
◆このスケジュールは2017年10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）

17 金

○

×

リハーサル
森のﾎｰﾙ 関係者 茨城県教育庁文化課 ○

テンダーハウス16 木 風のﾎｰﾙ 生地・婦人服販売 無料

風のﾎｰﾙ 維持管理組合長会議 関係者 石岡台地土地改良区

風のﾎｰﾙ

関係者
まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

11:30～
17:00

生地・婦人服販売 無料 テンダーハウス

子供のバレエレッスン

14 火

15 水

13 月

ジャズダンスの練習 関係者

子供のバレエレッスン 関係者

おみたま男女共同参画推進フォーラム

実行委員会会議

ＩＫＵバレエスタジオ

まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

オカリーナの平本

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ×

「ガンバの冒険」

森のﾎｰﾙ 文化祭反省会 関係者

関係者

○

小美玉市市民協働課 ○

関係者
（国土交通省主催） 茨城県自動車整備振興会

整備主任者法令研修会 一般社団法人
×森のﾎｰﾙ

コンサートリハーサル 関係者 くりんぐりんぐ

小美玉市国際交流ひろば 関係者 小美玉市市民協働課

2017 年 11 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 駐車場
混雑予想

3 金
9:00～
17:00

無料 △
市民文化祭　舞台発表＆イベント

カラオケ・囲碁大会・おはなし会・飲食物販売等

主催･問い合わせ

○

△

9:00～
15:00

無料 △

書き初め大会実行委員会
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

9 木

4 土
9:00～
17:00

無料
市民文化祭　舞台発表＆イベント
園児発表・一般発表・試食会・飲食物販売等

森のﾎｰﾙ
茨城県身体障害者

福祉協議会

風のﾎｰﾙ 関係者

×

○

○小美玉市企画調整課

風のﾎｰﾙ

吹奏楽の練習 関係者 佐和高等学校 ○風のﾎｰﾙ

茨城県身体障害者福祉協議会

設立50周年記念式典
関係者

茨城県国公立幼稚園中央部会研修会 関係者 小美玉市教育委員会

ミライカレッジ小美玉
無料

マーケティングスクール

関係者 大成女子高等学校 ○

ハミングバード

（コーラス）
風のﾎｰﾙ コンサートリハーサル 関係者 ○

15:00 森のﾎｰﾙ11 土

12 日

劇団四季ファミリーミュージカル

10 金

森のﾎｰﾙ 吹奏楽の練習

森のﾎｰﾙ

風のﾎｰﾙ

○

○

○

オカリーナの練習 関係者

風のﾎｰﾙ

○
9:30～
15:30

○

○

○

市民文化祭　舞台発表＆イベント
民謡民舞新舞踊発表・茶会・飲食物販売等

5

8

日

水

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

全館

第31回　茨城県高等学校演劇祭

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

S席(一般)：4000円 

  (子ども)：3000円 

A席は各1,000円減 



【ときめき美の小径(館内通路)・陽だまり横丁(ロビー)等　展示のご案内】

11月2日～11月5日
9:00～17:00 みの～れ

全館
市民文化祭　作品展示

最終日15:00 ※舞台発表・イベントは上記参照

17 金
ミライカレッジ小美玉

ぼくらのアート展㏌みの～れ」

11月30日～12月23日
みの～れ
館内通路

9:00～21:00

30 火 森のﾎｰﾙ 関係者 みのり新体操クラブ ○発表会に向けてのリハーサル

9:00～21:00

ときめき美の小径

茨城東高校「さくら咲くﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2017

開催日 時間 場所 イベント名

11月26日～1月12日
みの～れ
館内通路

29 水

○
金

26 日

25 土
ときめき美の小径自主企画第5弾

じぶんオリジナルの“たこ”を作ってみよう！

無料

（要申込）

～えん～ひとつの太鼓～Ver.4
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466 ×

一般
500円

森のﾎｰﾙ 第34回KQPサークル発表全社大会 関係者

○
21 火

茨城県小売酒販組合

連合会

前売り1,500円

当日1,800円

平成29年度小美玉市芸術鑑賞事業（中学校の部）

東京室内管弦楽団演奏会

22 水 風のﾎｰﾙ

コンサートリハーサル 関係者 くりんぐりんぐ ○

コンサートリハーサル 関係者 ○ハミングバード

森のﾎｰﾙ 関係者 ○

第31回　茨城県高等学校演劇祭
下妻第一・龍ヶ崎第二・東海・取手松陽・

清真学園・土浦第二・日立第二

第31回　茨城県高等学校演劇祭
石岡第一・水海道第一・鉾田第一・水戸葵

陵・智学館・日立第一

10:40～
14:00～

風のﾎｰﾙ

10:00 風のﾎｰﾙ ○

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ○

森のﾎｰﾙ

13:30
無料

(要整理券)
ハミングバード △

ZUMBA 関係者 BONOSサークル ○

ハミングバードコンサート

～幸せなひとときを皆様と共に

㈱金陽社　美野里工場

風のﾎｰﾙ

風のﾎｰﾙ

ときめき美の小径

たこづくりWS作品展

11月9日～11月30日
9:00～21:00 みの～れ

ホワイエ
陽だまり横丁

最終日13:00 「陽だまり特別企画！KIRIE展」

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

13:30

風のﾎｰﾙ 文化祭実行委員会 関係者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466 ○

森のﾎｰﾙ 研修会 関係者
茨城県ふるさと多面的

機能推進協議会 ×

28 火

コーラスの練習

24

23 木

19 日 9:30

森のﾎｰﾙ

マーケティングスクール
小美玉市企画調整課

風のﾎｰﾙ 文化祭企画実行委員会 関係者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

くりんぐりんぐ
くりんぐりんぐ

○

○

無料 茨城県教育庁文化課 ×

18 土 9:45

風のﾎｰﾙ 関係者

Coro La  DIVA

一般3,000円

高校生以下1,000円
×

10周年記念コンサート
14:00 森のﾎｰﾙ

風のﾎｰﾙ 酒類販売管理研修 関係者


