
◆このスケジュールは2016年5月31日に作成したものです。森のホール及び風のホールのみ記載しています。

◆㋠＝みの～れ窓口にてチケットまたは整理券の取扱い有 ◆【自由】＝自由席【指定】＝指定席 ◆網掛けは、みの～れ主催事業

◆駐車場混雑予想 ○＝余裕があります（入場予定が100名以下）、△＝多少混雑が予想されます（入場予定が300名未満）

×＝混雑が予想されます（入場予定が300名以上）

風のﾎｰﾙ

第10回小美玉市文化協会祭
無料

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ○

合唱（エーデルワイス・混声やまばと）

9:00～
17:00

風のﾎｰﾙ

第10回小美玉市文化協会祭
無料

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ○

12 日

15 水

18 土

13 月

17 金

5 日

6 月

10:00
～17:00

風のﾎｰﾙ
クラシックカメラ

を楽しむ会

風のﾎｰﾙ

石岡モノクロ写真会

クラシックカメラ

を楽しむ会

2016 年 6 月 みの～れ月間スケジュール

開催日 開演 場所 イベント名 料金等

10:00
～17:00

主催･問い合わせ 駐車場
混雑予想

写真展「モノクロ３人展」 無料 石岡モノクロ写真会 ○
風のﾎｰﾙ2 木

○

○

写真展「モノクロ３人展」 無料 石岡モノクロ写真会 ○

クラシックカメラを楽しむ会　写真展 無料
クラシックカメラ

を楽しむ会

○

写真展「モノクロ３人展」 無料

写真展「モノクロ３人展」 無料 石岡モノクロ写真会 ○

石岡モノクロ写真会 ○

クラシックカメラを楽しむ会　写真展 無料

10:00
～17:00

クラシックカメラを楽しむ会　写真展 無料 ○

○

10:00
～15:00

写真展「モノクロ３人展」 無料 ○

クラシックカメラを楽しむ会　写真展 無料

7 火
10:00

～15:00
風のﾎｰﾙ クラシックカメラを楽しむ会　写真展 無料

クラシックカメラ
○

を楽しむ会

11 土 森のﾎｰﾙ 吹奏楽の練習

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ○

10 金 17:40 森のﾎｰﾙ
NHKラジオ番組

当選者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466 ×

8 水 19:30 風のﾎｰﾙ 芸術展実行委員会 関係者

「ふるさと自慢うた自慢」公開録音

△

ダンスフィットネス 関係者 ○

関係者 美野里中学校吹奏楽部 ○

森のﾎｰﾙ ぴあの発表会 無料 フォルテ学院

BOKWAⓇDANCE

フィットネス

○

ジャズダンスの練習 関係者 ○

ＴＡＣおよび営農経済担当者研修会 関係者

ＩＫＵバレエスタジオ

風のﾎｰﾙ
全国農業協同組合連合会

茨城県本部

○

×18:30 森のﾎｰﾙ アナ・ヴィドヴィチ　ギターリサイタル
㋠全席指定

4,000円

ギター文化館

四季文化館(みの～れ)

書道・俳句・生花・水彩画

石仏・パンの花・水墨画

第10回小美玉市文化協会祭
13:00 森のﾎｰﾙ 無料

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

小川三曲同好会・玉里ギターフレンズ

9:00～
17:00

書道・俳句・生花・水彩画

石仏・パンの花・水墨画

3 金
10:00

～17:00
風のﾎｰﾙ

クラシックカメラ

を楽しむ会

4 土
10:00

～17:00
風のﾎｰﾙ

クラシックカメラ

を楽しむ会

クラシックカメラを楽しむ会　写真展 無料

小美玉市四季文化館(みの～れ) 
℡0299-48-4466/FAX0299-48-4467 
http://minole.city.omitama.lg.jp/ 



開催日 開演 場所 イベント名 料金等 主催･問い合わせ
駐車場
混雑予想

【ときめき美の小径・陽だまり横丁】

6月2日～6月27日
9:00～21:00 みの～れ

ホワイエ
陽だまり横丁

最終日13:30 『髙橋協子　民話の世界』

9:00～21:00

30 木

19 日

茨城セキスイハイム㈱ ×

20 月

22 水

25 土

26 日

28 火

森のﾎｰﾙ 歌唱指導 関係者 音楽教育研究部 △

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ○

森のﾎｰﾙ 関係者 日本道路㈱ △安全大会

森のﾎｰﾙ ピアノ発表会 無料 木口・熊谷ピアノ教室 ○

森のﾎｰﾙ 茨城セキスイハイム第28回安全大会

書道・俳句・生花・水彩画

10:00 森のﾎｰﾙ 無料
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466 ○
第10回小美玉市文化協会祭

書道・俳句・生花・水彩画

石仏・パンの花・水墨画

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ×

13:00 森のﾎｰﾙ 第１０回音ゆう会ジョイントコンサート 無料 音ゆう会ピアノ教室 ○

13:00

6月1日～７月下旬
みの～れ
ホワイエ

ときめき美の小径 小径4

『小美玉の生物展』

みの～れ自主事業のご案内

開催日 時間 場所 イベント名

9:00～
15:30

風のﾎｰﾙ 無料

関係者

石仏・パンの花・水墨画

第10回小美玉市文化協会祭

13:40 森のﾎｰﾙ 小学校芸術鑑賞会「TAP DO！」 関係者

平成28年6月2日（水）～27日（月）※14日休み 

9：00～21：00（最終日13：30まで） 

高橋協子 作陶展 

民話の世界 
協子プロデュース「民話を聞こう」 

３人の語り手による人気の民話お話会 
６月１２日（日） 1部14:00 2部16:00(入れ替え制) 

入場料1,000円（1ドリンク付） 

ことぶきゆめこ 

 歌って踊れる 

陶芸家 

ゆうくんとマットさん 

大内真智 

小林祐介による 

絵本読み聞かせ 

ユニット 

エンターテイメント集団 

OMT-JAPAN 
---自主公演--- 

 

 

６月１９日 １４：００～ 

 

小川文化センター アピオス 

 

オニツカサリー 
～スペシャル・サマー・ライブ～ 

７月９日（土）風のホール 

開場：18：30～ 開演：19：00～ 

チケット：1,000円（1ドリンク付） 

チケット発売中！！ 


