
公　演　名 ジャンル 金額 備考
共
催 週末よしもと 小美玉 春のお笑いまつり！ お笑い 4月19日 （土） 19:00 公演終了 公演終了

前売3,800円
当日4,200円

出演予定：次長課長、ＣＯＷＣＯＷ、ロバート、アジアン、ウーマンラッ
シュアワー、ロザン

共
催

 アピオス小劇場vol.18　チームアラカルト プロデュース

歌声喫茶 in アピオス
歌謡曲
ほか

5月23日 (金) 14:00 公演終了 公演終了
1,000円

（1ﾄﾞﾘﾝｸ・ｹｰｷ付）
流しのてっちゃんのギターで、懐かしい青春歌謡曲をみんなで歌う「歌
声喫茶」。ドリンクとケーキをお供にお楽しみください。

創
造

アピオス小劇場vol.19

恋する貴方とミステリー
エンター
テイメント

6月15日 （日） 16:00 公演終了 公演終了
男性4,000円
女性2,000円

アピオス小劇場チームがプロデュースする、ちょっと変わった合コンは、
参加者が劇場をくまなく巡る謎解きミステリー。

創
造

アピオス小劇場vol.20　出演：Ｍ・ヨシナリほか

今宵 貴方と音楽散歩part2
歌謡曲・

ＪＡＺＺほか
7月27日 （日）

①14:00
②18:00

公演終了 全席指定
1,500円

（1ドリンク付）

純喫茶「いつもの場所で」は昼の顔。夜は「マダム京子の館」に変身。妖
しげな店に興味のある方はぜひ夜公演へ。Sax奏者Ｍ・ヨシナリさんが
出演。

創
造

アピオス小劇場vol.21　　　　　出演：畠井伸子（構成・ピアノ）

えほん de show !!　　　　　市内保育園教諭（朗読）

絵本＆
ピアノ

8月19日 （火） 午前 － －
無料：招待

【市内園児のみ】

中学生職場体験の一環として実施するプログラム。絵本の朗読とピアノ
のコラボを中学生が舞台スタッフとしてオペレートします。観客役で市内
の園児が来館。

共
催 ＮＨＫ のど自慢

歌謡曲
ほか

8月31日 （日） 11:45 公演終了 全席指定
入場無料

【はがき抽選】
アピオス開館以来の開催となる「のど自慢」がやってきます！出場・観
覧、どちらも殺到必死！腕試し、運試し。

共
催

アピオス小劇場vol.22

加瀬和子「歌みち-私の祈り…歌ある限り-」
声楽 9月7日 （日） 14:30 公演終了 全席自由 一般1000円

高校生以下500円

小美玉市の声楽家 加瀬和子さんによる、歩んできた歌の道を振り返り
ながらお贈りします。コンサート実行委員会主催。

共
催

特撰落語会　二人会
出演：三遊亭円楽、春風亭小朝

落語 10月4日 （土） 18:00 公演終了 全席指定 4,000円
テレビでお馴染みの三遊亭円楽と春風亭小朝が、アピオスを笑いの渦
に巻き込みます！

創
造 おやじバンド-THE FINAL- 住民参加 10月19日 （日） 14:00 公演終了 一部指定

入場無料
【要整理券】

おやじの復権を掲げ開催してきた「おやじバンドコンテスト」。遂にファイ
ナルを迎えます。かっこいいおやじたちの頂点が今ここに決まる！！パ
ワー全開、目指せてっぺん！！

創
造

 第６回 小美玉発！スター☆
 なりきり歌謡ショー公開オーディション

住民参加 11月16日 （日） 13:00 ― 入場無料 ３月の本番出場をかけて、出演者のオーディションを開催。

共
催

ＮＰＯゆうらいふ21　心身障がい児 対象公演

劇団四季ミュージカル（演目未定）
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 11月22日 （土） 未定 － －

無料：招待
【対象者のみ】

ＮＰＯが主催する心身障がい児対象の観劇。観覧者の募集・招待はＮＰ
Ｏゆうらいふ21が行います。

12月20日 （土）
①10:30
②12:30
③14:30

12月21日 （日）
①10:30
②12:30
③14:30

創
造

 アピオス小劇場vol.24（ここからプレミアム劇場vol.01）

柴田晶子くちぶえコンサートinアピオス
口笛 2月1日 （日） 14:00 12月13日 一部指定

プレミアム席：2,000円
（指定）

一般席：1,000円（自由）

小川文化センター活性化委員会ＯＢを中心に、まるごと文化ホール計
画「住民主役・行政支援」の企画実践活動を展開する仕組みづくりを行
い、その研修や企画を行う。

共
催 綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ お笑い 2月11日 （祝） 14:00 11月15日 全席指定 5,500円

きみまろがくりだす流暢なお喋りに、日頃の疲れもストレスも吹き飛びま
す！ お腹の底から笑ってください！！

普
及

平成26年度学校アクティビティ事業 集大成コンサート
「【琵琶・尺八奏者】長須与佳コンサート（仮）」

邦楽 2月28日 (土) 14:00 1月10日 全席自由 500円

小美玉市内の幼保小中に出向いて、子どもたちにプロの演奏を目と鼻
の先で聴いてもらう学校アクティビティ事業。全部で35ヶ所58クラス！こ
の事業で集めた想いを込めて、長須さんが集大成のコンサートを開
催！

鑑
賞 コロッケ ものまね爆笑ライブ ものまね 3月15日 （日）

①14:00
②18:00

1月17日 全席指定
S席5,000円
A席4,000円

アピオスではコロッケのレパートリーをいくつみられるのか！？乞うご期
待！！

創
造 第６回小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー 住民参加 3月22日 (日) 15:00 1月31日 全席指定 一般1000円

高校生以下500円

プロバンドの生演奏をバックにスターになりきって歌う、各出演者の応援
合戦も見所。アピオスオリジナル企画第6弾！

普
及  小美玉市内へのアウトリーチ

普
及  陽だまり横丁 in アピオス 美術
普
及  遊（-You-）歩道 展示
参
画  小川文化センター活性化委員会 住民参画
参
画  アピオスぱるず（文化ボランティア） 住民参画

平成２６年度　小美玉市小川文化センター（アピオス） 自主文化事業ラインナップ    
日　時 チケット発売日

創
造

 アピオス小劇場vol.23

 おやこDEジャズ 2014
-ムシたちはジャズにノッてとんでいる-

芝居
＋

絵本
＋

ｼﾞｬｽﾞﾋﾟｱﾉ

11月23日 全席自由
入場無料

【要整理券】

魔法のトンネルをくぐった先は、ムシたちの世界。
キリギリスが奏でるジャズピアノにのせて、
ミツバチ、てんとうむし、妖精の３人が
歌って・踊って・絵本を楽しむ、
親子のためのエンターテイメント！
※未就学のお子様に合わせて企画をしておりますが、
　 年齢制限はありませんので、０歳児から入場できます。

月１回会議＋研修 住民委員と館職員で議論し、自主事業や利用改善を決定する場。月に一度開かれる。

自主事業時、役員会会議（隔月） 自主事業の際にチケットもぎりや客席案内などを行うフロントスタッフ。研修も行う。

小美玉市まるごと文化ホール計画の一環として、アピオス小劇場作品、なりきりミニミニ歌謡ショーを地域の公民館へお届
け。（アウトリーチ＝外に手を伸ばす）

1ヶ月1企画（年12企画) ホワイエで１ヶ月ごとに展示を企画。プロアマ・市内外問わず、出展無料。販売もOK。

1ヶ月／園 市内幼稚園・保育園(所)の展示を行う。園児の展示が来館者の目を楽しませている。


