緑でつなぐ

Green

Concert

コンサート

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

―― 緑区が生んだ実力派 女性アーティストによる抒情名曲選 ――

令和 3 年

4

2021年 月号
APRIL

6/19

みどりアートパークホール
入場料 1,000円（全席自由）

［土］

14 : 00 開演（13 : 15開場）

演 奏 予 定 曲

ラ・カンパネラ／リスト
ツィゴイネルワイゼン／サラサーテ
アヴェ・マリア／カッチーニ
忘れな草をあなたに ほか

チケット取扱い

4 / 1 10時〜発売

⃝みどりアートパーク

（対面販売 9：00～21：00）

⃝カンフェティチケットセンター
薔0120-240-540

こころ揺さぶる魂の響き！躍動するリズム‼
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（平日10：00～18：00）

櫻田はるか

松尾茉莉

［クラリネット］

［ヴァイオリン］

木村愛子

大貫夏奈

［ソプラノ］

⃝みどりアートパークHP
http://www.midori-artpark.jp

「シャドー ·ディール

武器ビジネスの闇

人を殺すための道具である武器、戦争が続く限

り需要が無限に生まれる。しかしその実態は詳し

く知られていない。映画『シャドー・ディール

津軽三味線トーク＆ライブ

映画上映会

世界は武器であふれている。

武

器ビジネスの闇』は、金と権力と個人の野望が国

家の安全保障や世界平和、人権や開発よりも優

先される国際武器取引の実態を描く衝撃のドキュ

メンタリーである。監督はハン・グリモンプレ。


高崎将充

［ピアノ］

◆映画は字幕スーパーです（2016年／90分）

5月30日日

5/29

2021年

14 : 00 開演（13 : 30 開場）

2 回上映

①10：30

②13：30

※30分前に開場・先着30名

［料金］600円

［場所］Ｂ１ギャラリー

［土］

みどりアートパークホール
入場料

1,800円（当日2,000円）全席自由
チケット取扱い

きょうかん

緑区民文化センター

みどりアートパーク

きょうかん

共感！ みどりアートパークで興歓！
！

公園

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

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

⃝みどりアートパーク（対面販売 9：00～21：00）
⃝カンフェティチケットセンター
薔0120-240-540（平日10：00～18：00）
⃝みどりアートパークHP
http://www.midori-artpark.jp

主催・お問合せ：みどりアート＆メディアパートナーズ

TEL 045-986-2441

Events



マークの説明

4月のイベント

内 ＝内容

￥ ＝料金

対 ＝対象

問 ＝問合せ先

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

緑でつなぐシリーズ

ホール

4月24日
（土）

開場13：40
開演14：00

春の室内楽コンサート

￥ 無料

開場13：00
開演13：30

バイオリン教室 KLANG 発表会

4月28日

開場 9：30
開演10：00

2021 なかの美智江
チャリティーフェスティバル

（水）

Pickup Events

入場自由
E-mail : fioridiciliegio7@gmail.com

問 荒井

4月25日
（日）

みどり花形寄席

内 弦・管・ピアノの室内楽コンサート

その三

内 バイオリンの発表会
￥ 無料

落語立川流の立川談吉と、緑区在住の瀧川鯉丸
による若手二人会

全席自由 未就学児入場可
TEL090-8505-3707

問 指原

内 カラオケ・舞踊・発表会及び歌謡ショー
￥ 無料

入場自由

問 オフィスなかの

全席自由 未就学児入場可
TEL・FAX045-933-2632

5月22日

立川 談吉

［土］ 14時 開演（13時30分 開場）

木戸銭

1,000円（全席自由）

チケット取扱い みどりアートパーク窓口での対面販売

ピックアップ・イベント

みどりアートパークの舞台で、
YAMAHA の CFXを弾きませんか？

申込みは

主催・お問合せ：みどりアート＆メディアパートナーズ TEL 045-986-2441

受付

イベントレポート

①9：30～11：30 ②11：40～13：40 ③13：50～15：50
④16：00～18：00 ⑤18：10～20：10

【料金】１枠4000円

（当日利用前の支払い）
キャンセルの場合は1000円いただきます。
※18歳未満の方は保護者同伴で。 【申込み】電話または来館。



映画上映会

「ザ・トゥルー・コスト

ファストファッション 真の代償～

あなたの服の本当のコスト知っていますか？

9：00 - 21：00

※チケットはお電話で予約もできます。お支払いは公演当日で OKです。
※ Webでのご予約は「こくちーずプロ」トップページより「花形寄席」で検索 。

4月10日土
14時から

5月10日（月）・18日（火）・19日（水）

瀧川 鯉丸

4月25日日

ファストファッション等で服の価格が著しく安くなっている。その一方
でインドやバングラデシュなどの服の生産現場では過酷な労働環境で
：30 ②13：30
2 回上映 ①10
働かされ、2013年ダッカ近郊の衣服生産ビルが倒壊して1100人以上
※30分前に開場・先着30名
が亡くなった。ショックを受けたアンドリュー・モーガン監督が、ファッショ
［料金］
600円
ン業界の裏側に迫ったドキュメンタリーです。
Ｂ１ギャラリー

◆映画は字幕スーパーです（2015年／93分） ［場所］

2021年7月1日～2022年3月末日まで、ホールの天井脱落対策工事を行うためご利
用できません。しかし工事期間中も、
リハーサル室・練習室・会議室はご利用いただ
けます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。
4月19日月は館内点検のため休館します

笑いをコーディネート

花形寄席で鯉丸さん

こぼれ落ちるような笑顔が印象的な
二ツ目の瀧川鯉丸さん
（３３）は、緑区
在住の落語家である。みどりアートパー
クが昨年１１月から始めた「みどり花形
寄席」をコーディネートする役回りがある。
顔付け（出演者の人選）から始め、出演交渉をし、
当日は客層を見てから共演者と自身の「お題」を調整す
る。客と双方向で笑いをつくりあげる。
２月２２日、ホールで開かれた第２回の花形寄席。上
方落語の二ツ目笑福亭羽光さんが高座に上がった。
２０２０年ＮＨＫ新人落語大賞を受賞した若手だ。
開演前の楽屋、
２人の打ち合わせが続いた。
「笑いの
量に間違いのない」羽光さんのお題は「みんな京阪」
。
鯉丸さんはちょっといい物語の「ねずみ」でバランスを取った。
「羽光兄さんは同じ釜の飯を食った大好きな先輩。
〝一
人もおいてきぼりにしない笑い〟があり、ていねいな語り
で上質な笑いを誘う」。昨年１１月３日の第１回花形寄席
で共演した二ツ目柳家花いちさんについては、
「新作も
１年待った音楽の絵本

古典もでき、客の反応に当
意即妙で対応できる」
と鯉丸
さん。
鯉丸さんは、横浜市港北
瀧川鯉丸
区出身。横須賀住まいが長 笑福亭羽光
く、逗子開成高校を経て早稲田大学第二文学部を卒業
した。
「安定した就職を」
との親の願いと別コース、落語
界の門をたたいた。
２０１０年瀧川鯉昇に入門。東日本大震災直前の１１
年３月１日、落語家見習いにあたる前座に。１５年には二
ツ目に昇進した。
「前座時代の１０年前、テレビで津波や原発事故を見
ながら、師匠のお茶の好みを覚えていった」
真打ちも視野に入ってきた鯉丸さん。花形寄席について、
こう語った。
「みどり花形寄席とかけて、温泉ととく。その心は、わき
にわいている」
お後がよろしいようで。

ズーラシアンブラスが公演

コロナ禍で１年延期されたズーラシアンブラス公演「音楽の絵本～ダンディズム」
が３月１３日、みどりアートパークホールで開かれた。緊急事態宣言が延長され定
員の５０％で実施。親子連れらが、待ちこがれていた
〝動物たちの演奏〟
を心ゆく
まで楽しんだ。
クラシック音楽に親しんでもらおうと、
「子どもも大人も飽きさせない、居眠りさせない公演」を続ける同楽団。一流の奏者
たちが繰り広げるユーモアあふれる
〝冗談音楽〟
のパフォーマンスが、客席をわかせた。映画音楽やスイス民謡も演奏した。
出演したキャラクターは、オカピ（指揮）、インドライオン（トランペット）、ドゥクラングール（同）、マレーバク（ホルン）、
スマトラトラ（トロンボーン）、ホッキョクグマ（チューバ）、ラトゥール（アルトサックス）、ベス（ピアノ）。
ズーラシアンブラスを運営するスーパーキッズは館とパートナーシップ協定を結んでいる。

