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指定管理者：みどりアート＆メディアパートナーズ
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笑いのつぼ絶妙刺激　
三遊亭兼好独演会

期開催してい
たのが縁であ
る。
　この日の兼
好師匠は、「粗
忽（そこつ）
の釘」、「井戸
の茶碗」の２
席を披露し
た。鋭い眼光、センスを手にした品のある動き、
時折見せるおどけた表情。たちまち客の笑いのつ
ぼをくすぐった。

　みどりアートパーク寄席・三遊亭兼好独演会が
11月20日、ホールで開かれた。直近のニュースを
巧みに取り入れた演目や、テンポのいい語りが人

気の兼好師匠。会場を埋めた
老若男女たちに笑いの渦が巻
き起こった。
　タウン誌記者から落語家に
転身というユニークな経歴。
そのきっかけは相模原市内の
焼肉店。タウン誌の「担当」
として通った店が落語会を定

　「SDGsつながり」が増えている。みどりアート
パークの利用者である。映画上映会から始まった
小さな一歩が、世界の子どもたちの写真展、ＳＤ
Ｇｓカードゲーム、平和や食の課題を考える催し
に結びついた。多彩な人々がSDGsを合言葉に集
う。それが館の顔にもなった。
　コロナ禍で多くの人が集えなくなった2020年６
月28日が原点。『０円キッチン』でSDGsドキュメ
ンタリー作品上映を開始。22年12月の『ソニータ』
まで計33回、28作品を上映した。
　この上映会や作品に共感した人が館を訪れ、そ
の人の輪が多くの催しを実現した。東洋英和女学

院大、神奈川県ユニセ
フ協会、生協のパルシ
ステム、戦争と震災を
語り継ぐ市民グルー
プ、 障 害 者 支 援 の
人々、環境重視の建築
家…
　文化を通じて人を結
ぶことは館の一番の目
標。原点の上映会はこ
としも続く。SDGsの
館が〝看板倒れ〟にな
らないよう磨き上げな
ければ。

SDGsが結ぶ縁
映画から広がる人の輪

上／初回上映会では会場にSDGs
の17目標のパネルを掲示
下／『気候戦士』のカール・フェ
ヒナー監督インタビューをイベン
トカレンダーに掲載

「井戸の茶碗」を披露する兼好師匠

「粗忽の釘」でおどけた
表情を見せる

　アジア史上、最高のテノールと称されたオペラ歌
手のベー・チェチョル。彼の歌声に惚れ込んだ日本
人音楽プロデューサーは「日本で出演して欲しい」
と熱心に頼んだ。韓国人オペラ歌手を主役に起用す
るのは大きな賭けだったが、オペラ公演は大成功。
以来二人は固い絆で結ばれた。ベーはヨーロッパに
戻り、次期公演の練習中に突然意識を失って倒れて
しまう。医師の診断は甲状腺がん。手術で命は取り
留めたものの、手術中に声帯神経の片側が切れてし
まい、二度と歌うことができなくなってしまった。
　歌手として最も過酷な苦難を受けるべー。日本人
プロデューサーは彼の声を取り戻すために、一人の
日本人医師を見つける。だが、手術は成功の確率が
極めて低いという。音楽で結ばれた二人の絆が奇跡
を生み、再びステージに立つことはできるのか。
 （2014年日本・韓国制作　字幕スーパー／ 121分）

©2014 BY MORE IN GROUP & SOCIAL CAPITAL PRODUCTION & 
VOICE FACTORY. ALL RIGHTS RESERVED. 

ザ・テノール 真実の物語

13：30開演（13：00開場）
1月27日［金］2023年

年始は1月4日水より開館　１月16日月は施設点検のため休館します

SDGs映画上映会

　「本当の幸せとは何だろう？」「どうしたら私たちは幸せになれるのか？」
　アカデミー賞ノミネート監督のロコ・ベリッチが５大陸16か国をめぐる４年間のロケを敢行し、幸福度
の鍵を読み解くドキュメンタリー映画。　 （2012年米国制作　字幕スーパー／ 76分）

happy
しあわせを探すあなたへ

２月
上映予告

2月24日［金］

がんで声を失った韓国人天才オペラ歌手と、
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た友情作品

友だち募集中友だち募集中 @034uivprみどりアートパークLINE公式アカウント

みどりアートパーク主催の公演や施設のお知らせ、お得なチケットの情報を配信します

LINEの「友だち追加」から、
ID検策するかQRコードを
スキャンしてください

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

世界でただひとつの奇跡と感動の実話！

オーガニックコットン100％
エコバッグエコバッグ  プレゼント！



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

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

※新型コロナウィルス等の影響で内容が変更する場合があります。主催者にご確認の上、来館してください

ホール

１月21日（土）
開場13：30　開演14：00

ロス・ティグレス〈LOS TIGRES〉ギターアンサンブル
内 国内外で活躍するギタリスト手塚健旨の門下生6人（いずれも寅年生まれ）によ
るギターアンサンブル　￥ 無料　問 田辺 TEL：090-2324-6579

リハーサル室

1月14日（土）
①10：30 〜 11：00
②13：30 〜 14：00

音のパレットvol.1 ～ヴァイオリンとピアノで贈る～
内 フェリス女学院大学卒のクラシックユニットFelice（菊地理恵＆鈴木彩音）①0歳
から。泣いても大丈夫な親子向けコンサート ②気軽に楽しめるクラッシック
￥ ①500円（0歳無料）②一般1500円 小学生1000円（未就学不可）
問 Felice（フェリーチェ） E-mail：info.feliceconcert@gmail.com

1月21日（土）
開場13：30　開演13：40

第20回　張扇寄席。
内 社会人講談師、落語家などによる新春寄席。気軽に楽しむ古典演芸　
￥ 500円　問 富田 TEL：090-2628-3177

1・2月のイベント

２月１日［水］

脳トレゲーム脳トレゲーム
体験会体験会

①11：00 ～  ②15：00 ～

電話予約をしてください（みどりアートパーク045-986-2441もしくは窓口で）

※写真はギャ
ラリーで実施
し た2021年
の脳トレゲー
ム体験会

　ゲームはもはや「遊び」ではなく、スマートフォン
や携帯電話、パソコンなどとともに、コミュニケー
ションのための道具のひとつ。インターネットに接続
すれば、離れた所にいる複数の人が同じゲームに簡単
に参加でき、交流することができます。現在、高齢者
を対象に、ゲームを通じて認知機能向上やコミュニ
ティー創出、健康増進を目指す取り組みが全国で活発
に行われています。体を動かすスポーツとともに、脳
のトレーニングとして「ｅスポーツ」が普及・発展し、
高齢者対象の全国大会も行われる時代なのです。
　体験会ではタブレットの動かし方から、簡単なゲー
ムの攻略方法まで、講師や若いサポーターが優しく指
導。大画面で対戦を楽しみながら、脳を活性化するこ
とが出来ます。
　さあ！みんなでフレイル（加齢による心身の衰え）
予防を！あなたも、一緒に始めませんか？
　親子３代での参加も歓迎。応援・観戦は無料です。

「℮
イ ー

スポーツ」一緒に始めませんか？

EVENTS
※新型コロナウィルス等の影響で内容が変更する場合があります。主催者にご確認の上、来館してください

2・3月のイベント

ストローで楽器をつくって演奏しよう
ストローで、世界にひとつだけの「パンフルート」※を作って演奏してみよう！

3月12日［日］①10：30 ～ 12：00  ②13：30 ～ 15：00
③16：00 ～ 17：30  ※3回とも同内容

〈会場〉みどりアートパーク地下1階ギャラリー 〈対象〉緑区在住・在学の小学生（保
護者同伴可） 〈講師・パンフルート奏者〉櫻岡 史子（さくらおか ふみこ） 〈定員〉各回先
着15組〈参加無料〉 〈主催・お問い合わせ〉緑区役所地域振興課 ☎045（930）2236

「℮
イー

スポーツ」って聞いたことありますか？
「エレクトロニック・スポーツ」 の略です。

会　場  みどりアートパークホール
参加費  500円
　　　 （当日会場にてお支払いいただきます）
参加対象  50歳以上の方　
募集人員  ①②各回20名

（℮スポーツ）

フィリアホール出張コンサート

2月11日［土］15：00 ～

全席指定　￥5,500
【定員】300名（未就学児入場不可）　【チケット一般発売】みどりアートパーク窓口 ※窓口での販売のみ（電
話予約不可）　【チケットお申し込み・お問い合わせ】フィリアホールチケットセンター　045-982-9999

（11：00 ～ 18：00）第３水曜日休館　www.philiahall.com（オンライン予約可能）　【主　催】フィリアホー
ル（横浜市青葉区民文化センター）　【共　催】みどりアートパーク

ふたりの大作曲家がピアノと歌で紡いだ、愛についての物語

仲道郁代 西村　悟

曲目　ベートーヴェン●

　　　　連作歌曲集「遙かなる恋人に寄せて」Op.98
　　　　ピアノ・ソナタ 第28番イ長調 Op.101
　　　シューベルト●

　　　　歌曲集「美しき水車小屋の娘」Ｄ795

みどりアートパークホール
14：15開場予定　約150分／休憩あり

ピアノ テノール

デュオ・リサイタル

©Kiyotaka Saito ©T.Tairadate

白山美術展
神奈川県立白山高等学校美術科４期生卒業制作展

1月13日［金］～15日［日］10：00～ 18：00
みどりアートパーク　地下1階ギャラリー ※どなたでも気軽にご覧になれます！

【お問い合わせ】白山高校☎045（933）2805

生活協同組合パルシステム神奈川

ブレッドウィナー

11：00 ～ 15：302月4日［土］
映画や演奏会のほかに、原爆の実情を描いた「原爆の
図」やウクライナ伝統工芸品プィーサンキの展示も。
スタンプラリーやプレゼント、ワークショップなども。

入場無料　会場：みどりアートパーク

お申し込みはこちらから
ハートカフェぶらり地球さんぽ 検 策

ハートカフェ
ぶ ら り 地 球 さ ん ぽ

平和・国際フェスタ

10：00 ～ 11：30

“少年”になった勇気ある少女の
物語（日本語吹替）

映　画

カテリーナさん
14：45 ～ 15：30

バンドゥーラで楽曲
演奏とウクライナの
歌の歌唱。トークも
聞けます

ウクライナ民族楽器“バンドゥ－ラ”奏者演奏会

©2017 Breadwinner Canada Inc./Cartoon Saloon 
(Breadwinner) Limited/Melusine Productions S.A.

※映画のみ10：00から上映

申し込み期間：1月11日（水）～ 2月28日（火）
お申し込みは
こちらから

※ 世界で最も古い
木管楽器の一つ


