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脳トレゲーム体験

2021年 月号
SEPTEMBER

コンピューターゲームで脳を健康に‼フレイル予防‼
脳トレゲームの講座がみどりアートパークで11月からスタートし
ます。ゲームを通じて認知機能向上や健康増進を目指します。
50代やシニアと若者の世代間交流につなげるのも狙い。 体験
会は、全国でｅスポーツの普及に取り組む共同通信デジタル、神

横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク イベントカレンダー

奈川新聞社、みどりアートパークが連携して実施します。
講師が初心者に分かりやすくゲームのやり方や効果、機器の
操作を説明します。 準備運動から始めます。 気軽にどうぞ。

９月16日［木］ 各日
10月14日［木］ ２回開催
①10：30～

体験時間は約１時間半
講師：共同通信デジタル 木村直寛氏
募集人数・対象：各12人
電話でご予約ください

②13：30～

50歳以上の方

映画上映会

ザ・テノール

がんで声を失った韓国人のオペラ歌手と、彼を信

じて支えた日本人音楽プロデューサーの国境を越え

会場：B1ギャラリー  費用：1000円（当日払い）

た友情を描いた作品。

問合せ・申込みはみどりアートパーク TEL045-986-2441

アジア史上最高のテノールと称され、ヨーロッパ
で活躍していたオペラ歌手のベー・チェチョル。彼

イベントレポート

地元の土が絵の具

自然の色で描くワークショップ



始まった。みどりアートパークが主催。緑区、都筑区、
木の枝を燃やし、自然のさまざまな色で作品を制作す

る。

①10：00

ぜてカラフルな土色の絵の具にした。

同11日は同区新治町の「にいはる里山交流セン

自然の力強さや命の循環を感じ取り作品制作する

ター」が会場。子どもたちは、隣接する約67㌶の新治

にもなる天然素材の土で、微妙な土色のグラデーショ

ターではたき火で枝を炭状にし、灰色や黒色の絵の具

８月５日はＪＲ横浜線中山駅に近い多目的交流施設

同24日からは同パークギャラリーで絵の制作。縦約３・

アーティストの杉﨑晴菜さんが講師。植物を育て陶器
ンの美しい絵が出来上がる。

「なごみ邸」の庭で土を採取。スコップで採った黒土や

赤土をふるいでこして細かい粒子状にし、接着剤を混

を取り出した。

５㍍、横約１・１㍍の白い布に、土色、灰色、黒色の絵
の具を使い、
７回のＷＳで土絵を仕上げる。

きょうかん

きょうかん

消防署

郵便局マルエツ

横浜市緑区民文化センター

みずほ銀行
至 こどもの国

北口

至 中央林間
至 町田

長津田駅
南口
横浜銀行

東急田園都市線
JR横浜線

至 渋谷
至 横浜

ロデューサーが手を差し伸べた。音楽で結ばれた
二人の絆が世界に例のない奇跡を生み、感動のス
テージの幕が開く。


◆映画は字幕スーパーです（2014年製作 /121分）

２日間 各日2回上映

［料金］600円

※30分前に開場・先着30名 電話予約をしてください ［場所］Ｂ１ギャラリー

みどりアートパーク

〒226-0027 横浜市緑区長津田2-1-3 TEL：045-986-2441   FAX：045-986-2445 HP：http://www.midori-artpark.jp
【開館時間】午前9時 ~ 午後10時 【交通アクセス】JR 横浜線・東急田園都市線・こどもの国線「長津田駅」北口徒歩４分
※お客様専用の駐車場はございません。公共交通機関をご利用下さい。
指定管理者：みどりアート＆メディアパートナーズ

映画上映会［10月の予告］

フォークス・オーバー・ナイブス －いのちを救う食卓革命－
FORKS OVER KNIVES

牛乳を飲むと骨がもろくなる? 動物性の栄養素はがんを促進する?
食に対する常識を覆し、全米大ヒットを記録した現代人の必見ドキュメン
タリー映画！

世界的権威である栄養学のキャンベル博士と外科医のエセルスティン博士、二人

共感！ みどりアートパークで興歓！
！

公園

②13：30

失ってしまう。そんな彼の声を愛した日本人音楽プ

市民の森に入り落ち葉が土になる過程を学んだ。セン

9月21日火は館内点検のため休館します

みどりアートパーク

に侵された。手術で声帯の神経を切断され歌声を

９月19日日・26日日

土絵ワークショップ
（ＷＳ）
が８月５日、横浜市緑区内で

青葉区の小中学生約20人が11月13日まで、土を掘り、

がまさに頂点を極めようとしたときに、甲状腺がん

木の枝を燃やし黒と灰色の
絵の具を作ります

身近な自然の土などで絵の具を作り大きな絵を描く

緑区民文化センター

真実の物語

の博士の結論は動物と加工食品を食べず、菜食の実践で病は妨げるという。そして
フォーク

ナイフ

多くの生活習慣病を治療することも可能だという。食はメスを征することが本当にで
きるのだろうか。

10月17日日

◆映画は字幕スーパーです
（2011年製作 / 96分）

①10：30 ②13：30 2回上映 ［料金］600円
※30分前に開場・先着30名

［場所］
Ｂ１ギャラリー
電話予約をしてください

主催・お問合せ：みどりアート＆メディアパートナーズ

TEL045-986-2441

Events



マークの説明

9月のイベント

内 ＝内容

￥ ＝料金

対 ＝対象

問 ＝問合せ先

Events

10月以降のイベント

主催＝みどりアートパーク主催の催し物

新型コロナウイルスの影響で、スケジュール変更があります。主催者の方にご確認の上来館してください。
開催日

開催時間

催事名

内容／料金／問合せ先

Dance Dance Dance @YOKOHAMA2021共催

リハーサル室

9月11日（土）

開場10：20
開演10：30

おはなしサンタ
～9月のおはなし会～

内 読み聞かせのおはなし会
￥ 無料

問 E-mail:ohanasisannta@gmail.com

9月12日（日）

開場12：30
開演13：00

後悔しないための
賢い家づくり勉強会

カメラ派？ スマホ派？

カメラ
（スマホ）
を持って集合です！
す！
から再スタートしま

（水）
第２弾！ ９月15日

大河原雅彦写真教室

⃝初心者から上級者まで経験に応じた丁寧な指導
⃝スマホや一眼レフで、いろんなものを撮ってみよう

落

10月7日木

内 セミナー
￥ 無料

問 有限会社都筑

身体と向き合うシニアのための

チャレンジ・オブ・ザ・シルバー

TEL045-949-2130

 月15日 12：45～14：45 p.m.
9

月に１回の写真教室です
会 場 ギャラリー
参加費 1000円
（受付で当日支払い）
人 数 15名（先着順）電話予約あり
持ち物 カメラまたはスマホ
講 師 神奈川新聞社 元写真部長 大河原雅彦氏
お問合せ：みどりアートパーク℡045-986-2441

む
し
楽
語を

法
方
の
き
お
て
っ
と

9 月23日［木・祝］

13：00～14：30（12：30開場）
落語家 瀧川 鯉丸
1000円

9月25日土 14：00～16：00

瀧川鯉丸

コミュニケーション能力向上

中高生ダンスクリニック

小栗旬や加藤シゲアキなどの主演舞台演出を手がける藤田善宏が、ユニークな
発想で自由な自己表現を伝授します。

藤田嘉宏

講
会
対

申込方法

安藤洋子

師 安藤洋子（ダンサー・振付師）
場 リハーサル室
象 60歳以上の神奈川県在住在勤者
25名（先着順）
参加費 1000円

10月10日日
11月14日日

西

洋子

令和３年度アートによる
緑区の魅力発信事業

申込方法
電話または来館・ＦＡＸ・郵送・Eメールで住所・
氏名・年齢・連絡先
持ち物 動きやすい服装・靴・飲み物・タオル・
着替え

インクルーシブダンス

年齢・性別・障害の有無にかかわらず、全ての 「みんな」 が自由に創造
し生き生きと表現するダンスです。

講師 西 洋子（東洋英和女学院大学人間科学部教授）
会場 ギャラリー
対象 2回のWSと11/20の発表会参加可能な方
Ⓐ 区内在住で3～5歳児とその保護者ペア10組
Ⓑ 障害の有無、年齢不問。介助者を含む20名
日程 10/10㈰Ⓐ11：00－12：00 Ⓑ13：00－14：30
11/14㈰Ⓐ11：00－12：00 Ⓑ13：00－14：30
参加費 Ⓐ 1組2名1500円 Ⓑ 1名1000円

申込方法 電話または来館・FAX・郵送・E
メールでⒶⒷいずれか、住所・氏名・年齢・電
話番号・障害・車椅子・介助者の有無（申込
み多数の場合は抽選。開始2週間前までに
参加の可否を連絡）
持ち物 動きやすい服装・靴・飲み物・タオル・
着替え

ジャズでつながる横浜の街！ジャズプロサテライト

定 員 30名（申込み先着順 状況により変更）
場 所 B１ギャラリー
申込みは来館・電話・FAX・メールでお願いします
主催・お問合せ
みどりアートパーク T
 EL 045-986-2441 FAX 045-986-2445

講 師 藤田善宏
会 場 リハーサル室
対 象 中高生20名（先着順）
参加費 500円

世界的ダンサー安藤洋子による、身体の動かし方を学び楽しく踊ることで心と
身体を解放していくワークショップです。

日 時

日本の伝統文化である落語を、より楽しむためのレクチャーです。
独特な言い回しやお約束事など、緑区在住の鯉丸さんが教えてくれます。
古典落語一席の後に、参加者からの質問にお答えします。

時 間
講 師
参加費

問 みどりアートパーク045-986-2441

13：30～15：00

ギャラリー

ダンスワークショップ

 話または来館・ＦＡＸ・郵送・Eメールで
電
住所・氏名・年齢・連絡先
持ち物 動きやすい服装・靴（室内履き）
・飲み物・
タオル・着替え

レクチャーコンサート

ジャズを身近に感じてみよう

一般的なジャズの演奏形式を、生演奏を通して解説します。

どのように演奏されているか、スタイルの違いやアドリブなど
についても分かりやすくお話します。

10月16日 土

14：00開演（13：30開場）

会 場 リハーサル室
講 師 土田晴信（オルガン） 他
講座料 1000円
定 員 30名（申込み先着順 状況により変更）
申込方法 9 / 1（水）より電話受付開始
主 催 み
 どりアート＆メディアパートナーズ
公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団
共 催 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会

土田晴信

井上

智

お問合せ：みどりアートパーク TEL045-986-2441

小泉高之

