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〒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
【受付時間】午前9時~午後9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

横浜市緑区民文化センター

M I D O R I  A R T  P A R K

EVENT
CALENDAR

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

みどりアートパーク

９月20日火は施設点検のため休館します

申し込み・お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

20222022

SEPTEMBERSEPTEMBER
0909

ピックアップイベントPICKUP EVENTS 

⃝ ９月のお題「夏の思い出」の写真を撮って集合！
⃝ 自信作をモニターに映してアドバイス
⃝ 初心者から上級者まで経験に応じた指導

日　時　９月21日（水）12：45 ～ 14：45　
会　場　Ｂ１Fギャラリー　
参加費　1000円（当日払い）　定　員　先着20名
※ 要電話予約（TEL045-986-2441）。参加者はお題に

沿ったものおよび自信作をデータで持参。

大河原雅彦写真教室元神奈川新聞
写真部長

［次回開催日］10月19日（水）

イベントレポートEVENT REPORT

13：30開演（13：00開場）

長津田のいまむかし　歴史風景を巡ろう

10月10日（月・祝日）　9：00　みどりアートパーク正面入口集合

　パレスチナ自治区のラマッラに住む青年ミシャ。情勢不安が
あるとすぐ閉じてしまうイスラエルのカランディア検問所を
通って、今日もピアノのレッスンでエルサレムへ。父はパレス
チナ人、母はロシア人、そしてピアノの先生はユダヤ系イスラ
エル人―。
　紛争、人種、宗教、国境、そして新型コロナ。数々の壁に翻
弄されながらも諦めずに彼はピアニストを目指し奮闘する。
　〝どんな困難も絶対に打ち破れる〟　音楽を愛し、夢を追うす
べての人に贈る音楽ドキュメンタリー。
� （2021年イスラエル制作　字幕スーパー／ 61分）

２年７カ月ぶりの「生」　
お昼のロビーコンサート

たという。You 
Tubeなどのオン 
ライン配信に慣
れ た 人 々 も

「やっぱり生は
いい」としみじ
み話した。
　生公演でアン
コール曲も歌っ
た北野さんは今後、新たに設立された神奈川チェン
バー・オーケストラでも活躍していく。
　動画配信したロビーコンサート「津軽じょんから」

「緑でつなぐコンサート」「土田晴信×井上智×小泉
高之オルガントリオ」の３作品は、みどりアート
パークYouTubeチャンネルで無料視聴できる。

　昼の緑区役所にオペラ独唱の歌声が響き渡った。
長引くコロナ禍で、みどりアートパークが行う「お昼
のロビーコンサート」は中止となり、一部は動画配信
に切り替えられてきた。７月25日の生公演「珠玉の
オペラアリア」は実に２年７カ月ぶりのことだった。
　藤原歌劇団のステージにも立つ緑区在住のソプラ
ノ歌手・北野綾子さんが、梶本夏美さんのピアノ伴
奏でプッチーニ「蝶々夫人　ある晴れた日に」をは
じめとしたクラシックの定番や日本の歌を披露した
＝写真。
　上背のある北野さんの豊かで繊細な歌声はロビー
がある庁舎１階全体を振るわせた。その声量ゆえ階
段を通じて４階フロア、エレベーターの中まで届い

大山街道周辺とあわせて「長津田十景」の６か所を巡ります。

ガイド：NPO法人神奈川区いまむかしガイドの会
募集定員：15名
参加費：各回500円（資料代、傷害保険代含む）

◎応募方法：①氏名②連絡先TELと住所を添えて
みどりアートパークへ電話（045-986-2441）か、
メール（info-m@midori-artpark.jp）まで
※９月11日（日）より　受付開始　先着順！

大山街道旧長津田宿と長津田十景ウォーキング

パレスチナ、イスラエル、そしてロシア。青年ミシャのピアニストになる夢は困難も国境も越える！

パレスチナの
ピアニスト

先着100名　
電話予約をしてください

［料金］600円
［会場］みどりアートパークホール

［料金］600円　［会場］みどりアートパークホール

©Canada Productions Inc., Real Films Ltd.

先着100名　電話予約をしてください

10月
上映予告

10月27日木
13：30開演（13：00開場）

　東京23区の6割ほどの地域をイスラエルが壁で囲んで
封鎖、「天井のない監獄」と呼ばれるガザ。それでも日
常を力強く生きようとする200万の人々がいる―。
　9月上映「パレスチナのピアニスト」と併せてご覧い
ただきたい一作。

（2019年アイルランド・カナダ・ドイツ制作　
 字幕スーパー／ 92分）

ガ ザ
素 顔 の 日 常

９ 金30/

よこはま
縁むすび講中

関連企画

SDGs映画上映会

コース：【行程】約4.5㎞　※印「長津田十景」（６か所）
長津田第二公園→大山街道※下宿晴嵐→御幸通り

（旧長津田宿）→大石神社※大石観桜→※御野立落
雁（眺望佳）→（長津田地区センター）→※長坂夜
雨→王子神社※王子秋月→福泉寺→岩川沿い→大
林寺※大林晩鐘（旗本岡野家墓所）→長津田駅南口

（JA長津田前）解散、12：30予定



マークの説明　内＝内容 ￥＝料金 対＝対象 問＝問い合わせ先
主催＝みどりアートパーク主催の催し物EVENTS チケット発売情報

お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

TICKETS
※新型コロナウィルスの影響で内容等変更の場合があります。主催者にご確認の上来館してください
ホール

9月３日（土）
開場13：30　開演14：00

2022 ズーラシアンブラスコレクション
内 「昭和童謡偉人伝」をテーマに秋の新作発表コンサート　￥ 全席指定3500円
問 みどりアートパーク TEL：045-986-2441

9月４日（日）
開場14：00　開演14：30

横浜・ビッグバンドとジャズを楽しもう！
内 特別ゲストと一般公募のボーカリストのコラボでビッグバンドのジャズを　
￥ 前売り1500円　問 上原 TEL：090-6125-1659

9月７日（水）
開場13：30　開演14：00

Dreamin’ Concert Vol.2
内 声楽とピアノによるクラシックコンサート　￥ 一般4000円　学生1000円　
問 グループフォルテピアノ TEL：050-5586-9700

9月９日（金）
開演13：00 ／ 18：00

オペラ工房アヴァンティ 第７回公演
内 オペラ「ドン・ジョヴァンニ」をイタリア語（日本語字幕付き）で　￥ 4000円　
問 植村 TEL：070-1502-0630

9月14日（水）
開場13：15　開演14：00

神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ特別編
「ブラームスのピアノ五重奏曲」 ※前売券完売
内 フィリアホール休館中の出張公演をオール・ブラームス・プログラムで　
￥ 全席指定3000円　問 フィリアホールチケットセンター TEL：045-982-9999

9月17日（土）
開場9：30　開演10：00

LOUD&PEACE
内 映画・講演・パネルディスカッション等で食を起点に環境を考える　￥ 無料　
問 みどりアートパーク TEL：045-986-2441

9月18日（日）
開場13：30　開演14：00

DUO北條＆ソーサ連弾コンサート
内 誰もが知っている名曲中心に連弾の魅力を紹介　￥ 2000円　
問 アリアミュージックオフィス TEL：03-6766-6773 FAX：050-3737-1353

9月24日（土）
開場13：45　開演14：00

大人のピアノリサイタル ジョイフルPlusコンサート
内 「あおば♪ピアノの部屋」の10名による大人のピアノジョイントコンサート　
￥ 無料　問 あおば♪ピアノの部屋 lesson@aobapiano.com

９月のイベント

ハハッッピピーー・・ハハロロウウィィンン・・ココンサンサーートト
みどりアートパークホール
1010月3030日［日］

入場料：全席指定3500円

14：00開演（13：30開場）

2022 2022 ズーラシアンブラスズーラシアンブラス2022 2022 ズーラシアンブラスズーラシアンブラス

スーパーキッズチケットセンター　https://www.superkids.co.jp/ticket/　
ローソンチケット　https://l-tike.com/　みどりアートパーク受付（窓口販売のみ）チケット絶賛発売中！

カンフェティチケットセンター  0120-240-540（平日10：00 ～ 18：00）
みどりアートパーク受付（窓口販売のみ）
みどりアートパークHP  http://www.midori-artpark.jp

チケット
絶賛発売中！

14：00開演（13：30開場）

村治奏一リサイタル
みどりアートパーク バースデーコンサート

～ギターで綴る映画と愛～

みどりアートパークホール
入場料：全席指定 前売り2000円 当日2500円
　　　　高校生以下　前売り1500円 当日2000円

10月2日日

横浜音祭り2022共催

みどりアートパークホール
入場料 全席指定 前売り2000円 当日2500円

三遊亭兼好 独演会三遊亭兼好 独演会
みどりアートパーク寄席

14：00開演（13：30開場）
11月20日［日］

撮影：山田雅子

「みどりアートパーク
寄席」のレギュラーで
緑区在住“ご近所噺家”

瀧川鯉丸

今こそ知りたい、戦争の真実

9月10日［土］

～戦争体験者の生の声から～

みどりアートパークホール 詳細・申し込みはQRコードから

講演、朗読、映画上映、演奏、そして対話。

10：00 ～18：30（開場9：30）

みどりアートパーク&
赤レンガ倉庫1号館連携事業

シニア向けワークショップ

年齢を重ねても生き生きとした毎日を送りたい
シニアに向けてダンスのメソッドに基づいて、
正しい姿勢や歩き方を体験していただくワーク
ショップです。

開催日：11月1日（火）10：00 ～ 11：30（9：30受付開始）
会　場：B １Fリハーサル室　
講　師： 梅田 宏明（ダンサー、振付家、ビジュアル・アー

ティスト、横浜赤レンガ倉庫１号館振付家）
対　象：60歳以上  15名（申し込み先着順）
参加費：1,000円
申込方法： 9/1の10：00からみどりアートパークへ電話ま

た は 来 館・FAX（045-986-2445）・ 郵 送・E
メール（info-m@midori-artpark.jp）で住所・氏
名・年齢・連絡先をご記入の上お送りください。

持ち物： 動きやすい服装・靴（室内履き）・飲み水・タオ
ル・必要に応じて着替え等

参加者募集

「姿勢教室」

P E A C E
入場料　中学生以上1000円、小学生500円、未就学児無料 主　催　ごえんのちから
お問い合わせ　須摩 修一 TEL：090-2521-1996 Eメール：s.suma@hotmail.co.jp




