
◆このスケジュールは2017年12月27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）

16 月

10 火 森のﾎｰﾙ 小美玉市新年賀詞交歓会

17:00 森のﾎｰﾙ
FAN PEASE FESTIVAL VOL.01（音楽フェス） ＦＡＮ ＰＥＡＳＥ

POWER TO THE MUSIC

12 木

風のﾎｰﾙ 新商品説明会 関係者 ㈱スズキ自販茨城

15 日

風のﾎｰﾙ ジャズダンスの練習

2018 年 1 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

吹奏楽の練習 関係者 美野里中学校吹奏学部 ○
森のﾎｰﾙ

風のﾎｰﾙ

○

○

森のﾎｰﾙ 和太鼓フェスティバル練習 関係者 みのり太鼓 ○

風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン 関係者
まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

茨城県央ボランティア連絡会研修交流会

語りと音楽でつむぐコンサートのリハーサル

6 金

森のﾎｰﾙ 関係者 小美玉市社会福祉課

関係者 小美玉市総務課

主催･問い合わせ

7 土

8 日

風のﾎｰﾙ ○

小美玉市秘書広聴課 ×

小美玉市職員研修

「政策形成実践研究」報告会

小美玉市企画調整課

○

○

森のﾎｰﾙ 関係者
社会福祉法人

×

風のﾎｰﾙ 未来カレッジ 関係者

茨城県社会福祉協議会

茨城県社会福祉施設経営者協議会

H28第2回社会福祉法人制度改革対応セミナー

関係者

○

○

風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン 関係者

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ○

10:00～
12:00

風のﾎｰﾙ 和太鼓ワークショップ　おやこの部

森のﾎｰﾙ 和太鼓フェスティバル練習

○

○
コンテンポラリーダンススクール

森のﾎｰﾙ OMTの練習 関係者

みの～れ住民劇団　演劇ファミリーＭｙｕ

「はっぴぃ☆ぷろじぇくと」

無料

（要申込）

関係者 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

△

風のﾎｰﾙ
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ○

○

○

風のﾎｰﾙ 関係者 ○

森のﾎｰﾙ 関係者

ＦＡＮ　ＰＥＡＳＥ
FAN PEASE FESTIVAL VOL.01（音楽フェス）

POWER TO THE MUSIC リハーサル

まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール
風のﾎｰﾙ

○

○
茨城県央ボランティア連絡会研修交流会

語りと音楽でつむぐコンサート　リハーサル
森のﾎｰﾙ 関係者 小美玉市社会福祉課

△

小美玉市社会福祉課

風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン 関係者
まみバレエ＆

まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

13 金

みのり太鼓

１組1,000円

（要申込）

14 土

関係者

無料 すまいるコンサート

風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン 関係者

森のﾎｰﾙ ピアノ・エレクトーン発表会

18 水

茨城県央ボランティア連絡会研修交流会

語りと音楽でつむぐコンサートのリハーサル

関係者

20 金

子供のバレエレッスン

土21

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

大人 1,000円 

高校生以下500円 

当日は各＋300円



開催日 開演 場所 イベント名 料金等
駐車場
混雑予想主催･問い合わせ

【ときめき美の小径・陽だまり横丁】

BAILA

風のﾎｰﾙ デベロップスクール 関係者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466 ○

14:00 森のﾎｰﾙ 茨城県民オペラ協会 ×

○

風のﾎｰﾙ 関係者

森のﾎｰﾙ オカリーナの練習 関係者

BONOSサークル

風のﾎｰﾙ さくらフェス実行委員会 関係者

○

風のﾎｰﾙ ジャズダンスの練習 関係者 ＩＫＵバレエスタジオ ○

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466 ○

△

○

みの～れ自主事業のご案内

開催日 時間 場所 イベント名

○

31 風のﾎｰﾙ フィトネスZUMBAⓇ 関係者 ○

30 風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン 関係者
まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

11月24日～1月13日
みの～れ
館内通路

ときめき美の小径

たこづくりＷＳ作品展

1月14日～1月19日
みの～れ
ホワイエ

陽だまり横丁

第11回小美玉市書き初め大会 出品作品展

11月13日～1月20日
みの～れ
館内通路

ときめき美の小径

いもこじ会水彩画第1回展

9:00～21:00

陽だまり横丁

第11回小美玉市書き初め大会 優秀作品展
みの～れ
ホワイエ

9:00～17:00
最終日～15:00

1月21日～1月29日

9:00～17:00
最終日～15:00

9:00～21:00

22 日

平成28年度茨城県芸術祭

オペラ公演「ニューイヤーガラコンサート」

前売り2,500円

当日3,000円

27 水

19:30

29 日

28 土

10:30

24 火

風のﾎｰﾙ ZUMBA練習 関係者 ○

23 月

オカリーナの平本

ダンスフィットネス ＢＯＫＷＡⓇ

風のﾎｰﾙ 自己表現ワークショップ 関係者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

森のﾎｰﾙ 関係者

風のﾎｰﾙ 特別公開講座 関係者 △

茨城県高等学校PTA連合会

生徒指導中央大会

小美玉市教育委員会

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

公益社団法人

茨城県柔道整復師会

関係者 ×森のﾎｰﾙ 茨城県高等学校PTA連合会

平成28年度小美玉市中学生英語

プレゼンテーションフォーラム

森のﾎｰﾙ 第11回小美玉市書き初め大会　表彰式 関係者 ○

当日は各＋300円


