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※どなたでも入場可能なもので営利目的でない催しのみ掲載しております。
※このスケジュールは２０１１年７月１６日に作成したものです。８月下旬～９月上旬の催し
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CHECK！！

雑 

記

夏が近づいてくると、みの～れ芸術展が気になってきます。小美玉在住か近在の芸術家の方々の芸術展も、今年で８回目を迎えます。
私も実行委員の１人として毎年お手伝いをしながら楽しみにしています。素晴らしい作品の数々を、ぜひ夏休み中の子どもたちに鑑賞して
もらいたいです。皆様のご来場、心よりお待ちしてます。　< みのンぱ編集局  小原 ヱミ >

チケ　ト＆申し込みインフォメーションッ

お問い合わせ　 ０２９９-２６-９１１１（コスモス）

おやこでたのしむ
はじめてのオーケストラ

群馬交響楽団演奏会

～どこかできいたクラシック～

◇入場無料　◇全席自由　◇3歳以下入場不可　◇ボランティア協力：アピオスぱるず

８月２０日（土 ）　１５： ００
小美玉市小川文化センター（　　　　　 ）

小美玉市四季文化館（　　　　　 ）前
四季の里芝生広場

みの～れ
野外映画会２０１１

８月２０日（土 ）　１９： ３０

おやこでたのしむ
はじめてのオーケストラ
～どこかできいたクラシック～

みの～れ
野外映画会２０１１

お問い合わせ　ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６（ 　 　　 ）

群馬交響楽団演奏会

となりのトトロとなりのトトロ

◇上映２０分前（１９：１０）から“楽しいアトラクション”もあるよ！

◇雨天の場合は、みの～れ森のホールで上映
　 【入場制限あり（先着６００名）】

◇主催：小美玉市／四季文化館企画実行委員会

◇ボランティア協力：みの～れ支援隊

お問い合わせ　ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（ 　 　　 ）

で

整理券配布は
終了致しました。
たくさんのお申
込みありがとう
ございました。

①スイーツデコレーション

②エコクラフト

③多肉植物寄せ植え

④手織り体験

⑤バスフィズつくり

⑥天然石アクセサリー

⑦石のペーパーウェイト

⑧ジュエリーBOX

⑨プリザーブドフラワー

⑩エコブローチ

⑪消しゴムはんこ

⑫パステル葉書

⑬ビーズアクセサリー

【事前予約・お問い合わせ】

手作り雑貨PULL
ものづくり支援課

☎ ０２９９-５９-００３１
pullnohome@hotmail.co.jp

詳細はWEBで！
http://79.xmbs.jp/heartinfull/

１０：００～１５：００
出展者による

だけど、
８月２０日は

こどもの日。夏夏

チケット発売　７月３０日（日）１０：００～

整理券配布　８月８日（月）１０：００～　０２９９-４８-４４６６（ 　 　　 ）

～時が経っても色褪せない～

みの～れ住民劇団「演劇ファミリーMyu」オリジナルミュージカル

２０１１年９月２３日（金・祝）１８：３０　
９月２５日（日）１８：３０　

小美玉市四季文化館（　　　　　　） 森のホール

時代と共に人も景色も変わっていく…
でもどんなに時が経っても色褪せないものがある。
ある街に住む、平和を守るヒーローに憧れる少年。
まっすぐな正義感でどんな困難にも正直に立ち向かう
少年が見たものは…？

◇両公演ともに親子席８組分まで配布（先着順）

◇９月２３日（金・祝）公演…３歳以上入場OK
　 ９月２５日（日）公演…小学生以上入場OK

【振替公演】ヒーロー
玉里笛の音楽隊 １０th記念コンサート

ワークショップ参加者募集！

◇練習場所：生涯学習センター （コスモス）
◇講師：一村誠也先生
【リハーサル】 １１月５日（土）１５：００～１７：００
【本番】 １１月６日（日）１４：００開演

◇定員：４０名程度
◇参加費：１,０００円
◇持参するもの：リコーダー・筆記用具
　 ※リコーダー貸出あり（テナーリコーダー ・ バスリコーダー）
◇応募資格：小学生以上。４回のワークショップ・自主練習にできるだけ
　　　　　　　　　参加でき、リハーサル・本番に必ず参加できる方
◇練習日程： ８月２８日（日）　１０：００～１２：００
　　　　　　　　　９月１９日（月）　９：３０～１２：００
　　　　　　　　　１０月８日（土）　９：３０～１２：００
　　　　　　　　　１０月１６日（日）　９：３０～１５：００　　　　　　　 ♪♪

♬

♩

【チケット取扱い】

■チケットぴあ：０５７０-０２-９９９９ 【Pコード 「１４２-７３６」】
■ローソンチケット： ０５７０-０８４-００３ 【 Lコード 「７２２４５」】
■イープラス： http://eplus.jp 【PC・ケータイ共通】

■おみたまオンラインチケット
　 https://ticket.city.omitama.ibaraki.jp/

アピオスでの販売はインターネット予約のみとなります。
電話予約受付・窓口販売はいたしません。

お問い合わせ　０３-５４３６-９６００ （ディスクガレージ）

ケータイは
こちらからも
登録OK！

イベント 開演 場所 主催・問い合わせ先 料金

群馬交響楽団演奏会 アピオス 小川文化センター（アピオス）
おやこでたのしむはじめてのオーケストラ 大ホール 0299-58-0921

8月20日～ 土 9:00～17:00 みの～れ 四季文化館（みの～れ）
8月28日 日 最終日15:00 風のホール 0299-48-4466

四季の里芝生広場 四季文化館（みの～れ）
（みの～れ前） 0299-48-4466

コスモス 中根音楽教室　様
文化ホール 0299-22-2218

みの～れ 愛と平和の音楽会実行委員会　様

森のホール 0299-48-1755

コスモス はぁもにぃの会　様
文化ホール 0299-22-5517

みの～れ 健康増進課
森のホール 0299-48-0221

がんばろう“日本” アピオス オミヤマ企画　様
千昌夫・新沼謙治ふるさと応援チャリティーコンサート 大ホール 03-3587-0380

9月1日～ 木 遊（-You-）歩道 アピオス 小川文化センター（アピオス）
9月30日 金 ひばり保育園 館内通路 0299-58-0921

9月2日～ 金 陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.25 9:00～17:00 アピオス 陽だまり隊（アピオス内）
9月30日 金 東ケ崎剛　写真展「家族っていいね」 最終日14:00 ホワイエ 0299-58-0921

9月2日～ 金 陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ　Vol.51 9:00～21:00 みの～れ 陽だまり隊（みの～れ内）
9月30日 金 全国切り絵同好会～切り絵作品展～ 最終日15:00 光のホワイエ 0299-48-4466

東日本大震災チャリティー公演 みの～れ 「茨城アジア教育基金」を支える会　様

あなたの想いを届けよう（琵琶・尺八/和太鼓コンサート） 風のホール 090-1555-6549

【振替公演】 アピオス 小川文化センター（アピオス）
第２回小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー 大ホール 0299-58-0921

開催日

みの～れ野外映画会2011「となりのトトロ」

15:00

8月27日 土

土

9:00～17:00 無料

19:30

無料

15:00

無料14:00

2,000円

13:00 S席4,500円

14:00

14:00

13:30

14:00

第８回みの～れ芸術展

愛と平和の音楽会（アコーディオン・合唱）

8月20日 土 要整理券

8月20日

9月4日 日

8月27日

8月31日 水

土 中根音楽教室ピアノ発表会

8月28日 日 はぁもにぃの会ピアノ発表会

思春期心の健康セミナー8月29日 月

9月3日 土

無料

一般1,000円
高校生以下700円

無料

無料

無料

無料

【完売】

【応募締切日】

８月　　　 日２１ （日）

お問い合わせ　０２９９-５８-０９２１（ 　 　　 ）

坂ツアー２０１１～２０１２

２０１１年１０月８日（土）１７：３０　

“ハモリズム”
小美玉市小川文化センター（　　　　　 ）

◇６，０００円
◇全席指定
　 ※小学生以上有料
　 ※未就学児でも席が必要な場合は有料
◇主催　小美玉市／ディスクガレージ

ゴスペラーズ

発売中

配布終了

完 売
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