小美玉市公共ホール ２７年度上半期ラインナップ
プレミアム劇場 vol.２

井上ゆかり
トリオジャズコンサート
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２０１５年５月１６日（土）１５：００
小美玉市四季文化館
◇料金：２,５００円
◇全席自由

チケット絶賛発売中！
！ ☎ ０２９９-４８-４４６６
主催：かきねのない音楽会実行委員会、四季文化館企画実行委員会

演劇ファミリーＭｙｕ
オリジナルミュージカル

Minole
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～天の川にかける願い～

Minole
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七色の歌声を持つシン
ガーソングライターの
“Ｍａｒｉｅ”さん。
情景を
描くように曲をつくり、
極上の歌声で奏でます。
心に響く音楽を聴きな
がら、
プレミアムな時間
をあなたにお届けしま
す。

数多くのミュージシャン
と共 演 されている今
話題のピアニスト、井上
ゆかりさん。
今回はベー
スの加藤真一氏 、
フル
ートの 井 上 信 平 氏と
ともに 、トリオジャズ
コンサートをお送りし
ます！

光と風のステージ

「ＣＵＥ」
それは
「キッカケ」
。
土曜の夜にみの〜れに
はさまざまなジャンル
のアーティストと出会う
「キッカケ」が夜の星の
ようにキラキラとちりばめ
られています。あなたの
「ＣＵＥ」
、
ドリンク片手に
探してみませんか？

２０１５年５月１７日（日） １６：００
小美玉市小川文化センター
◇ プレミアム 席：２,５００円（指定席２４席限定 *珈琲・菓子付）
ちょこっとプレミアム席：１,８００円（指定席２０席限定 *珈琲無料券付）
一 般 席：１,５００円（自由席）
◇ 未就学児入場不可

チケット絶賛発売中！！ ☎０２９９-５８-０９２１
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 企画制作：team;ここから

２０１５年５月３０日（土） 「星野由美子」
２０１５年８月１日（土） 「本田雅人」

小美玉市四季文化館
◇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 ☎ ０２９９-４８-４４６６
主催：小美玉市、四季文化館企画実行委員会 企画制作：光と風のステージＣＵＥプロジェクト

宝くじ文化公演
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＆
ミュージカル体験
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ワークショップ

クラシックバレエ・
ハイライト

人間界と宇宙を繋ぐノー
ザンクローズに住む星の
精、
“トゥインクル ”。トゥ
インクル見習い中のアル
タとベッカが人間界で起
こす驚きと感動のストー
リー。
年に一度逢える織姫
と彦星と一緒に、
あなた
の願いもきっと叶う。

アニー やＣＡＴＳなど
など、
誰もが一度は聞い
た事があるミュージカル
作品の一部を体験でき
るミュージカル体験です。
ワークショップ最終日に
は、
体験してみた成果を
並べてみる発表会も行
います。

名門バレエ団「サンクト
ペテルブルグ・シティ・
バレエ」と「ミハイロフ
スキー劇場バレエ」の
トップソリストたちが
贈る夢の舞台。子どもも
大人も楽しめる真夏の
バレエ・コンサートを
お楽しみに！

２０１５年７月５日（日） ①１３：３０②１８：００

① ７/１２ （日） ②７/１８（土） ③７/２５（土） ④ ８/２ （日）
⑤８/８ （土） ⑥８/２２（土）リハ ⑦ ８/２３（日） ※最終日発表会

２０１５年７月２４日（金） １９：００

小美玉市四季文化館

◇一般 ３，０００円／高校生以下 １，５００円
◇全席指定 ◇３歳以下入場不可
宝くじの助成により、
◇託児室 （有料３００円／人・要予約） 特別料金となっています。

小美玉市四季文化館
◇①３歳児未満入場不可②未就学児入場不可
◇入場無料 （要入場整理券）
◇託児室 （有料３００円／人 ・ 要事前予約）

Ｐｈｏｔｏ： ＫａｚｕｋｏＹｏｓｈｉｚｕｍｉ

◇小学１年生以上 ※４０名
◇３，０００円

小美玉市四季文化館

５月３日（日）１０時～受付開始！！ ☎ ０２９９-４８-４４６６

お問い合わせ ☎ ０２９９-４８-４４６６

５月１６日（土）１０時～チケット発売！！☎ ０２９９-４８-４４６６

主催：みの～れ住民劇団「演劇ファミリーＭｙｕ」

主催：小美玉市、四季文化館企画実行委員会

主催：小美玉市、茨城県、（財）自治総合センター

アピオス小劇場 vol.２６

演劇 Ｃｒｅｗ Ｃｏｓｍｏ’ｓ

Cosmos

不思議の国の

アリス

今宵 貴方と

音楽散歩

Apios

３

part.
演劇Ｃｒｅｗ Ｃｏｓｍｏʼｓ
は、生涯学習センター
コスモスを活動の場と
して、
年１回の定期公演
を開催しています。
現在
は演劇ワークショップ
を実施中。
今年８月の
公演にＷＳ参加者が
出演するかも！？

△「不思議の国のアリス」公演の様子
▲「不思議の国のアリス」公演の様子

アピオスでは毎回大好
評 のステ キ な 音 楽 が
聴ける純喫 茶「いつも
の場 所で」
。
しかし、
実は
それは昼の顔。
夜は
「マダ
ム京子の館」に変身。
店
内はとっても妖しげ…。
そんな雰囲気に酔いたい
方はぜひ夜公演にも。

APIOS
STREETDANCE
FESTIVAL

ONE

Apios

～ひとりひとりが主役のフィールドへ～

アピオス初の
「ストリート
ダンスフェスティバル」。
世界で活躍する実力派
ダンサーがアピオスに集
結し、
大ホールの舞台を
盛り上げます。
ダンスＷＳ
参加者との競演もあり！
小ホール・屋外でも盛り
沢山の企画を開催。

２０１５年８月２３日（日） ※開演時間未定

２０１５年９月１３日（日） ①１４：００②１８：００

２０１５年１０月４日（日） １５：３０ （予定）

小美玉市生涯学習センター

小美玉市小川文化センター

小美玉市小川文化センター

◇入場無料（要整理券）
◇全席自由

◇出演：Ｍ・ヨシナリ エンバーズ カルテット
◇料金：１,８００円（１ソフトドリンク付）
◇全席指定

◇出演：TAISUKE、RUU、I BUKI、KYOUKA、KAZANE、KATSUYA、
Prince Twiggz、Twin Twiggz、SAKI、YU-YA、Youki ほか
◇料金 （未定）
◇全席指定 ・ ２歳以下入場不可

お問い合わせ ＴＥＬ ０２９９-２６-９１１１

７月１８日（土）１０時～チケット発売！！☎０２９９-５８-０９２１

お問い合わせ ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１

主催：演劇Ｃｒｅｗ Ｃｏｓｍｏ’ｓ運営委員会

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

主催：小美玉市、小川文化センター活性化委員会 主管：APIOS STREETDANCE FESTIVAL ONE 実行委員会

