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9/19（土）

時間▶11:00〜,13:30〜、15:00〜
場所▶イベントひろば

イベントガイド

さとう一声と
夏川あざみの
コラボ演歌ライブ

9/19(土)～23(水)

9/20（日）

時間▶11:00〜、13:00〜、15:00〜
場所▶イベントひろば

大道芸マコトくん

IBSのDJ
「さとう一声」
の心地よい司会と、
そ・ら・ら初お目見えの演歌歌手
「夏川
あざみ」
とのコラボをお楽しみください!

そ・ら・らに来るたびに進化するパフォー
マンスでハラハラ、
ドキドキの連続です！

9/21（月・祝）

時間▶11:00〜,13:00〜,15:00〜
場所▶イベントひろば

長須与佳の尺八と琵琶

日本の伝統楽器である尺八や琵琶の音色
を秋風にのせてお届けします。
小雨決行

9月の
テーマ

※空のえき そ・ら・らの記録のた
めに、イベントの様子をスタッフ
が撮影します。ホームページや
フェイスブック、市の発行物などに
掲載する場合があります。
イベント
は天候その他の状況により、中止
や変更になる場合があります。
イベントは原則として無料です。

9/22（火・祝）

時間▶11:00〜,13:00〜,15:00〜
場所▶イベントひろば

中国雑技京劇団

人間の体の限界を超えた技で皆様を魅了
します。

第8回 円にち

9
月6日(日)
『お月見』

9/22（火・祝）時間▶10:00〜,12:00〜,14:00〜
9/23（水・祝）時間▶11:00〜,13:00〜,15:00〜
場所▶イベントひろば

サウンドマシーン

10種の楽器を背負い、20種類以上のサウ
ンドを操るエネルギッシュなパフォーマン
スをお楽しみください。

円にち屋台∞メニュー
無限大

今までの円にちオリジナルメニュー例です。

10:00〜15:00

「円にち そ・ら・ら食彩まつり」
では、
そ・ら・らの各店舗が、
そ・ら・
らの建物の形（∞無限大）
をイメージしたオリジナルメニューを
販売しています。
また、子どもから大人まで楽しめる体験型の遊
びも充実し、縁日のお祭のような楽しい一日が過ごせます。

円にち出店者大募集！
！

出店申込みなど詳細については、
右記のQRコードか、そ・ら・らホー
ムページをご覧ください。

※上記以外の9月に行われるイベントの一覧表が裏面にございます▶▶▶▶▶

開催場所は下記のそ・ら・ら施設MAPをご覧ください。
下記以外のイベントは表面に表記してあります。追加
イベントがある場合は、
そ・ら・らホームページ・フェイ
9月1日(火)〜30日(水) スブックにてお知らせします。

そ
・
ら
・
ら 9月号
News
開催日

場所

時間

イベント名

9/5(土) ❷ 11:00、13:30、15:00 Towaライブ

常総市出身のシンガーソング
ライター。都内のライヴハウスや
ラジオ、市のイベントなどに出演。

9/6(日) ❷ 11:00、13:00、15:00 大道芸人ちゃむらい

バランス芸やファイヤー
ジャグリングなど、ハラハラ
ドキドキのスゴ技がいっぱい!

❷ 11:00、13:30、15:00 パフォーマンス
❷

Jasmine Bellydance Studio 2014年「みと全国ダンスコンペティ
ション」
オールジャンル部門にて
ベリーダンスショー
3位、県内各地のイベントで活躍。

12:00〜

藤枝建夫 昭和歌謡を 5月6日に全国発売した新曲の
「夢酒場」
に続いて、懐かしい昭和の
メドレーでつづる
青春歌謡をメドレーで歌います。

9/13(日) ❷ 11:00、14:00

9/26(土) ❷ 11:00、14:00 ミニバンド日本の歌

懐かしのメロディを、生バンドで、
お楽しみください。
創作フラダンスも披露。

川名咲子&コスモス 茨城新聞社杯カラオケ大会優勝、
アピオス「小美玉発!スターなりきり
ミニコンサート
歌謡ショー」第1回大会優勝。

9/27(日) ❷ 11:00、13:00

9/26（土）

2015年8月から 参加費▶500円
体験教室の予約受付開始

日時▶毎週土曜日13:00〜
（1時間程度）
内容▶バター作り他
対象▶小学生

2015年9月〜2016年1月まで（計5回）
特別体験教室の予約受付開始
参加費▶1,000円

日時▶毎月第2水曜日13:00〜（2時間程度）
内容▶ヨーグルト又は乳製品を使用した体験教室
※酪農が盛んな小美玉市の生乳の魅力について
酪農家さんのお話しが聞けます。
詳しい内容についてはお問い合わせください。
体験教室のお問合せ先▶TEL.0299-56-6991

時間▶17：00〜20:00
（16:45乾杯予定）
場所▶そ・ら・ら全体

期間限定!! チャレンジショップからのお知らせ！

そ ら

自然派カフェ Ano

夜空コン
夜空の下、空のえきそ･ら･らと茨城空港をめぐり
ながら200×200人のロマンチックな出会いを♥
会場▶空のえきそ･ら･ら、茨城空港
〜参加には事前申込みが必要です〜
参加料金▶男性 5500円／女性 4500円
※小美玉市民は500円割引
参加資格▶20歳以上の独身者・同性2人以上で申込むこと
申込方法▶「MITOコン」サイトよりネットでの申込み
お問合せ▶TEL.0299-48-1111（小美玉市空港対策課）
HP▶http://city.omitama.lg.jp/8154.html/

9/5（土）、19（土）

戦後70年〜102歳からの
メッセージ〜

9/27

女の朝ヨガ・男の朝ヨガinそ・ら・ら

ヨガ・朝食ともに男女それぞれにあわせたプロ
グラムです。※雨天中止
参加費▶1,500円（朝食付き）
持ち物▶ヨガマット、
タオル、飲み物
お問合せ・お申込先▶TEL.0299-48-1111
（小美玉市役所スポーツ振興課）※要申込
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各ICから空のえき そ・ら・らまでのルート

茨城空港
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・小美玉産
朝採りとうもろこし!
・品種「未来」の天然の甘み
・採れたてを加工

茨城町

東関東
自動車道
水戸線

小美玉
市役所

6

Farmerʼs Cafe ふるふる
●とうもろこしプリン

アクセスMAP

千代田
石岡IC
ステージ

❼
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11
●

至水戸市内

友部JCT

線
常磐
ＪＲ

❼直売所
❽物産館
❾チャレンジショップ
❿ヨーグルトハウス
11 ウェルカムセンター
12 ふれあい牧場

●しそジュース、
しそソーダ

・体に優しい・無着色・夏の疲れにどうぞ

●冷やし甘酒もあります!

現在102歳になる方の、大正
から平成に至る貧しさと豊か
さ、そして戦争体験などの、
貴重なお話です。
北関東自動車道

開催場所は、下記のMAPをご確認下さい。

・小美玉産ブルーベリー使用
・疲れた体にパインのビタミンB1
・甘くてさっぱりしてておいしい♪

・茨城県産の小麦粉使用
・地元農家の野菜たっぷり
・自家製蒸し鶏!

空のえき そ・ら・ら 施設MAP
❶太陽のひろば
❷イベントひろば
❸マルシェひろば
❹そ・ら・らホールA
❺そ・ら・らホールB
❻レストランそ・ら・ら

●Anoオリジナルドリンク パインベリー

時間▶8:00〜
（日）場所▶太陽のひろば

時間▶12:00，14:00
場所▶そ・ら・らホールB

主催 こぶけやきの会

乳製品
加工施設

ヨーグルトハウス
体験教室情報

「大道芸コロシアム」優勝の切れ味
抜群のディアボロの技術と、思わず
笑ってしまう小ネタで魅了します！

たっきんの大道芸

9/12(土)

●そ・ら・ら オススメ情報●

●そ・ら・らからのお知らせ●
（9/27・10/25予定）
毎月末の日曜は…

空のえき そ・ら・ら

掃除の日
そ・ら・らが好きな方なら誰でも歓迎！

集合場所▶トイレ入り口前
掃除時間▶7:30〜8:30
Tel.0299-56-5677

当日
参加可

