
熱狂！なりきり文化が生まれた！ ～アピオスの挑戦～ 
熱気、熱狂、熱唱。小川文化センターアピオスでおこなわれた
「スター☆なりきり歌謡ショー」は、オーディションを経て、プロの指導
を受けるなど、半年間入念な準備をしてこの日を迎えました。市内外
の１７組の出演者がなりきりスターとして登場！昭和から平成の
流行歌を生バンドと本格的セットと照明の中で熱唱。１，２００席
超満員の歓声につつまれました。出演者への応援も審査のポイント
のため館内がまさに一体となったイベントでした。出演者の川又
三美さんは、「応援にきていただいた方々や家族、スタッフ、出演者
の皆様と支えあって立たせていただいた感動のステージでした。
いろいろと戸惑うこともありましたが、出演者の皆様とネットワークも
できて参加してよかった」と感想を語っていました。次回の出演
希望者が早くも申し込みするなどの効果も出ています！ 
文化は人々の心をワクワクさせその心をつなぐもの。小美玉の新たな
文化づくりがはじまっています。　 　 <みのンぱ編集局 藤本隆幸>

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４月２８日
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５月下旬～６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平成22年4月20日に作成したものです。
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エキストラの醍醐味は、役者さんに逢えるのは、もちろんですが、今回の映画「桜田門外ノ変」でも主演男優さんに声かけられたりと超ラッキーでしたが、
それよりも何よりも監督さんの「ハイ本番！」のひと声がかかった時に、５００人の人々がピタッと静寂になる瞬間、これが最高に良いのです！
人々の時を止めてしまう、素晴らしい監督さんでした。<みのンぱ編集局 野手利江>
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チケ　ト＆申し込みインフォメーションッ
※チケット発売初日は、
公演会場の電話受付のみ（１０：００～）

なりきりスター誕生！
初代グランプリは“三味線姉妹”を歌った
川名咲子さん・長谷川絹代さんのペアが輝いた

小美玉発！
スター☆なりきり
歌謡ショー

新企画

ｼﾘｰｽﾞ
企画

大ホールが小劇場に変身！ここからモノが生まれる創造拠点に

主催　小美玉市、小川文化センター活性化委員会

大ホールの舞台に５０～７０席の客席
を仮設して、まさに息づかいを感じる
距離で観れる「アピオス小劇場」。。
出演アーティストは最大８日間本番
の舞台で稽古できるのも特徴の１つ。

アピオス小劇場

小美玉市小川文化センター（　　　　　 ）

◇どちらも１，０００円（高校生以下５００円）
◇今後の予定
　●木管五重奏Ｑｕｉｎｔｅｔ「Ｈ（アッシュ）」
　　　　７月３日（土）１６：００開演（5/15発売）
　●森下真樹ダンス公演
　　　　９月５日（日）１４：００開演（7/3発売）

お問い合わせ ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１（　　　　　）

木管五重奏 Ｑｕｉｎｔｅｔ「Ｈ（アッシュ）」

森下真樹 （コンテンポラリーダンス）

- 今年度ラインナップは５事業を予定 -

１

２

全席
指定

２０１０年８月１日（日） 　１６：００

◇Ｓ席４，２００円  Ａ席３，０００円（全席指定）
◇２歳以下入場不可（託児サービスあり：有料）

嵐の中の子どもたち
“こころの劇場” 劇団四季ミュージカル

主催　小美玉市

３歳～
ＯＫ

チケット発売　５月２２日（土）１０：００～ ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６（　　　　　 ）

家々を傾かせるほどの巨大な嵐がハミング
バード村を襲った日、村にはひとりの大人もいま
せんでした！残されたのはたったの18人の子ども
たち。明かりもなく、食べ物も探さなくてはなりま
せん。彼らはいったいどうなるのでしょうか！？　
信じあう心と勇気を胸に、大冒険がはじまります。

小美玉市四季文化館（　　　　　　）

開演 場所 主催・問い合わせ先 料金

みの～れ 藍川裕晃の会　藍川様
森のホール 0299-23-9983

みの～れ なつかしの名画座（みの～れ内）

風のホール 0299-48-4466

みの～れ 山崎音楽教室　山崎様
森のホール 0299-58-4464

コスモス 長谷川きよしコンサート実行委員会様

文化ホール 田口0299-58-4566/090-8170-0640

5月28日～ 金 みの～れ 四季写クラブ　和田様
6月2日 水 風のホール 0299-46-1411

5月28日～ 金 みの～れ ヤスフォート　安様
6月2日 水 風のホール 029-247-0331

みの～れ フォルテ学院　武田様
森のホール 0299-58-4305

6月1日～ 火 みの～れ ときめき隊（みの～れ内）
6月30日 水 館内通路 0299-48-4466

6月1日～ 火 ときめき美の小径 みの～れ ときめき隊（みの～れ内）
7月31日 土 和紙展 館内通路 0299-48-4466

6月3日～ 木 陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ vol.37 9:00～17:30 みの～れ 陽だまり隊（みの～れ内）
6月29日 火 あそびクラフト展 最終日12:00 光のホワイエ 0299-48-4466

6月4日～ 金 初日12:00～ みの～れ 六三盆栽会　中島様
6月6日 日 最終日14:00 光のホワイエ 0299-46-1536

6月9日～ 水 9:00～17:30 アピオス 陽だまり隊（アピオス内）
6月30日 水 最終日12:00 ホワイエ 0299-58-0921

みの～れ 四季文化館（みの～れ）
風のホール 0299-48-4466

みの～れ 木村流大正琴水戸支部　野口様

森のホール 0296-78-4646

10:00 みの～れ みのり太鼓事務局
14:00 風のホール 090-8315-3233

13:30 アピオス 小川文化センター（アピオス）
16:00 大ホール 0299-58-0921

6月3日～ 木 アピオス
6月6日 日 やすらぎの里

6月18日～ 金 9:00-17:00 文化協会事務局（鈴木）
6月20日 日 ※最終日は 0299-46-1862

6月10日～ 木 15:00まで
6月13日 日

コスモス 日本郷土民謡協会茨城県連合会

文化ホール 石崎53-0895

みの～れ コンサート実行委員会 大塚様 一般3,000円
森のホール 0299-46-4647 学生以下2,500円

無料

美しきイタリアを歌う
青木純チャリティコンサート

6月13日 日
太鼓教室（親子の部）

1,500円
太鼓教室（一般の部）

6月12日 土

ときめき美の小径
シルバー人材センター同好会作品展

無料

無料

9:00～21:00

9:00～21:00

6月27日 日 14:00

無料

無料みの～れ

コスモス

13:30 無料

2,000円

開催日 イベント

6月13日

小美玉市文化協会祭

小川会場

第16回木村流大正琴水戸支部演奏会

6月6日 日
みの～れ舞台表現ワークショップ2010
参加希望者説明会

14:00

六三盆栽会
さつき盆栽展示会

日 米村でんじろう サイエンスショー in 小美玉

陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.11
貝塚勇 建築展

11:00（予定）

無料

無料6月20日 日

美野里会場

玉里会場

9:30第35回チャリティー民謡民舞茨城県大会

無料

無料

5月23日 日
映画サロン　なつかしの名画座

14:00 要整理券
「東京物語」

5月22日 土 涼やかに舞う会

無料

5月23日 日 長谷川きよしコンサート 16:00 4,000円

5月23日 日 山崎音楽教室ピアノ発表会 13:30

四季写クラブ写真作品展 9:00 無料

クラシックカメラを楽しむ会写真展 10:00 無料

無料5月30日 日 フォルテ学院ピアノ発表会 10:00（予定）

REPORT

１，２００席

 超満員！

配布中

発売中

発売中

受付中

発売中


