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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
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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 2022
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みどりアートパーク

８月15日月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

ピックアップイベントPICKUP EVENTS 

⃝ ８月のお題「ふるさと」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　８月16日（火）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］９月21日（水）

イベントレポートEVENT REPORT

漆原さんの調べに酔う　
リニューアルシリーズ終了

　同シリーズのみどりアート
パーク寄席「柳亭小痴楽　昔
昔亭Ａ太郎二人会」は同11日
に開催。人気、実力共に兼ね
備えた小痴楽＝写真上＝、Ａ
太郎＝写真下＝の真打ち２人
が客席をわかせた。
　横浜みなとみらいホール出
張公演「横浜18区コンサート」も同22日にあり、
６月のホールは同シリーズ３公演が相次いだ。天
井耐震工事完成を記念し、４月３日のアンサンブ
ルブルンマ演奏会で始まったシリーズは終了した。

　みどりアートパーク・リニューアルシリーズの
最後を飾る第139回緑区民音楽祭ふれあいコン
サート「輝かしきカルテットの仲間たち」が６月

26日、みどりアートパー
クホールで開かれた。バ
イオリニストの漆原朝子
さん＝写真左＝らがモー
ツアルトやチャイコフス
キーの調べを響かせた。

8月31日水

SDGs映画上映会SDGs映画上映会

［次回上映予告］9月30日（金）13：30開演「パレスチナのピアニスト」

13：30開演（13：00開場）
［料金］600円　［会場］みどりアートパークホール
先着100名　電話予約をしてください　

武器の国際取り引きを取り巻く闇を暴いて

昨年上映時に観客を慄然とさせた衝撃の作品を、

今だから再上映！

2022年　緑・芸術文化活動支援事業

10月31日［月］〜 11月６日［日］

第20回 みどり区民アート展

【募集作品】　10号以下［作品サイズ53cm×46cm
以内］（Webは8MB以下)の油彩、水彩、パステル
画、アクリル画、日本画・水墨画、ちぎり絵、絵
手紙、その他（Web展示では書道も扱う）

【出展資格】　緑区に在住・在勤・在学、区内サー
クルに参加の高校生以上の方

【募集点数】　ギャラリー展示：90点、Web展示：
100点（１人１点、先着順）　※ギャラリーとWeb
の同時出展可

【出展料】　ギャラリー展示：1000円（作品搬入時
に支払い）、Web展示：無料

【申し込み期間】　8月11日(木) ～ 9月30日(金)
みどりアートパーク、緑区役所等で配布の申込書
に記入の上、みどりアートパークへ郵送（住所下記
欄外）・FAX(045-986-2445)・受付窓口持参
申込書のダウンロードおよびWeb展示搬入等の詳
細はhttp://midoriartten.sakura.ne.jpへ

10月31日［月］〜11月30日［水］

ギャラリー展示（会場：B1Fギャラリー） Web展示

シャドー   
武器ビジネスの闇武器ビジネスの闇

ディール
　武器ビジネスに関わる政府や軍隊、情報機関、
軍事会社、武器商人や代理人の複雑な人間関係を
浮き彫りにし、どのように腐敗を助長し、民主主
義をないがしろにしていくか、その実態を白日の
下に赤裸々にさらす衝撃の作品。
　あなたはこの現実を直視できるか!?
（2016年アメリカ・ベルギー・デンマーク制作
� 字幕スーパー／ 90分）

©Shadow World Productions, LLC



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
8月１日（月）
開場13：15　開演13：30

女声合唱団ケ・セラ・セラ ミニミニコンサート
内 女声合唱団による合唱の発表会　￥ 無料　問 田中 TEL：080-2074-9969

ギャラリー

8月28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
内 家を建てられる方、家づくりに興味のある方対象のセミナー　￥ 無料　
問 武藤 TEL：080-4473-8230

８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

2022 ズーラシアンブラス 
コレクション
みどりアートパークホール
9月3日［土］

サックス四重奏＆金管五重奏　秋の新作発表コンサート

入場料　全席指定3500円
14：00開演（13：30開場）

テーマ：昭和童謡偉人伝

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！

入場料  一般3000円、高校生以下2000円【全席自由】
未就学児の入場不可　※残席が有る場合のみ当日券を発売

神奈川県のプロ音楽家団体「県央音楽家協会」を母体に新しいオーケストラ
が誕生！第15回ドナウ国際指揮者コンクール第２位受賞の本多優一を指揮
者に迎えて設立記念コンサートを開催します。緑区在住で藤原歌劇団正団員
のソプラノ歌手・北野綾子がソリストとして登場。どうぞお聴き逃しなく！

14：00開演（13：30開場）

☆緑区民特典　各200円引き（みどりアートパーク窓口のみ）

8月28日［日］

21人編成によるビッグバンドの“生”ステージ

15：00開演（14：15開場）

BIGBAND
NIGHT みどりアート Vol.1

神奈川チェンバー・オーケストラ
設立記念コンサート

緑でつなぐ
シリーズ

申し込み　
・県央音楽家協会（受付時間 10：00-18：00）
　E-mail：kanakenoukan@gmail.com  TEL：090-6009-7213
・みどりアートパーク（窓口販売のみ）
・カンフェティ チケットサイト　http://s.confetti-web.com/

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

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

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！

10月2日日

横浜音祭り2022共催

「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

出　演  ビッグバンド　オブ　ローグス
　　　  （東京キューバンボーイズJr.）
ゲスト  中村誠一（テナーサックス）、Sari（ヴォーカル）、
　　　  伊波淑（パーカッション）

みどりアートパーク　FAX：045-986-2445
いば ひでのぶ　TEL：045-593-8239、
　　　　　　　FAX：045-593-8213

前売り・予約  3000円（当日3500円）

8月27日［土］

曲目（予定） 
ベートーヴェン：交響曲第7番イ長調、ヘ
ンデル：歌劇「リナルド」より「私を泣か
せてください」、歌劇「セルセ」より「オン
ブラ・マイ・フ」、モーツァルト：モテッ
ト「エクスルターテ・ユビラーテ」他
主催：県央音楽家協会

レトロ（懐かしさ）の中に、アート（現代）も！誰もが楽しめるラテン・ジャズ・ポップまで！

みどりアートパークホール

©FUKAYA Yoshinobu /auraY2

みどりアートパークホール


