２０１１年度 小美玉市公共ホールイベント 上半期スケジュール
舞台発表・作品展示

小美玉市文化協会祭

月

６

６月４日（土） ～ ５日（日）

音楽
光と風のステージCue vol.7
かぐら唄 in みの～れ Ⅷ

ダンゴでタンゴ A.R.C.コンサート

四季文化館 （みの～れ）

小川文化センター（アピオス）

６月２５日 （土）

小川文化センター（アピオス）

６月１０日（金）～１２日（日）

６月２６日 （日）

１９：００開演

１５：００開演

四季文化館 （みの～れ）

◇１，０００円 （１ドリンク付き）
◇全席自由 【定員１５０名】
◇お一人様４枚まで
◇未就学児入場不可

◇大人１，０００円
高校生以下５００円
◇１ドリンク（お茶）＆１だんご付き
◇特設会場（小劇場）につき定員７０名
◇未就学児入場不可
◇全席自由

映画

演劇

ヒップホップ・ダンス

演劇Ｃｒｅｗ Ｃｏｓｍｏ’ｓ

６月１７日（金）～１９日（日）
映画サロン 『なつかしの名画座』

帰らざる河

不思議の国のアリス

Ｄ-ＳＴＯＲＹ～夢を持った青年～

四季文化館 （みの～れ）

生涯学習センター（コスモス）

小川文化センター（アピオス）

月

７月３０日（土）
７月３１日（日）

７ １７
月

日（土）

振替
公演

１９：００開演
◇＜前売＞ＳＰシート【指定】３，０００円
自由席２，０００円
＜当日＞自由席３，０００円
※小川文化センター（アピオス）での
お取扱いは自由席のみとなります。
ＳＰシート は、ild_kenta@yahoo.co.jp
までお問合せ下さい。
◇３歳児未満入場不可

１４：００開演

◇入場無料（要整理券）
◇６月１１日（土）８：３０配布開始
◇全席自由

美術・体験

コンテンポラリー ダンス・体験

コンテンポラリー ダンス ワークショップ

第８回みの～れ芸術展

四季文化館 （みの～れ）

四季文化館 （みの～れ）

月

音楽

映画

群馬交響楽団

みの～れ野外映画２０１１

家族で楽しむ
初めてのオーケストラ

（演目未定）

８月２０日（土）

◇入場無料
◇未就学児入場不可
◇詳細・申込方法は次号にて！

１５：００開演予定
音楽

１９：３０上映

音楽

ミュージカル

第２回 小美玉発！

みの～れ住民劇団「演劇ファミリーMyu」

スター☆なりきり歌謡ショー

ヒーロー ～時が経っても色褪せない～

おやじバンドコンテスト２０１１

小川文化センター（アピオス）

四季文化館 （みの～れ）

小川文化センター（アピオス）

完売御礼

月

９月４日（日）
１５：００開演

９月２３日（金・祝）
９月２５日（日）

１８：３０開演

１８：３０開演

◇詳細は次ページの特集を
ご覧ください

振替
公演

ココロ オープン・サポート

in Minole

◇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
◇両公演ともに親子席８組分まで配布（先着順）
◇入場無料（要整理券）
振替
◇全席自由
公演
◇８月８日（月）１０：００配布開始

９月２５日（日）

～みの～れ住民劇団「演劇ファミリーMyu」から 「こどもの日」のプレゼント～

１４：００開演

◇演奏時間：１バンドあたり２曲（１０分を目安）
◇参加費：１０，０００円
◇募集組数：１０組程度
◇出場希望者説明会：６月１１日（土）１９：３０～
◇応募締切：６月１９日（日）

出場者募集中！

CONCERT
アピオス小劇場vol.06

ダンゴでタンゴ

〜 A.R .C. タン ゴ コン サ ート〜

in Apios

お団子×タンゴ＝合うかどうかはおたのしみ♪
ＮＨＫ朝ドラ「てっぱん」 の音楽を担当していた啼鵬さんが、ギターの
角圭司さん、声楽の山下亮江さ ん と タ ン ゴ ト リ オ 「A.R.C.(ア･エレ･セ）」
を 結 成 ！ 茨 城 で 生 ま れ た タンゴトリオが、情熱と哀愁のタンゴの
数々を皆様にお届け致します。 “だんご” と共にお楽しみ下さい。

２０１１年６月２６日（日） １５：００
小美玉市小川文化センター（

）

◇大人１，０００円 高校生以下５００円
◇１ドリンク（お茶）＆１だんご付き
◇特設会場（小劇場）につき定員７０名

こどもの日
２０１１．５．５

A.R.C.

ただいま

チケット
発売中！
大人も含め、 ８５名の参加者で賑わったこのプロジェクト。 新井
良和さんによる簡単なコミュニケーションゲームから始まり、
紙に書かれた配役を即席で演じる子どもたちは、すでに素晴らしい
「役者」。ミュージカル体験では、僅か３０分のレッスンで、全員歌と
踊りをマスターしてしまいました！動いた後は静かな朗読会。ジョン
中山さんの伴奏に乗せ、畠井伸子さんのゆったりした朗読に、子ども
だけでなく大人の心にも染み渡りました。子どもの表現力と集中力は
素晴らしい！と感動しました。< みのンぱ編集局 小松﨑 由美子 >

振替公演決定！
！ Part.1

震災後、N H K朝ドラ 「てっぱん」から曲が再び流れてきた時、とても
安堵したのは、私だけではなかったでしょう。その曲をアレンジしたのが、
土浦在住の啼鵬（ていほう） さん。啼鵬さんの呼びかけで結成した
タンゴ・ トリオ「A．R．C．（ア・エレ・セ）」 が、アピオス にきます！アルゼンチン
タンゴの曲は、小学生の頃、フォークダンスをやっていた方には懐か
し い曲ではないでしょうか？なおかつ、 このコンサートには 『おだんごと
お茶』 がつきます。７０席限定のお客様は贅沢な気分を味わえること
でしょう。< みのンぱ編集局 野手 利江 >

振替公演決定！
！ Part.2
第２回

Ｄ-ＳＴＯＲＹ ～夢を持った青年～ スター☆なりきり歌謡ショー
２０１１年９月４日（日）１５：００

２０１１年７月３０日（土）１９：００
小美玉市小川文化センター（

）

アピオスを拠点に活動するヒップホップダンサー KENTAによる
最強の舞台公演。今回の公演では、ジャンルの違うダンスなど
さまざまなシーンを織り交ぜてストリートダンスを知らなかった方
でも楽しめるステージになっています。

四季の里芝生広場

小川文化センター（アピオス）

８月２０日（土）

はっぴぃ☆ぷろじぇくと

最強のダンスエンターテインメント！

８月２０日（土）～２８日（日）

８月６日（土）～７日（日）
夏休み特別企画

９

７月３０日（土）

１５：００開演

１４：００上映
◇入場無料（要整理券）
※お一人様２枚まで
◇電話予約可
◇定員１５０名
◇全席自由

８

みの〜れ住民劇団「演劇ファミリーMyu」によるワークショップ

こどもたちの笑顔のために。

生涯学習センター（コスモス）

７

音楽
アピオス小劇場 vol.６

REPORT

チケット発売 ６月１日（水） ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（

KENTA
Performer
Interview

MARI
夢に向かって ～生まれ育った地元を大事に～
本番を迎えるはずだった前日、 東日本大震災に遭遇。 急きょ
中止するしかなかった。 しかし、 幸いにもアピオスは傷みも
大したことはなく、 ７月３０日（土） に仕切り直しの本番を迎え
られる 。「夢を叶えるための努力は惜しまない。 大好きなダンスで
自分もみんなも元気にしたい。そう思うのも暖かい家族に
恵まれているおかげ。」 KENTA・MARI 夫妻 は少年・少女の
ような笑顔で語ってくれた。 < みのンぱ編集局 福島 ヤヨヒ >

）

小美玉市小川文化センター（

）

主役は一般の方！誰もが知っている昭和から平成の流行歌を、
そのスターになりきって、 プロバンドの生演奏で歌います♪
オーディションに受かった１６組のなりきりスターたちが、
震災をのり越えてみなさんに歌で元気をお届けします！
！

チケットは既に完売しており、
発売の予定はありません。
ご購入済のチケットは、そのまま
お使いいただけます。大切に
保管ください。
払い戻しをご希望の方は、
チケ ッ ト を ご 持 参 の上、
アピオスまで直接お 越 し
く だ さ い ますようお願い
いたします。【払戻期限】 ６月３０日（木）
◆審査委員長 ： 花岡優平（作詞 ・ 作曲家）
◆ゲスト ： 川名咲子 ・ 長谷川絹代（前回優勝者）
◆司会 ： 井戸 淳 ・ 羽生和世
◆演奏 ： Moon Light Shower （秋元順子オリジナルバンド）

