
◆このスケジュールは2018年8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）

10:30

○

風のﾎｰﾙ 研修会 関係者

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

入場無料
（要整理券）

森のﾎｰﾙ 合唱寸劇　水戸黄門
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466

風のﾎｰﾙ

2018 年 9 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 駐車場
混雑予想

11:00 森のﾎｰﾙ
OMT-JAPAN　第5回自主公演

お昼を過ぎたらGO！GO！
○

主催･問い合わせ

まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

無料

（要整理券）

○

4 火 19:00 風のﾎｰﾙ 芸術展会議 関係者

関係者 ○3 月 風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン

5 水
まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

○

風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン 関係者

○

○

関係者

風のﾎｰﾙ

○

○

関係者 ○

13:30 風のﾎｰﾙ 文化祭プログラム編成会議（カラオケ） 関係者

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

○

森のﾎｰﾙ

13:30 森のﾎｰﾙ 文化祭プログラム編成会議（民謡・舞踊）

まみバレエ＆

15:30

18:00 風のﾎｰﾙ 関係者
四季文化館(みの～れ)

0299-48-4466
市民文化祭舞台発表

文化祭ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(園児・音響反射板なし)

まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

11 火

16 日
13:00
18:00

風のﾎｰﾙ ランダバウト　

12 水

風のﾎｰﾙ 平成30年度レクリェーション基礎講座 関係者
社会福祉法人

茨城県社会福祉協議会

13

15 土

14

風のﾎｰﾙ 演劇公演準備 関係者 イチ二ノ

イチ二ノ

イチ二ノ

島田ピアノ教室 ○

2 日
真夏の夜の…

JAZZ＆BOSSA
投げ銭
LIVE

forest　bird

ｾﾆｮｰﾙｾﾆｮﾘｰﾀ＋ｱﾐｰｺﾞｽ

風のﾎｰﾙ ジャズダンスの練習

関係者

関係者 イチ二ノ

コンテンポラリーダンススクール
子供のバレエレッスン

ＩＫＵバレエスタジオ

10 月

8

ＺＵＭＢＡⓇフィットネス

土

関係者 ＬＩＢＲＥ（リブレ）

6

風のﾎｰﾙ 演劇公演準備

風のﾎｰﾙ ＺＵＭＢＡⓇフィットネス 関係者 ＬＩＢＲＥ（リブレ）

風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン 関係者

9 日

7 金

演劇の練習

木

関係者 イチ二ノ ○

18:00 △

○

○

まみバレエ＆

コンテンポラリーダンススクール

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

東茨城地区保護司会

風の広場

○

○

○

フィットネスＺＵＭＢＡ ＢＡＩＬＡ関係者森のﾎｰﾙ ○

○

○

風のﾎｰﾙ ランダバウト　

一般：前売2,000円
　　　当日2,500円
学生：前売1,000円
　　　当日1,200円

一般：前売2,000円
　　　当日2,500円
学生：前売1,000円
　　　当日1,200円

森のﾎｰﾙ 連弾コンサート 関係者

△

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



開催日 開演 場所 イベント名 料金等
駐車場
混雑予想主催･問い合わせ

【ときめき美の小径・陽だまり横丁等展示のご案内】

  8月5日～9月2日
9:00～21:00

最終日～17:00
みの～れ
ホワイエ

陽だまり横丁inみの～れ　vol.129

「葉隠庵　山ぶどう展　大地の恵みを編む」

  8月5日～9月2日
9:00～21:00

最終日～18:00
みの～れ
ホワイエ

陽だまり横丁inみの～れ　vol.130

「犬のまるちゃん＆練込みあそび」

○高校演劇実行委員会

△風のﾎｰﾙ 敬老会 東平区敬老会

森と風

森のﾎｰﾙ

ジャズダンスの練習 関係者 ○ＩＫＵバレエスタジオ

  9月5日～9月29日
みの～れ
ホワイエ

陽だまり横丁inみの～れ　vol.131

「NHK文化センター水戸教室  デッサン展」

8月10日～9月28日
9:00～21:00

最終日～12:00
みの～れ
館内通路

ときめき美の小径

石岡遊雅会「手描き絵うちわ展」

9:00～21:00
最終日～13:00

開催日 時間 場所 イベント名

関係者19 水

関係者

28 金 森のﾎｰﾙ さくらフェス実行委員会 関係者

まみバレエ＆

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

22 土

○

30 日 13:30 風のﾎｰﾙ

風のﾎｰﾙ 落語公演 読売センター美野里 △

森のﾎｰﾙ オカリーナの練習 関係者 オカリーナの平本 ○

関係者

リハーサル 関係者 石岡混声合唱団 ○

○

風のﾎｰﾙ フィットネスＺＵＭＢＡ 関係者 ＢＡＩＬＡ ○

風のﾎｰﾙ

18 火

17 月

森のﾎｰﾙ 社内研修 関係者
茨城シルバー人材
センター連合会

第23回みの～れマタニティコンサート
入場無料

（要整理券） ○

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

四季文化館(みの～れ)
0299-48-4466

26 水

風のﾎｰﾙ 子供のバレエレッスン 関係者 ○
コンテンポラリーダンススクール

10:00 風のﾎｰﾙ フリマアプリ活用講座
小美玉市女性活躍プロジェクト起業創業応援事業

関係者 小美玉市市民協働課 ○

第15回記念定期演奏会 関係者 ○石岡混声合唱団

BONOSサークル

森と風 茨城県大会 関係者 ○

森のﾎｰﾙ

24 月

日本芸能協会

ＩＫＵバレエスタジオ

風のﾎｰﾙ ＺＵＭＢＡ 関係者 ○

風のﾎｰﾙ ジャズダンスの練習 関係者 ○

23 日


