
◆このスケジュールは2014年10月31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）

9:45

19

18:30 森のﾎｰﾙ
第５回スズキ販売労働組合

森のﾎｰﾙ

○

○関係者
全国農業協同組合連合会

茨城県本部
ＴＡＣおよび営農経済担当者研修会

小美玉市市民協働課おみたまふるさと塾　開校式 関係者

第２８回　茨城県高等学校演劇祭 無料 茨城県教育庁文化課 ×
23 日 9:15

22

17

土

日 14:00 森のﾎｰﾙ

19:00～
21:00

関係者

メンタルヘルスセミナー 関係者 茨城トヨタ自動車株式会社

風のﾎｰﾙ水

風のﾎｰﾙ 子どものバレエレッスン 関係者
まみバレエ＆

ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ

月

△

○関係者 ばりあ～も

㋠
500円

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

△

スズキ販売労働組合
△

自販茨城支部

○

○

△関係者 ハミングバード

関係者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

更生保護女性の会 ○関係者
小美玉市

社会福祉課

○

関係者

関係者ヘアーコンテスト予選会 サブリナフェア

風のﾎｰﾙ

森のﾎｰﾙ コーラスコンサート　リハーサル

月例会議 ○

○関係者 ハミングバード

関係者 マルコ株式会社

茨城県宅地開発協議会

関係者 ダンシングフォーユー

○
中級者研修会 （茨城県土木部都市局建築指導課）

○社交ダンスの練習 ばりあ～も関係者

コーラスコンサート　リハーサル

○社交ダンスの練習

○関係者 ハミングバード

関係者

市民文化祭　舞台発表＆イベント

風のﾎｰﾙ

12 水 風のﾎｰﾙ

13 木

森のﾎｰﾙ

日 10:30

主催･問い合わせ

8 土 9:30
市民文化祭　舞台発表＆イベント

駐車場
混雑予想

1 土 11:00

（新舞踊発表会・お話会・健康食の試食等）

3 月 13:30

市民文化祭　舞台発表＆イベント

（園児発表・コーラス・合奏等）

無料
四季文化館（みの～れ）

0299-48-4466 △

9 日 10:00
市民文化祭　舞台発表＆イベント

（園児発表・ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾀﾞﾝｽ・和太鼓演奏等）

2014 年 11 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

（カラオケ発表会・消費生活展）

平成26年度開発許可等事務担当者

（よさこいソーラン・茶道体験等）

市民文化祭　舞台発表＆イベント

2

仮予約

14 金

14:00 森のﾎｰﾙ
ハミングバードコンサート2014

～歌声があなたに幸せをはこぶとき～

AED普通救命講習会

風のﾎｰﾙ

土15

社交ダンスの練習

なつかしの名画座上映会『潮騒』

自販茨城支部　支部定期大会

16

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



主催･問い合わせ
駐車場
混雑予想開催日 開演 場所 イベント名 料金等

会期：11月1日(土)～11月9日(日)

【ときめき美の小径・陽だまり横丁】

11月13日～12月25日
みの～れ

ときめき美の小径２

開催日 時間 場所 イベント名

11月14日～11月30日
9:00～21:00 みの～れ

光のホワイエ

陽だまり横丁

最終日14:00 『若手の仕事とその周囲～何故、その素材を選んだのか？～』

9:00～21:00 切り絵作品展

△

みの～れ自主事業のご案内

11:00～
14:00

風のﾎｰﾙ

30 日

13:00 森のﾎｰﾙ 関係者 マーガレット音楽教室 ○

小美玉市国際交流ひろば
小美玉市

市民協働課

費用：300円

小校生以下無料

ピアノ・アンサンブル演奏会

29 土

おやこで凧づくりにトライ ○

×
茨城県小・中学生書道コンクール表彰式

関係者
全国農業協同組合連合会

茨城県本部

無料
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

ふるさとネットワーク
○

「葦の会」学習会 「葦の会」

○関係者

関係者

内海　妙子様

10:00 風のﾎｰﾙ

10:00 森のﾎｰﾙ
第50回（平成26年度）ＪＡ共済

19:30

風のﾎｰﾙ

風のﾎｰﾙ
ふるさとネットワーク

森のﾎｰﾙ

27 木

コンクール リハーサル

28 金

△

○

○社交ダンスの練習 関係者 ばりあ～も

さくらフェスティバル実行委員会 関係者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

○

○関係者 みのり手芸クラブ勉強会

企画実行委員会　会議 関係者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

関係者 みのり新体操クラブステージ練習森のﾎｰﾙ

風のﾎｰﾙ

26 水

19:30

風のﾎｰﾙ

24 月 ○
「駆け落ち」公演　リハーサル

㈱のびのび
△

インタラクティブ優勝者大会 のびのび英会話教室
関係者

茨城県芸術祭実行委員会関係者
茨城県芸術祭　演劇祭

13:00 森のﾎｰﾙ
のびのびフェア　スピーチコンテスト

○ジャズダンスの練習 関係者 ＩＫＵバレエスタジオ

2日 新舞踊発表

3日 よさこいソーラン

8日 合同発表(反射板なし)

９日 カラオケ発表

写真 絵画 書

アピオス みの～れ コスモス

1日 合同発表(反射板あり)

小美玉市民文化祭 
 

なつかしの名画座  潮騒 

11月16日（日） 

入場料：500円 

森のホール 14：00～ 

原作：三島由紀夫 

出演：吉永小百合 


