第１３回
みの～れマタニティ・コンサート

入場
無料
電話
予約

２０１０ 年１１月２１日（日）１４：００
小美玉市四季文化館（

Saxophone Quartet 桜

）

）

から
高３
） まで

２０１０年１２月４日（土）～５日（日）
小美玉市四季文化館 （

◇出演
【演奏】Saxophone Quartet 桜
高梨寛子（ソプラノサックス）／田中麻樹子（テナーサックス）
桑野恵子（バリトンサックス）／石橋梓（アルトサックス）
【音楽物語】
能祖将夫（みの～れ＆アピオス芸術監督）
【リラックス体操】
田中美恵子（マタニティビクスインストラクター）
【入場対象者】
マタニティ(妊娠中)の方。但し、マタニティ(妊婦)の方
のご家族(配偶者及びご両親等)、お友達など、マタニ
ティの方お一人様につき３名様まで同伴可。(未就学児
は入場不可。予約制の託児室を用意しております)

ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６ （

コンテンポラリーダンス 新企画
小３
ワークショップ

◇２日間連続ワークショップ
クラス①10：00～12：00
小学３～６年生 10名
クラス②14：00～18：00
中学生～高校生 10名
◇参加費 1,000円
講師：井上大輔
伊藤キム主宰のダンスカン
パ ニ ー 『輝 く 未来』 で 活 動。
退団後は様々な音楽家と
のコラボレーションにも力を
注ぎ、その活動の幅を拡げ
ている。

ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６ （

ど っちのワークショップに参 加 する？

CHECK！
！ チケット＆申し込みインフォメーション

第２７号
ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ．２０１０

美術 （絵画）
ワークショップ

小３
から

２０１０年１２月～２０１１年２月
※全９回のワークショップ

小美玉市四季文化館 （

）

◇13：00～17：00 の間で
好きな時間に来て、
好きな時間に帰ってもＯＫ！
◇募 集 先着 12名
◇参加費 3,000円
※詳しくはチラシをご覧ください。
講師：仲村無門
洋画家。92年に２回
「ジャパン大賞展」大賞・
内閣総理大臣賞受賞
など数多くの受賞・入選
あり。前期のワークショップ
も好評を博した。

）

１０月下旬～１１月の催し ※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2010年 9月21日に作成したものです。
開催日

イベント

～10月27日

水

～10月27日

水

10月1日～ 金
10月27日 水

開演
ときめき美の小径
9:00～21:00
書楽会＆クレイフラワー コラボ展
最終日15:00
ときめき美の小径
9:00～21:00
野路忠 切絵展
最終日15:00
陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.15
9:00～17:30
みのり手芸クラブ ニット・押し花・レカンフラワー展 最終日15:00

10月30日 土 茨城県郷土民俗芸能の集い

10月30日～ 土
第５回小美玉市民文化祭
11月7日 日

11月１日～ 月
12月26日 日
11月9日～ 火
11月28日 日
11月10日～ 水
11月28日 日
11月12日～ 金
11月14日 日
11月13日～ 土
11月14日 日
11月14日 日

13:30
詳細なタイム
スケジュール
は、10月中旬
9:00-17:00
に配布予定の
チラシをご参照
ください。

ときめき美の小径
ファンタジー＆メルヘン・シャドウBOX展
陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ vol.41
「演劇ファミリーＭｙｕ舞台美術展」
陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.16
夢ぽけっと おはなし さんぽ径

9:00～21:00
最終日15:00
9:00～21:00
最終日15:00
9:00～17:00

茨城県アンサンブルコンテスト中央地区大会

12日 13:00
13,14日9:30

平成22年度第24回茨城県高等学校演劇祭

9:30

第２回小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー
公開オーディション

13:00

11月19日 金 さくら第2保育園 第30回発表会

8:30

11月19日～ 金
茨城県アンサンブルコンテスト県南地区大会
11月21日 日
11月20日 土 おやこコンサート企画
11月21日 日 第13回みの～れマタニティーコンサート

受付中

19日13:00
20,21日9:30
15:00
予定
14:00

11月23日 火 ピアノの発表会

15:30

11月28日 日 ピアノの発表会

14:00

映画サロンなつかしの名画座
グレンミラー物語
子どもたちのアンサンブルコンサート
11月28日 日
個人発表会
11月28日 日

配布中

14:00
10:00

場所
みの～れ
館内通路
みの～れ
館内通路
アピオス
ホワイエ
コスモス
文化ホール
アピオス
全館
みの～れ
全館
コスモス
全館
みの～れ
館内通路
みの～れ
光のホワイエ
アピオス
ホワイエ
コスモス
文化ホール
みの～れ
森のホール
アピオス
大ホール
アピオス
大ホール
コスモス
文化ホール
みの～れ
風のホール

主催・問い合わせ先
ときめき隊（みの～れ内）
0299-48-4466
ときめき隊（みの～れ内）
0299-48-4466
陽だまり隊（アピオス内）
0299-58-0921
生涯学習センター（コスモス）
0299-26-9111
小川文化センター（アピオス）
0299-58-0921
四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466
生涯学習センター（コスモス）
0299-26-9111
ときめき隊（みの～れ内）
0299-48-4466
陽だまり隊（みの～れ内）
0299-48-4466
陽だまり隊（アピオス内）
0299-58-0921
茨城県吹奏楽連盟中央地区
小沼様 029-267-7350
四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466
小川文化センター（アピオス）
0299-58-0921
さくら第２保育園 様
0299-52-1881
茨城県吹奏楽連盟県南地区
鶴田様 029-821-4490
四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

みの～れ
風のホール
みの～れ
森のホール
みの～れ
森のホール
みの～れ
風のホール
コスモス
文化ホール

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466
桜井ピアノ教室 様
0299-48-4666
茂木ピアノ教室 様
0299-48-1134
四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466
ヤマハ高浜駅前音楽教室
金山様 0299-24-2058

料金
無料
無料
無料
無料

無料

１０月１７日（日） 入場無料
小美玉市四季文化館

♪ＢＩＧＢＡＮＤ〜ビッグバンドコンサート〜
県内のビッグバンドが集結！
！

場所 / 森のホール
開場 /12：30 開演 13：15
（学生の部）
開演 16：00
（社会人の部）

入場無料（先着順）
※未就学児入場不可, 会場内飲食不可
※満席時は入場制限をする場合あり

♪ＪＡＺＺＣＡＦＥ〜ジャズカフェ〜
無料
無料
無料
有料
（金額未定）
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
要整理券
無料

雑記

１１３年振 り の 酷 暑 と 言 わ れ た 夏 も 、９ 月 に 入 り 少 し ず つ 秋 の 気 配 が 感 じ ら れ ま す 。 田 ん ぼ の 稲 穂 は 黄 金 色 に 輝 き 、
たっぷりと実って稲刈りの日を待っている。手塩にかけて育てた作物が実りを迎える秋、運動に、文化・芸術に、
一年で一番素晴らしい季節の到来ですね。<みのンぱ編集局 小原ヱミ>

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２２年９月３０日
〒３１１-３４２３ 茨城県小美玉市小川２２５
（小川文化センター内）ＴＥＬ：０２９９-５８-０９２１

いばらきビッグバンド
ジャズフェスティバル

平成２２年度茨城県芸術祭

ＦＡＸ：０２９９-５８-０９２３

ドリンク飲みながらコンボ演奏を楽しもう！
！
軽食, 地元のお土産や話題の商品も販売します！

場所 /風のホール
開場 /10：30 開演 11：00

入場無料
※誰でも入場可,会場内飲食可

CAST
■BIGBAND

石神小学校 Little Blue Stars（東海村）
下館工業高等学校 Plenty Box Jazz Orchestra（筑西市）
東海高等学校 East Ocean Jazz Orchestra（東海村）
科学技術学園高等学校日立 Spark Machine Sounds Orchestra（日立市）
水戸工業高等学校 BLUE BEGINNERS（水戸市）
スターフィールドジャズ ギャルズ アンド ギャングズ（水戸市・コーラス）
ニューサウンズ オーケストラ（笠間市）
サマーウインド JAZZ オーケストラ（牛久市）
Sound Gazette（つくば市）
Jolly forest Jazz orchestra（小美玉市）

■JAZZ CAFE

Ever Green Jazz Trio
ジャズ愛好会（つくば市付近）
ほか

Player

Interview みの～れ住民楽団「Jolly forest Jazz orchestra」
は、週２回の練習を重ね、準備に余念が無い。
「向上心を持ってより良い演奏をと、メンバー全員で
（piano）
頑張っています。今年はホストバンドとして初めて、
“ジャズカフェ”の企画・音響・司会などを務め、
恒例の「いばらきビッグバンドフェスティバル」も
全員で参加して盛り上げます
。素晴らしいホールで
みの～れにて７回目を迎える。
開催されるジャズフェスは小美玉市の誇りです」と
学生からシニアまで、選出された１２団体が日頃
語るピアノ担当の飯泉順子さんの希望は、沢山の
の練習の成果を森のホールの大舞台で力強く
人が足を運んでくれること。
演奏する。また、風のホールでは小さなグループ
による演奏を、コーヒーやソフトドリンクを飲み
秋の一日、ジャズに酔いしれてみませんか？
ながら楽しむ、“ジャズカフェ”が開かれる。
< みのンぱ編集局 小原ヱミ >

Jolly forest Jazz orchestra

ジョリーフォレストジャズオーケストラ（みの～れ住民楽団）

飯泉順子

