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１ヶ月１企画で、月初めから終わりまで
展示していただき、その期間内で最低
１回はイベント（販売や体験教室、ギャ
ラリートークなど）を企画してください。
プロ・アマ・個人・団体・市内外問わず、
現状復帰できればどんな企画でもＯK！
自由度の高いこのプロジェクト、ぜひ
ご活用下さい！

陽だまり横丁ｉｎアピオス 
平成２７年度ラインナップ

４月　竹工房 「和（なごみ）展」
５月　アトリエ彩展　
　　
６月　小美玉市文化協会祭
７月　小川古木展示会
８月　墨遊会、遊雅会
９月　広島・長崎原爆写真展

１０月　アートクレイシルバー作品展
１１月　小美玉市民文化祭
１２月　布未来 （洋服） 展
１月　小美玉市書き初め展
２月　陶酔クラブ
３月　小美玉市民の日企画

いつ来ても何かやっている。ぶらっと寄って楽しめる。
そんな劇場を目指して。

共に支えあう自由空間
アピオスのミッション（使命）

－文化を身近に楽しむ仕掛けをつくります－

アピオスの由来

アピオは、出会いや結ぶことを意味するラテン語。
憩いの場所を意味するオアシスとの造語。

アピオス小劇場
「今宵貴方と音楽散歩」

散歩がてら立ち寄ったとき、いつでも
楽しんでいただけるようにとアピオスの
館内通路に市内幼稚園・保育園園児の
作品を飾るスペースを設けました。園児
たちの作品は、人の心を癒す力・元気
づける力を持っています。純真無垢な
作品から発せられるこの力、あなたも
感じてみませんか？

平成２７年度ラインナップ
遊    歩道 -You-

４月　堅倉幼稚園
５月　竹原幼稚園　
　　
６月　羽鳥幼稚園
７月　納場幼稚園
８月　元気っ子幼稚園
９月　さくら保育園

１０月　さくら第ニ保育園
１１月　小美玉市民文化祭
１２月　すずらん保育園
１月　ひばり保育園
２月　ルンビニー学園幼稚園
３月　玉里保育園

APIOS STREETDANCE
FESTIVAL ONE

アピオス小劇場
「おやこDEジャズ」

小美玉発！
スター☆なりきり歌謡ショー

住民プロデューサー集団

小川文化センター 「ｔｅａｍ；ここから」

いままでの枠に捉われない企画を考えたい。
人と人との繋がりを大切にしながら、もっともっと

アピオスを盛り上げる企画を創りたい。

『小美玉まるごと文化ホール計画』にある

「住民主役・行政支援」を実践するため、

企画・構成・演出・運営まで自らプロデュースし、

アピオスとの文化パートナーとして立ち上がった

ボランティアグループです。

「team;ここから」がプロデュースする「ここからプレミアム劇場」から
「Marie Spring Concert」

「ｔｅａｍ；ここから」とは？ コ　ヒー ーcoffee

公演前に、ホッとひといき。

アピオスの公演スタッフボランティア「アピオスぱるず」。
アピオスのイベントに足を運んでくれたお客様の『ホッ。』のために、
ぱるずスタッフが豆を厳選し、こだわりのコーヒーを提供いたします。
一杯のコーヒーで、おいしい時間が流れます。

小美玉発 !小美玉発 ! 第７回

一般 \１，０００
小中学生 \５００
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バンドの生演奏をバックに、昭和から平成の名曲を
スターになりきって歌う！毎回大盛況の「なりきり」。
今年もなりきりスターたちが大活躍します！今度は
どんな人たちが集まってくるのか！？
公開オーディションも要チェックです！

魔法のトンネルをくぐるとムシたちの世界。
キリギリスの “ギッチョン先生” が奏でる

ジャズピアノにのせて、
ミツバチ “ブン”
てんとうむし “てん”
妖精 “ポッチ” の３人が

歌って・踊って・絵本を楽しむ、
親子で楽しむエンターテイメント！

公演スタッフボランティア

(土)１２.１９
①１０：３０
②１３：００
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公　演　名 ジャンル 金額 備考

共
催

ここからプレミアム劇場vol.02

team；ここから プロデュース

Marie spring concert　アピオスに歌姫が舞い降りた-

Ｊ－ＰＯＰ 5月17日 （日） 16:00 公演終了 公演終了

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ席2,500円
ちょこっとﾌﾟﾚﾐｱﾑ席

1,800円
一般席1,500円

まるごと文化ホール計画「住民主役・行政支援」の企画プロ
ジェクト第2弾!!ピアノの弾き語りを基調としたライブをくり広
げる七色の歌声を持つシンガーソングライター“Marie”なら
ではの音楽世界へ。

創
造

アピオス小劇場vol.25

えほん de show !!　　出演：市内保育園教諭（朗読）ほか

絵本＆
ピアノ

8月27日 （木）
①10:00
②11:00

公演終了 公演終了
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 週末よしもとin小美玉 お笑い祭り！ お笑い 8月30日 （日） 19:00 公演終了 公演終了 3,500円

出演：中川家，パンクブーブー，ピース，佐久間一行，2700
ほか

共
催

アピオス小劇場vol.26　team；ここから プロデュース

今宵 貴方と音楽散歩part3　出演：Ｍ・ヨシナリほか

歌謡曲・
ＪＡＺＺほか

9月13日 （日）
①14:00
②18:00

公演終了 公演終了
1,800円

（1ドリンク付）

Sax奏者Ｍ・ヨシナリさんが出演。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。マダム京子再び!!

創
造

APIOS STREETDANCE FESTIVAL ONE
～ひとりひとりが主役のフィールドへ～
　【新企画】

ストリート
ダンス

10月4日 （日） 15:30 公演終了 公演終了
SP席3，000円
SS席2，000円
SA席1，000円

おやじバンドコンテストに替わるアピオスの新企画。アピオ
ス初の「ストリートダンスフェスティバル」。世界で活躍する実
力派ダンサーがアピオスに集結し、大ホールの舞台を盛り
上げます。ダンスWS参加者との競演もあり！小ホール・屋
外でも盛り沢山の企画を開催。

創
造

 第７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15日 （日）
13:00
予定

― 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。

12月19日 （土）
①10:30
②13:00
③15:30

12月20日 （日）
①10:30
②13:00
③15:30

鑑
賞

いっこく堂ボイスイリュージョンwith
マギー司郎マジックショー

腹話術
マジック

2月7日 （日）
14:00
予定

未定 未定 腹話術とマジックの異色コラボレーション企画。

鑑
賞 岩崎宏美　40周年感謝祭　光の軌跡 歌謡曲 3月12日 （土）

18:30
予定

未定 未定 デビュー40周年を迎える岩崎宏美のスペシャルコンサート。

創
造 第７回小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー 住民参加 3月20日 (日)

15:00
予定

1月23日 全席指定 一般1,000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。

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

参
画  team；ここから 住民参画

参
画

 APIOS STREETDANCE FESTIVAL ONE
 実行委員会

住民参画

H27.11.1現在

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公演スタッフ、
おもてなしとしてぱるずコーヒー、広報としてぱるず通信を発行している。

「アピオス小劇場」の
企画・制作・運営

アピオス活性化委員によって立ち上げられた「住民主役」の企画実践チーム。
「アピオス小劇場」の企画・制作・運営活動を展開中。

「APIOS STREETDANCE
 FESTIVAL ONE」の企画運営

平成25-26年度アピオス活性化委員を主要メンバーとする実行委員会。
「APIOS STREETDANCE FESTIVAL ONE」の企画運営を行う。

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。

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。

平成２７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.27

 おやこDEジャズ 2015
-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22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。


