小美玉市公共ホール ２３年度下半期ラインナップ
当日 入場 全席
先着 無料 自由

ジャズ街で、ジャズ待ち！

いばらきビッグバンド
ジャズフェスティバル２０１１
昨年の様子

光と風のステージＣｕｅ

森のホールでは県内のビッグバンドが集結
する 「ビッグバンドコンサート」、風のホールでは
ドリンクを飲みながらコンボ演奏が楽しめる
「ジャズカフェ」を開催します！

「Ｃｕｅ」＝「キッカケ」。様々なジャンルの
アーティストと出会う 「キッカケ」を、この
光と風のステージでつくりたい。あなたの
「Ｃｕｅ」、ドリンク片手に探しませんか？

２０１１年１０月２３日（日）
【ジャズカフェ】 １０：４５ （風のホール）
【ビッグバンド】 １３：３０ （森のホール）

年６回 土曜の１９：００に開演

小美玉市四季文化館（

小美玉市四季文化館（
１０月２９日（土）１９：００

）

vol.９ 中島

◇入場無料 （先着順）
◇ジャズカフェ： 年齢制限なし
ビッグバンド ： 未就学児入場不可

お問い合わせ ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６ （
主催 茨城県ほか

共催 小美玉市、小美玉市教育委員会

彩 （ピアノ）

チケット絶賛発売中！

◇今後の公演予定
１２月１７日（土）「Ｏ・Ｍ・Ｂ」（オールディーズ）

主催 小美玉市、四季文化館企画実行委員会

全席
自由

玉里 笛の音楽隊１０ｔｈ 記念コンサート
～ル・ヴァン・ファントーム with１００人リコーダー～
２０１１年１１月６日（日）１４：００

映画サロン 『なつかしの名画座』
有料公演

「ゼロの焦点」
入場料５００円

◇今後の上映予定 （いずれも１４：００上映開始）
１１月２３日（水・祝）「５つの銅貨」
１０月１５日（土）１０：００ ３月１１日（日）「禁じられた遊び」

お問い合わせ ＴＥＬ０２９９-４８-４４６６（
主催 小美玉市、四季文化館企画実行委員会

協力 笛の音楽隊 ピッコロ

ムシたちは ジャズにノッて 飛んでいる ! ?

入場
無料
要電話
- アピオス小劇場ｖｏｌ．０７ - 申込

０歳～
ＯＫ

おやこＤＥジャズ２０１１

全席
自由

- 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
小美玉市四季文化館（

）

◇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

）

◇入場無料
※要入場整理券（先着１８０席）

）

主催 小美玉市、小川文化センター活性化委員会

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

）

主催 小美玉市

全席
自由

小 川 太 鼓・み の り 太 鼓・ 玉 里 創 作 太 鼓 が
一堂に会する、年に１度の和太鼓の祭典！
全身に浴びせられる和太鼓の音たちに圧倒
されること間違いなし！お見逃しなく！

キラキラ夢のステージで、なりきって歌いましょ♪♪

スター☆なりきり歌謡ショー

小美玉発！

第３回

２０１２年２月５日（日）１４：００
◇入場料：１，０００円
◇チケット取扱い場所：
■小美玉市生涯学習センター（コスモス）
■小美玉市小川文化センター（アピオス）
■小美玉市四季文化館（みの～れ）
■おみたまオンラインチケット

チケット発売 １２月３日（土）１０：００～ ＴＥＬ ０２９９-２６-９１１１（コスモス）

ステージに上がるのは一般の方！昭和 ・ 平成
の流行歌をその歌手になりきって、プロバンドの
生演奏で本気で歌っていただきます。今度の
スターはあなた！！あなたもスターの 気分を
味わってみませんか？

全席
指定
３歳～
ＯＫ

【説明会】 ２０１１年１０月７日（金）１９：３０
【公開オーディション】２０１１年１１月２０日（日）１３：００
予定
【本公演】 ２０１２年３月１８日（日）１５：００ 予定
小美玉市小川文化センター（
）

小美玉市生涯学習センター（コスモス）

主催 小美玉市、小美玉市教育委員会

３歳～ 全席
ＯＫ 指定

ユタと不思議な仲間たち

２０１１年１２月２３日（金・祝）
①１１：００ ②１４：００

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

）

企画制作 「なつかしの名画座」企画実行委員会

“こころの劇場” 劇団四季ミュージカル

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！

昨年の様子

）

【チケット発売日】

主催 小美玉市、小美玉市教育委員会

おみたま和太鼓フェスタ２０１２

要

◇入場無料 ※要整理券（お一人様２枚まで、TEL予約可）
◇定員１５０名

チケット発売中！
！ ＴＥＬ ０２９９-２６-９１１１（コスモス）

小美玉の和太鼓３団体による和太鼓の祭典

全席
自由

子どもの頃見た映画、青春まっただ中で見た映画。 整理券
あの頃の風景の中に夢中で遊んだひとコマに戻って、
楽しんで見ませんか？上映終了後には、あのとき、
あのころの思い出話、映画の裏話に花を咲かせる
「映画サロン」も開催中です。

小美玉市四季文化館（
１月１５日（日）１４：００

◇チケット取扱い場所：
■小美玉市生涯学習センター（コスモス）
■小美玉市小川文化センター（アピオス）
■小美玉市四季文化館（みの～れ）
■おみたまオンラインチケット

小美玉市小川文化センター（

）

企画制作 光と風のステージＣｕｅプロジェクト 協賛 コントレ

昭和３０～４０年代の名作映画を上映！みの～れオススメ企画

小美玉市生涯学習センター（コスモス）
◇入場料：１，０００円
※乳幼児入場可
※４歳未満無料。
ただし、座席を必要とする場合は有料

）

◇１，０００円（1ドリンク付・全席自由）
◇定員９０名 ※ただし、出演者によっては変更あり

お問い合わせ ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６ （

）

後援 茨城ビッグバンドジャズ連盟

１０年間の想いをのせて…

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

ｼﾘｰｽﾞ 全席
企画 自由
小 １ 1drink
以上 付

土曜の夜、のんび りライブ楽しみませんか？

【出場者募集締切】

１１月１日（火）

◇入場料 ： 大人１，０００円／高校生以下 ５００円
◇２歳以下入場不可
◇審査委員長 ： 花岡優平 （作詞・作曲家）

チケット発売 １月２１日（土）１０：００～ ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（
主催 小美玉市、小川文化センター活性化委員会

製作協力 花岡優平音楽事務所

）

