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※どなたでも入場可能なもので営利目的でない催しのみ掲載しております。
※このスケジュールは２０１１年１０月１２日に作成したものです。１１月下旬～１２月の催し
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CHECK！！

雑 

記

おやじバンドコンテスト２０１１にご来場頂きましたお客様、大変ありがとうございました。そして、スタッフの皆様お疲れ様でした。３月の
震災により、準備段階から出遅れ、残念な事もありましたが、５００名あまりのお客様をお迎えでき嬉しく思っております。次回は、バー
ジョンアップしたおやじバンドコンテストを皆様にお見せしたいと考えております。 ＜みのンぱ編集局　貝塚 勇＞

チケ　ト＆申し込みインフォメーションッ

全席
自由

映画サロン 『なつかしの名画座』

ゼロの焦点

２０１２年１月１５日（日）１４：００　

◇入場料：５００円 ※お一人様１０枚まで
◇全席自由 ※未就学児入場不可
◇チケット取扱い…みの～れ／アピオス／コスモス
　　　　　　　　　　　　おみたまオンラインチケット

　 ※発売日初日はみの～れ（ＴＥＬ予約ＯＫ）とおみ
　　　たまオンラインチケットのみの販売となります。 　

松本清張の長編小説。北陸地方を舞台に、
戦争直後に端を発する時代の傷痕が生んだ
連続殺人事件を描くミステリー長編。

全席
自由

２０１１年１２月７日（水） 　１０：４０

小美玉市学校芸術鑑賞【中学校の部】の
残席を一般開放いたします！

チケット発売　１０月２２日（土）１０：００～
ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６（　　　　　 ）

小美玉市学校芸術鑑賞 【中学校の部】

◇入場料５００円
◇全席自由
◇未就学児入場不可

小美玉市四季文化館（　　　　　　）

こどもを抱いたあなたも笑顔。笑顔
募集

おやこDEジャズ２０１１ 親子で楽しむオペラ教室

お問い合わせ 　ＴＥＬ  ０２９９-４８-４４６６（　　　　　　）／０２９９-２６-９１１１（コスモス）

おやこ
イベント
　　②

おやこ
イベント
　　④

２０１２年１月２８日（土）１３：００　
小美玉市四季文化館（　　　　　　）

２０１２年１月２９日（日）１３：００　
小美玉市生涯学習センター（コスモス） 

主催　財団法人いばらき文化振興財団、小美玉市、小美玉市教育委員会

◇入場無料 ※要整理券
◇全席自由
◇入場制限 
　 ※２歳以下のお子様は、入場できません。
◇整理券配布場所 みの～れ／コスモス／アピオス

＜プログラム＞

【第一部】 歌の世界
　「小さな世界」、「故郷」、「ペチカ」 
　「旅愁」、「さくらさくら」、「荒城の月」ほか 
　玉里小学校合唱部 ※コスモス会場のみ

【第二部】　オペラ
　「泣いた赤おに」

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥ムシたちは ジャズにノッて 飛んでいる !?

　アピオス
　小劇場
　ｖｏｌ．０７

主催　小美玉市、小川文化センター活性化委員会

小美玉市小川文化センター（　　　　　 ）

おやこDEジャズ２０１１
おやこ
イベント
　　③

２０１１年１２月２３日（金・祝） 　
①１１：００ ②１４：００
２０１１年１２月２３日（金・祝） 　
①１１：００ ②１４：００

小美玉市小川文化センター（　　　　　 ）

ムシたちは ジャズにノッて 飛んでいる !?

◇全席自由
　 ※要入場整理券（先着１８０席）
◇入場無料
　 ※要電話申込み
　 ※０歳～入場ＯＫ

◇出演
ギッチョン先生：ジョン中山
妖精パック：畠井伸子
ブン：橋本幸治
テン：武石千絵子

◇全席自由
　 ※要入場整理券（先着１８０席）
◇入場無料
　 ※要電話申込み
　 ※０歳～入場ＯＫ

◇出演
ギッチョン先生：ジョン中山
妖精パック：畠井伸子
ブン：橋本幸治
テン：武石千絵子

主催　小美玉市、小川文化センター活性化委員会

受付開始 １１月１９日（土）１０：００～  ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（　　　　　）

　アピオス
　小劇場
　ｖｏｌ．０７

そこはムシたちが通う秘密の場所。キリギリスの
“ギッチョン先生”が奏でるジャズ ピアノにのせ
て、ミツバチ“ブン”、てんとうむし“テン”、 妖精
“パック ”の３にんが歌って・踊って・絵本を
楽しんで、クリスマスの雰囲気をたっぷり味わえる
おやこのためのエンターテイメント！

第１４回みの～れ

マタニティ・コンサートおやこ
イベント
　　① おやこDEおんがく鉄道♪

音楽にのせてシュッポッポ！
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２０１１年１１月２６日（土）　１４：００　

◇定員２００名
　 ※膝上鑑賞可、座席が必要な場合は要整理券

◇入場無料 ※要事前申込み

◇全席自由

小美玉市四季文化館（　　　　　　）

受付開始 １０月２５日（火）１０：００～  ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６（　　　　　）
主催　小美玉市、四季文化館企画実行委員会

＜出演＞
■ヒロムジカ
■ＮＰＯ法人ソナーレドルチェ
■小美玉市立玉里小学校合唱部
　 ※コスモス会場のみ

＜出演＞
■ヒロムジカ
■ＮＰＯ法人ソナーレドルチェ
■小美玉市立玉里小学校合唱部
　 ※コスモス会場のみ

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

【整理券配布日】

日（日）１０：００～１１月１３

２０１１年１１月２７日（日）　１３：３０　
小美玉市四季文化館（　　　　　　）
２０１１年１１月２７日（日）　１３：３０　
小美玉市四季文化館（　　　　　　）

受付開始１０月２６日（水）１０：００～  ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６（　　　　　 ）
主催　小美玉市、四季文化館企画実行委員会

【申込み方法】

電話かＦＡＸまたはＥ-Ｍａｉｌで

住所・氏名・電話番号・希望人数を

直接みの～れまでお知らせください。

【申込み方法】

電話かＦＡＸまたはＥ-Ｍａｉｌで

住所・氏名・電話番号・希望人数を

直接みの～れまでお知らせください。

東京室内管弦楽団 演奏会

２０１１年１２月７日（水） 　１４：００
小美玉市小川文化センター（　　　　　　）

小美玉市四季文化館（　　　　　　）

お問い合わせ ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６（　　　　　 ）ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（　　　　　 ）

全席
指定

◇大人 …Ｓ席：３，９００円／Ａ席：３，０００円
　 こども…Ｓ席：２，９００円／　Ａ席：２，０００円
◇全席指定
◇２歳以下入場不可

ユタと不思議な仲間たち
“こころの劇場” 劇団四季ミュージカル

小美玉市四季文化館（　　　　　　）

チケット発売 １０月１５日（土）１０：００～　ＴＥＬ０２９９-４８-４４６６（ 　　　　　　）　

-生きるって、生きているって、なんて素晴らしいこと
なんだろう-
心の底からじんわりあたたかい気持ちが溢れてくる。
『ユタ』 は「目に見えなくても大切な何か」 を思い起こ
させてくれるに違いありません。見ればきっと生きる力が
湧いてくる。ぜひ、ご家族そろってご覧ください。

２０１２年１月２２日（日）１４：００　

３歳～
ＯＫ 『あなたの一番の笑顔をください！！』

みの～れ１０歳記念事業 ムービーチーム企画

チケット発売 １０月１５日（土）１０：００～　ＴＥＬ０２９９-４８-４４６６（ 　　　　　　）　

募集期間：１２月２５日（日）まで

１～６人までの人数で 「こんな小美玉市になったら
いいな」「みの～れで叶えたい夢」をお題に、あなたの
夢を紙に書きます。それを持って最高なスマイルで
撮影してください。この写真は、みの～れ１０歳記念
ムービー製作の際に使用させていただきます。みの～れ
１０歳記念ムービーに、あなたもぜひ写真で出演して
みませんか？

◇ムービーチームでツイッターを始めました！
　 ＠minole_ をぜひフォローしてください！ ◇定員１００名

◇入場無料 
　 ※要事前申込み

◇出演
　 【演奏】浜まゆみ（マリンバ）、森真由美（アルパ）、羽田めぐみ（ピアノ）
　 【リラックス体操】田中美恵子　【読み聞かせ】 郡司眞知子

◇対象 ： マタニティ（妊娠中）の方
　 ※ただし、マタニティ（妊婦）のご家族、お友達など、
　　　マタニティお一人様につき３名様まで同伴可能
　 ※未就学児入場不可

◇全席自由

◇定員１００名

◇入場無料 
　 ※要事前申込み

◇出演
　 【演奏】浜まゆみ（マリンバ）、森真由美（アルパ）、羽田めぐみ（ピアノ）
　 【リラックス体操】田中美恵子　【読み聞かせ】 郡司眞知子

◇対象 ： マタニティ（妊娠中）の方
　 ※ただし、マタニティ（妊婦）のご家族、お友達など、
　　　マタニティお一人様につき３名様まで同伴可能
　 ※未就学児入場不可

◇全席自由

【出演者】

浜まゆみ ジョン中山 畠井伸子 武石千絵子浜まゆみ ジョン中山 畠井伸子 武石千絵子

♬

♩
♪

♬

♩
♪

／

イベント 開演 場所 主催・問い合わせ先 料金

9:00～21:00
（11/5～13日は中断）

最終日15:00

アピオス 水戸工業高等学校　様
大ホール 029-247-5711

アピオス 細井　様
小ホール 0298-33-0631

みの～れ マーガレット音楽教室様
森のホール 0296-77-1833

テーマ別演奏会ミューズからの贈りもの　vol.4 みの～れ 久野　様
課題曲特集 森のホール 090-8340-6006

12月1日～ 木 遊（-You-）歩道 アピオス 小川文化センター（アピオス）
12月21日 水 竹原幼稚園 館内通路 0299-58-0921

12月3日～ 土 陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.28 アピオス 小川文化センター（アピオス）
12月25日 日 大久保真紀ビーズ展 ホワイエ 0299-58-0921

12月4日～ 日 陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ　Vol.54 9:00～21:00 みの～れ 陽だまり隊（みの～れ内）
12月26日 月 陽だまり隊自主企画「みの～れ川柳」 最終日15:00 光のホワイエ 0299-48-4466

みの～れ ジェム・ル・バレエ　様
森のホール 029-224-1296

混声合唱団コール小川25周年記念コンサート アピオス 混声合唱団コール小川 内田　様

～25年、歌い続けてきた思いを春夏秋冬の季節の中で歌います～ 大ホール 090-3249-2798

アピオス さくら保育園　様
大ホール 0299-58-4821

12月10日 土 演劇集団スリーサイズ第13回公演 10日18:00 みの～れ 演劇集団スリーサイズ　様 一般1,500円
12月11日 日 落ち葉プール 11日14:00 風のホール 090-7197-5675 学生1,000円

コスモス みんなのクリスマス実行委員会　様

文化ホール 0299-58-2923

12月4日 日

無料

無料

12月4日 日 バレエ発表会 13:30 無料

11月26日 土 ピアノ・エレクトーン発表会 13:00

無料11月26日 土
水戸工業高等学校
BLUE BEGINNERS 定期演奏会 リクエストBB

13:00

11月27日 日

無料

無料

無料細井・竹澤合同音楽発表会

9:00～17:00 無料

開催日

11月26日 土 13:00

12月10日

15:00

8:30

無料9:00～17:00

無料
(要整理券)

みんなのクリスマス 14:30 無料

14:00

さくら保育園　はっぴょうかい 無料

日

ときめき隊（みの～れ内）
0299-48-4466

～1月21日 土
ときめき美の小径
小塙和世都展～紙絵画と和紙工芸～

みの～れ
館内通路

土

12月11日

そこはムシたちが通う秘密の場所。キリギリスの
“ギッチョン先生”が奏でるジャズ ピアノにのせ
て、ミツバチ“ブン”、てんとうむし“テン”、 妖精
“パック ”の３にんが歌って・踊って・絵本を
楽しんで、クリスマスの雰囲気をたっぷり味わえる
おやこのためのエンターテイメント！
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♪


