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なんだか無性に…劇団四季の「マンマ・ミーア！」を観たくなり、電通四季劇場「海」に行ってきました！ＡＢＢＡの曲にのせて、躍動感があふれる歌や
ダンスが展開されていきます。それに、照明や音響もスゴイ！！私の場合は、ついついテクニカル的な部分に目がいってしまうクセがあり、ピンスポット
の動きなどに注目して観てしまいます。ぜひご覧になっていただきたいミュージカルです。元気がでますよ！< みのンぱ編集局　酒井和美 >
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“ムチャぶり”を乗り越え続ける４時間！？
元祖「はじめてのおつかい」 のイメージ
を再現！？ いや超えちゃいます。
はじめてのムチャぶりおつかい？？
それは、お金を稼いで、買い物をして。
そして ・ ・ ・ !?

いろんな道具や交渉術を駆使して
チームワークで 「ムチャなおつかい」
をクリアしよう ! !
ムチャぶりを乗り越えることで、
自然に仲間が増えるハズ !!

「国際協力篇」｢ガザ危機編｣「ヒロシマ編」
など、世界の紛争や災害が起きた地域
や国内で、 現役医師が出会った人々
の輝きをオリジナルの音楽と映像で
伝えるステージ。

未来を担う子どもたちに、 できるだけ
近くで 「地球のステージ」 に参加でき
るチャンスを作ってあげたいと思い、
立ち上がった実行委員会主催による
5 回目の公演。

◇対 　象　16 歳～30代程度
　　　　　　　※高校生を含む
◇定　 員　30名程度
◇参加費　無料

はじめてのムチャぶりおつかい

イベント 開演 場所 主催・問い合わせ先 料金

生涯学習講演会　-人生気合だ！- コスモス 生涯学習センター（コスモス）
講師：アニマル浜口 文化ホール 0299-26-9111

コスモス 郷土民謡協会　様
文化ホール 石﨑様　090-3593-0882

月 アピオス 小川文化センター（アピオス）
祝 大ホール 0299-58-0921

陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ vol.45 9:00～21:00 みの～れ 四季文化館（みの～れ）
貝塚勇　建築作品展 最終日15:00 光のホワイエ 0299-48-4466

ときめき美の小径 9:00～21:00 みの～れ ときめき隊（みの～れ内）
企画展「光と風」 最終日15:00 館内通路 0299-48-4466

陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.19 9:00～17:30 アピオス 陽だまり隊（アピオス内）
坂俊治(陶芸),ｱﾄﾘｴ遊(ｸﾚｲｸﾗﾌﾄ),ﾃｨﾝｸ(ﾋﾞｰｽﾞ) ｺﾗﾎﾞ展
展

最終日15:00 ホワイエ 0299-58-0921

コスモス 小美玉市民の日実行委員会
文化ホール 市秘書広聴課48-1111内線1202

3月28日～ 月 ときめき美の小径 9:00～21:00 みの～れ ときめき隊（みの～れ内）
5月29日 日 企画展「光と風」継続展 最終日15:00 館内通路 0299-48-4466

3月28日～ 月 ときめき美の小径 9:00～21:00 みの～れ ときめき隊（みの～れ内）
5月29日 日 風景画展 最終日15:00 館内通路 0299-48-4466

4月1日～ 金 陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.20 9:00～17:30 アピオス 陽だまり隊（アピオス内）
4月30日 土 墨遊会＆国府墨絵同好会 最終日15:00 ホワイエ 0299-58-0921

四季の里芝生広場 四季文化館（みの～れ）
みの～れ全館 0299-48-4466

13:00 アピオス フォルテヌ音楽教室　様
予定 小ホール 090-5824-7367

4月4日～ 月 陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ vol.46 9:00～21:00 みの～れ 四季文化館（みの～れ）
4月30日 土 紙をたのしむ展 最終日12:00 光のホワイエ 0299-48-4466

みの～れ 安達かおりピアノ教室　様
森のホール 029-831-6883

みの～れ サン企画コンサート事務局　様
森のホール 03-6809-1056

光と風のステージＣｕｅ　vol.7 みの～れ 四季文化館（みの～れ） 1ドリンク付
中島 彩～音の薫り・風の彩りコンサート～ 風のホール 0299-48-4466 1,000円

みの～れ みのり太鼓事務局　様 大人2,000円
森のホール 090-8315-3233 子ども1,500円
みの～れ 山崎　様

森のホール 0296-77-8692

金 アピオス 小川新舞踊連合会　猿田　様

祝 小ホール 0299-58-4315

みの～れ 吉田　様
森のホール 0299-46-0917

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

4月30日 土 吉田ピアノ教室発表会 13:00

日

土

19:00

14:00

千 昌夫　特別公演

小美玉さくらフェスティバル２０１１

日

みのり太鼓２０周年公演

ピアノ教室発表会

ピアノ発表会

音ゆう会ピアノの発表会 13:30

10:00新春舞踊発表会

3月27日 日

開催日

無料

日 10:00

15:00

9:00

第２回小美玉発！
スター☆なりきり歌謡ショー

小美玉市民の日記念式典

4月29日

4月17日

4月16日

4月24日

4月15日

無料

無料

無料

9:30～15:30 無料

4月10日

4月3日

4月2日

日

14:00 無料

日

S席 4,800円

13:30

12:30金

土

郷土民謡協会茨城連合会県南支部民謡大会

無料

～3月27日 日

3月19日 土

3月20日

3月21日

～3月26日 土

日～3月27日

３月中旬～４月末の催し

発売中

2/27発売

発売中

完売しました

小美玉市四季文化館（　　　　　　）

２０１１年５月２１日（土） 　 １８：００

◇出演　桑山紀彦
　　　　　  ・ ＮＰＯ法人 地球のステージ代表理事
　　　　　　 ・ 精神科医師

◇大人　　　　　1,000 円
　 高校生以下　 500 円
◇全席自由 （未就学児入場不可）

小美玉市四季文化館（　　　　　　）

小村寛都 木村 麗

野手彩夏 宮田和子

Ｍｙｕは宝物。これからも
大好きなＭｙｕを続けて
いきたいです。４月の
公演、ぜひ観に来てくだ
さい！

私にとって、言葉では
言いあらわせないくらい
大切な存在のＭｙｕ。
全員で精一杯がんばり
ます！

Ｍｙｕは、私自身を育てて
くれる場所。誰だって
ヒーローになれるのだ！
ということを伝えたい
です。

Ｍｙｕは私のオアシス。
みなさんに楽しんでもら
えるように、さらにレベル
アップしていきたいと思い
ます。

みの～れ住民劇団「演劇ファミリーＭｙｕ」新作オリジナルミュージカル

ヒーロー-時が経っても
　  色褪せない-

REPORT

「ヒーロー」稽古取材
小１～７０代までキャスト・スタッフ総勢８０人の“大家族”

みの～れ住民劇団「演劇ファミリーＭｙｕ」

さん さん

さん さん

ダンスシーンも見どころの一つ 森を守る子どもたち森を守る子どもたちダンスシーンも見どころの一つ

みんな気持ちを一つに - 歌唱指導 -みんな気持ちを一つに - 歌唱指導 - 舞台美術を製作する“ささえる集団”Ｍｙｕマザーズ

「稽古のたびに課題があり、それを解決していける事が

楽しいです。たくさんの時間を費やしてがんばって稽古

しているので、フィナーレの時にはきっと感動すると思い

ます。そして、また次もやってみたいと思う自分になりたい

です」。今回初めて参加している高校１年生からこんな

言葉を頂きました。本当に前向きに楽しんで稽古して

いて、充実していることが伺われます。

取材時にちょうど、オリジナルのテーマソング「ヒーロー」

（作詞・作曲 新井良和さん）が発表になりました。初めて

全員で歌った後、メンバーたちは、「歌って感動した」と

語ってくれました。

Ｍｙｕ新作オリジナルミュージカル「ヒーロー」。

本当に､今から楽しみでなりません。

< みのンぱ編集局　貝塚 勇 >舞台美術を製作する“ささえる集団”Ｍｙｕマザーズ

①１１:００開演
②１３:４５開演４月２日土

（３歳から入場可）

（小学１年から入場可）

四季文化館（　　　　　 ）
入場無料（要入場整理券：みの～れで配布中）

入場整理券は電話予約も可能です。
 ０２９９-４８-４４６６（みの～れ）
※みの～れ・アピオス・コスモスで受け取りできます。
※両公演とも親子席８組分の入場整理券を配布
　 します。

時代と共に人も景色も変わっていく…
でも、どんなに時が経っても、
色褪せないものがある。 
ある街に住む、平和を守るヒーローに憧れる
少年。まっすぐな正義感でどんな困難にも
正直に立ち向かう少年が見たものは…？
秘密基地、森林伐採、揺れる想いと迫る別れ。
夢と現実と…容赦なく進むべく時代の流れの
中で、本当に守るべきものは何なのか…
森の精が託していくものとは…

■あらすじ


