小美玉市公共ホール ２３年度上半期ラインナップ
全席
自由
要
整理券

古き良き名作映画を上映する みの～れおすすめ企画

映画サロン 「なつかしの名画座」
昭和３０年代～４０年代頃の名作映画を６本上映！
みの～れ風のホールが 『なつかしの名画座』 に
変わります。上映終了後、映画の余韻を楽しむ
場として、なつかしの名画座企画実行委員会が思
考を凝らした映画サロンを開催。
小美玉市四季文化館（

Ｃ.Ｃ.Ｃ - コスモス ・ キャンパス ・ こんさぁ～と - 企画

『JUST LIVE』 ～うたのチカラ～

「大切なものは何かを知りました」
「考えすぎず、できることをしていきたい。 僕らにできること…それは唄うこと」
「人のつながり、優しさを感じあえる “場” にしたい」
そんな思いを抱き、『演劇ファミリー Myu』 のメンバーである２人が唄います！

）

２０１１年５月１５日（土）１４：００

５月１５日（日）１４：００ ◇入場無料 ※要入場整理券 （お一人様２枚まで）
「二十四の瞳」 ◇定員１５０名
◇今後の上映予定 （いずれも14：00上映開始）
整理券配布中！
！ ７月１７日（日）「帰らざる河」 整理券配布 ５/１６～
９月１１日（日）「七人の侍」 整理券配布 ７/１８～

ＴＥＬ０２９９-４８-４４６６（

小美玉市生涯学習センター （コスモス）
◇出演 ジョンニー＆てっちゃん
◇入場無料

ＴＥＬ ０２９９-２６-９１１１（コスモス）

）

主催 小美玉市、四季文化館企画実行委員会

企画制作 「なつかしの名画座」企画実行委員会

小１ 全席
以上 自由

３・１１その翌日から桑山医師の医療活動が始まった
そして私たちが今できることは．．．

地球のステージ５＆震災特別編

主催 コスモスプロジェクト 協賛 コントレ 協力 演劇ファミリーMｙu、
おはなしテルテル、
NPO法人玉里しみじみの村

光と風のステージＣｕｅ

「Ｃｕｅ」＝「キッカケ」。様々なジャンルの
アーティストと出会う 「キッカケ」を、この
光と風のステージでつくりたい。あなたの
「Ｃｕｅ」、ドリンク片手に探しませんか？

年６回 土曜の１９：００に開演
小美玉市四季文化館（

２０１１年５月２１日（土） １８：００
小美玉市四季文化館（

光と風のステージ Cue vol.７

）

◇出演 桑山紀彦 （精神科医） ほか
◇大人１，０００円 高校生以下 ５００円

発売中 ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６ （

アピオス
小劇場
ｖｏｌ．０６

共催 小美玉市

かぐら唄 ｉｎ みの～れ Ⅷ
発売日 ５月８日（日）

定 員
１５０名

主催 小美玉市、四季文化館企画実行委員会

小 １ 全席
以上 自由

ダンゴでタンゴ Ａ.Ｒ.Ｃ（ア・エレ・セ） タンゴコンサート

入場 全席
無料 自由

不思議の国のアリス 【㈶いばらき文化振興財団助成事業】
「たいへんだ！遅刻しちゃう！
！」 なんだか
せわしいウサギを追い、不思議の国 へ
迷い込 んだア リス。その先に待ち受けて
いるものとは…。

２０１１年７月３０日（土）１５：００
７月３１日（日）１４：００

２０１１年６月２６日（日） １５：００

小美玉市生涯学習センター （コスモス）

）

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

前回公演「オズの魔法使い」の一幕

チケット発売 ５月１４日（土） ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（

◇入場無料（要整理券）
◇全席自由

整理券配布日未定 ※詳しくは今後発行予定のチラシで！
ＴＥＬ ０２９９-２６-９１１１（コスモス）

）

主催 小美玉市、小美玉市教育委員会、演劇Crew Cosmo’s 運営委員会

主催 小美玉市、小川文化センター活性化委員会

最強のダンスエンターテインメント！

３歳
以上

Ｄ-ＳＴＯＲＹ ～夢を持った青年～ 【振替公演】

第２回

チケット完売御礼！小美玉から元気を！

小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー
【振替公演】

全席
指定
３歳
以上

アピオスを拠点に活動するヒップホップダンサーＫＥＮＴＡに
よる舞台公演。ジャンルの違うダンスなど様々なシーンを
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
ド迫力のステージになっております。

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、
震災を乗り越えて皆さんに歌で元気をお届けします！！

２０１１年７月３０日（土）１９：００

２０１１年９月４日（日）１５：００

小美玉市小川文化センター（

小美玉市小川文化センター（

）

◇＜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。 スペシャルシートは、
ild_kenta@yahoo.co.jp までお問合せ下さい。
◇３歳児未満入場不可

チケット発売 ６月１日（水） ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（
主催 DRAGON ROAD

）
企画制作 光と風のステージＣｕｅプロジェクト

演劇Ｃｒｅｗ Ｃｏｓｍｏ’ｓ 公演

ＮＨＫ朝ドラ 「てっぱん」 の音楽を担当している
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。

小美玉市小川文化センター（

）

◇１，０００円（1ドリンク付・全席自由）
◇定員９０名 ※ただし、出演者によっては変更あり
◇未就学児入場不可
◇今後の公演予定
９月１５日（土）「佐山雅弘 （JAZZ ピアノ）」

ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６ （

）
※未就学児入場不可

お団子×タンゴ＝合うかどうかはおたのしみ♪

ｼﾘｰｽﾞ 全席
企画 自由
小 １ 1drink
以上 付

土曜の夜、のんび りライブ楽しみませんか？

「世界の紛争、災害、貧困の地の子どもたちに
音楽と映像で近づこう」 というコンサート
形式のステージ。シリーズ５回目のみの～れ
公演です。３・１１津波被害の最前線となった
病院で、 翌日から緊急医療活動を始めた
桑山医師が案内役です。

主催 「地球のステージ」みの～れ実行委員会

入場
無料

共催 小川文化センター活性化委員会

）

）

◇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、
アピオスへ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）

ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（
主催 小美玉市、小川文化センター活性化委員会

）
製作協力 花岡優平音楽事務所

