
第１０７号
Ｊｕｎｅ．２０１７

CHECK！！

雑 

記

チケ　ト＆申し込みインフォメーションッ

編集：みのンぱ編集局　　発行：小美玉市生活文化課　　発行日：平成２９年６月２２日
〒３１９-０１３２　茨城県小美玉市部室１０６９（四季文化館みの～れ内）　ＴＥＬ：０２９９-４８-４４６６／ＦＡＸ：０２９９-４８-４４６７

今年から小美玉市役所に入庁し、小川文化センターアピオスに配属となりました小久保です。アピオスに来て、窓口
に来てくださるお客様はじめ、たくさんの市民ボランティアの方々の笑顔に元気付けられています。早く皆様のお役
に立てるようにがんばります！＜小川文化センターアピオス 小久保 未望（こくぼ ひでみ）＞

※営利目的でなくどなたでも入場可能で「文化芸術イベント情報掲載申込書」にて申込みをした催しのみ掲載しております。
※このスケジュールは２０１７年６月７日に作成したものです。２０１７年８月の催し

よしもとお笑いまつりｉｎ小美玉

◇出演予定：

　 ＣＯＷＣＯＷ、　平成ノブシコブシ、

　 とろサーモン、シソンヌ、 おかず

　 クラブ、横澤夏子、オスペンギン

◇料金 ： 前売 ３，５００円

　　　　     当日 ４，０００円

◇全席指定、５歳以上有料・

　　４歳以下は膝上のみ無料

　 ※お席が必要な場合は有料

◇主催：

 　吉本興業株式会社、小美玉市

２０１７年８月２０日　（日）   １９：３０

チケット残りわずか！
 ０２９９-５８-０９２１（　　    　　　）

アピオス小劇場ｖｏｌ.３２　 ｔｅａｍ；ここからプロデュース

今宵貴方と“アピオスで ”
２０１７年９月３日　（日）   　①１４：００　②１８：００

チケット絶賛発売中！
 ０２９９-５８-０９２１（　　    　　　）

◇出演：

　 柴田晶子（口笛）、松田光弘（ピアノ）、

　 ＫＡＫＵＥＩ（パーカッション＆パチカ )、

　 多ヶ谷樹　（バイオリン）　ほか

◇料金： ２，０００円

　　　　　　（１ドリンク ・ 菓子付）

◇全席指定

◇主催：

　 小美玉市、小川文化センター

   活性化委員会、ｔｅａｍ；ここから

　

小川文化センター 大ホール 小川文化センター 小ホール

お問い合わせ　０２９９-４８-４４６６ （　　    　　　）

画像

１５歳記念缶バッジ作製
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１２月３日（日） 時間未定

住民楽団ジョリーフォレスト
ジャズオーケストラによる
自主ライブ開催！

イベント 開演 場所 主催・問い合わせ先 料金

7月15日 土
ハンドメイド雑貨市
LaBreeze（かぜのいち）Vｏｌ．16

10:30～16:00
みの～れ

風のホール
㈱手　手作り雑貨ＰＵＬＬ　様

0299-59-0025
無料

7月22日～
　　8月5日

土
土

「戦争と平和」写真展 9:00～21:00
みの～れ
ホワイエ

石岡平和の会　植田 金雄 様
0299-26-1823

無料

 8月1日～
    9月30日

火
土

ときめき美の小径
いもこじ会水彩画第2回展

9:00～21:00
みの～れ
館内通路

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

 8月1日～
    8月31日

火
木

遊（-You-）歩道
すずらん保育園

9:00～17:00
アピオス

館内通路
小川文化センター(アピオス）

0299-58-0921
無料

8月5日 土 14:00

8月6日 日 14:00

8月5日 土
ときめき隊プレゼンツ とくべつ夏休み企画
「つくってあそぼう！竹の水鉄砲！！」

14:00
みの～れ
風の広場

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

8月5日 土 みの～れ野外映画2017 19:30
みの～れ
風の広場

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

8月6日 日 ビッグバンドクリニック交流演奏会 13:10
アピオス
大ホール

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

 8月2日～
    8月15日

水
火

陽だまり広場 vol.5
エコクラフトのなかまたち

9:00～17:00
最終日～15:00

アピオス
ロビー

小川文化センター（アピオス）
0299-58-0921

無料

 8月2日～
　　8月31日

水
木

陽だまり横丁 in みの～れ vol.115

デコナップ雑貨展
9:00～21:00

最終日～13:00
みの～れ
ホワイエ

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

 8月17日～
    8月30日

木
水

陽だまり広場 vol.6
みのり手芸クラブ　サマーニット・押し花展
フラワーアレンジメント薔薇の会 プリザーブドフラワー展

9:00～17:00
アピオス
ロビー

小川文化センター（アピオス）
0299-58-0921

無料

8月11日
金
祝

第25回いばらきハワイアン倶楽部定期コンサート 13:00～17:00
みの～れ

森のホール
いばらきハワイアン倶楽部

飯岡邦彦　様　029-306-8750
無料

8月12日 土 和太鼓体験ワークショップ　第一弾 10:00～12:00
みの～れ
風の広場

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

500円

8月19日 土 JAM  FES 12:00
アピオス
小ホール

ダンススタジオHOOD JAM　中村健太  様

090-6161-0298
無料

 8月19日～
    8月27日

土
日

第14回みの～れ芸術展
～小美玉市にゆかりのある芸術家たち～

9:00～21:00
最終日～15:00

みの～れ
風のホール

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

8月20日 日 よしもとお笑いまつり ｉｎ 小美玉 19:30
アピオス
大ホール

小川文化センター(アピオス）
0299-58-0921

前売3,500円
当日4,000円

開催日

演劇Crew Cosmo's
宮沢賢治作「銀河鉄道の夜」

コスモス
文化ホール

生涯学習センター（コスモス）
0299-26-9111

無料

６月２５日（日） 整理券配布

受付中

チケット発売中

受付中

一期一えん
（いちごいちえん）

創作和太鼓集団
「みのり太鼓」による公演決定！

みのり太鼓 和太鼓演奏会

１１月２６日（日） 時間未定

まんまるムーン

１０月７日（土）　１８：００
１０月８日（日） １４：００

演劇ファミリーＭｙｕ
みの～れ１５歳記念

オリジナルミュージカル

◇入場無料（要整理券）

みの～れ１５歳記念事業、始動！

６月３０日（金） １０時～整理券配布

演劇ファミリーＭｙｕ
「Ｃｏｌｏｒｆｕｌ Ｓｈｉｎｅ Ｔｈｅａｔｅｒ」

オリジナルミュージカル

Ｔｗｉｎｋｌｅ☆Ｔｗｉｎｋｌｅ
～ゆめさがしの大冒険！～

７月１日（土） 
①１３：３０ ②１８：３０

７月２日（日）
③１３：３０ ④１７：００

チケット発売中 ※①③公演はキャンセル待ち

今年１１月３日

みの～れは

今年１１月３日

みの～れは

１５歳 に
なります！

１５歳 に
なります！

１２月１７日（日） 『Ｍｉｎｏｌｅ Ｌｉｆｅのすすめ』
記念誌発行

みの～れに関わった１２０人の
熱い想いを綴ったコラムを
記念誌として年内発行予定！

速報

バッジをつけた公演スタッフが
記念事業の各公演で
お待ちしております

公演詳細は後日お知らせします

◇入場無料（要整理券）

公演詳細は後日お知らせします

みの～れ１５歳
記念パーティー
開催決定！

１５歳記念事業実行委員
　＆ みの～れスタッフ

▼

ｄｅｓｉｇｎｅｄ ｂｙ
“ａｒｔ ｍｉｎｏｌｅ”


