2019 新春
ミラージュカルチャーフェスタ！ 1月26日●~27
日
土
日●

開館時間 9:00～22:00
休館日 毎週火曜日（休日の場合は翌平日)
〒937－0853 富山県魚津市宮津110番
TEL（0765）23－1123 FAX（0765）23－0534
e-mail info@miragehall.jp
http://www.miragehall.jp

平成31年

ゆったりすっきり
ヨーガ・セラピー教室

伝統的ヨーガの技法（ポーズ・呼吸法・瞑想法）
を取り入れ、毎日の生活を
健康的に過ごせるよう指導させていただきます。初めての方でもお気軽
にご参加下さい。

日時：27日 15：30～16：30 定員：15名 会場：201会議室
持ち物等：動きやすい服装、飲み物、ヨーガマット又はバスタオル 材料費：なし

NPO法人 ステップ21 健康体操
インストラクター 松本美津子

健康体操教室

可西舞踊研究所

バレエストレッチや簡単なバーレッスン、スキップや短い踊りなど音楽に
合わせて楽しく体を動かします。

身体に無理のない体操、ダンス、ストレッチ、やさしい“よさこい踊り”など
音楽に合わせて体を動かしましょう。

日時：27日 15：30～16：30 定員：10名程
会場：リハーサル室 持ち物等：動きやすい服装

日時：27日 10：00～12：00 定員：7名
会場：第3練習室 持ち物等：タオル、少し低いスニーカー

ヒューマンビートボックス
教室

材料費：なし

富山を代表するヒューマンビート
ボクサー
ち rori

Human Beat Box(ヒューマンビートボックス)カッコイイ！ でも何から始
めたら？ そんな方々の道しるべに。基本の音からリズミカルにビートをき
ざむまで、出来るようになります。
日時：27日 15：30～16：30
会場：第2音楽室 持ち物等：飲み物

材料費：なし
日本体育協会公認エアロビック指導員
日本フィットネス協会上級エアロビック
インストラクター 伊藤昌子（SHOKO）

エアロビック教室

初心者(身体の通信アップ教室)60分
材料費：1回600円
初中級(エアロビクスに慣れてきた方の教室)60分 続けて1,000円（2コマ）
ディスコワールド15分 気軽にご参加ください。
日時：27日 10：00～12：15 会場：第2練習室
持ち物等：運動できる服装、飲み物、内履きシューズ

5回チケット2,300円
6回チケット2,500円

s VYASAインド中央政府公認
ヨーガセラピスト
天野和美

ヨーガ教室NIKO

伝統的ヨーガの技法（ポーズ・呼吸・瞑想法）
を行い、統合的な健康を目指
します。初めての方、体が硬い方、気軽にご参加ください。
日時：26日 11：00～12：00 定員：10名 会場：第1練習室
持ち物等：動きやすい服装、汗拭きタオル
ヨーガマット又はバスタオル、飲み物 材料費：なし

WOZ
ミュージカルスクール

日時：26日 13:00～16:00 27日 10:00～12:00
会場：リハーサル室 持ち物等：動きやすい服装 材料費：なし

フラワーアレンジメント
インストラクター
田中政子

富山ハワイアン協会副会長
ハワイアンバンド・
パームブリーズ
布村

音脳ピアノリトミック

日時：27日 10：15～11：00
定員：５組
対象：2才～3才と保護者
会場：第1音楽室

日時：27日 11：15～12：00 定員：５組
対象：生後1ヶ月～3才と保護者
会場：第1音楽室 材料費：なし
持ち物等：親子共動きやすい服装

一般社団法人 日本己書道場
道場師範
柴垣美穂

ハガキ大の作品を描いてみよう。

和紙ちぎり絵教室

材料費：500円
しゅんこう認定講師(公益財団法人)
日本和紙ちぎり絵協会
山本芳子
特待会員

日時：26日 13：00～16：00 定員：10名
持ち物等：なし 材料費：1,000円

渡瀬千夏

水玉もようで自分の名前をアートしよう。
日時：26日 14：00～16：30
持ち物等：ウェットティッシュ
材料費：500円

会場：展示ホール内

Goodyオトナの
英会話教室

齊藤洋志

大

ホール

※小学生以上有料。未就学のお子様は、
保護者の座席の範囲に限り入場可能

護

好評発売中！良い席はお早目に
2015年に開催した、山崎まさよし String Quartet
“HARVEST”
以来3年ぶりにカルテットとの共演ツ
アーが決定。
山崎まさよしに加え、弦楽四重奏が折り重なるスペ
シャル編成でのライブは必見です！

音脳リトミック+リズムマッサージ

日時：26日 11：00～16：30
27日 15：30～16：30
会場：展示ホール内 持ち物等：なし

700台

【全席指定】7,500円（クルー会員同額）

アトリエ・ミュージシェンヌ主宰
全日本ピアノ指導者協会会員（PTNA）
日本音楽脳育協会会員
中島美奈
ライアー響会会員

日時：26日 13：00～16：00 定員：6名
27日 10：00～12：00 定員：6名
会場：展示ホール内 持ち物等：なし 材料費：800円

夢ロゴアートインストラクター

開演19:00 開場18:30

日時：27日 15：30～16：20 定員：3名 会場：第1音楽室 材料費：なし
持ち物等：お持ちの方は、ウクレレ、チューナー、譜面台を持参願います。

季節を問わず、20分程で完成出来るものを作ります。

夢ロゴアート教室

12月5日（水）

ウクレレ演奏の体験をしてみませんか？

音脳リトミック教室+
リズムマッサージ

米三

「Yamazaki Masayoshi String Quartet “BANQUET”」

日時：26日 10：50～11：30 定員：５組 会場：第1、2和室
対象：生後1ヶ月～2才くらいのお子様とママ、妊婦さん
持ち物等：ママと赤ちゃんのお出かけに必要なもの 材料費：なし

エンジョイウクレレ教室

ミラージュ
ホール前

山崎まさよしカルテットツアー

［ベビーサイン体験教室］0才、1才の頃の赤ちゃんも伝えたいことはいっぱ
い。話し言葉では難しい頃でもお手てで伝える方法があります。
「ベビーサイ
ン」
です。プチ講義、DVD、手あそびをしてプチ体験の時間を開催します。

プリザーブドフラワー作品を作ってみませんか？
会場：展示ホール内

●あいの風とやま鉄道 魚津駅から約 4km
●北陸自動車道 魚津I.Ｃ. から約 2km
●富山地方鉄道 電鉄魚津駅から約 2km
●富山地方鉄道 電鉄西魚津駅から約 1.5km
●魚津市街地巡回バス1乗車 200 円（未就学児無料）
●シャトルタクシー（指定事業のみ運行）要予約
（詳細は新川文化ホールへお問い合わせください）

Event Guide
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材料費：なし

日本ベビーサイン協会 リーダー認定講師
ベビーヨガセラピー インストラクター
RODY YOGA インストラクター
栗山早苗
抱っこマイスター

己書み楽寿道場

森内ゆう子

ミュージカルナンバーの歌とダンス、場合により演技もあります。表現す
る楽しさを学びましょう。

フラワーアレンジメント
教室

くりさんの楽しい！
親子時間教室

交通のご案内

あいの風とやま鉄道

バレエ教室

イベントガイド

富山地方鉄道

無料体験教室
参加者募集!!

sVYASAインド中央政府公認
ヨーガ・セラピスト
佐藤亜紀

上村木東
魚津駅

♪ミュージックランチスペシャルコンサート ♪

Merry Crystanto!

12月23日（日）

ひとりひとりの声がもつ色彩、
うたの力、音楽の輝き！
聴いて、感じて、愉しんで！
ひとときの音楽、
そこはクリスタントの
ミュージックワンダーランド！

開演14:00 開場13:30

【全席自由】 一般1,000円（クルー会員500円） 高校生以下無料

プログラム

小

♪ 翼をください ♪ You raise me up ♪ ふるさと(クリスタントのアカペラ）
♪ クリスタントが届けるクリスマスソング 他
ソプラノ

テノール

ホール
ピアノ

出演者

日常や海外旅行で使える簡単な英会話体験ができます。

日時：26日 13：30～15：00 定員：10名
27日 10：30～15：00 定員：10名
会場：展示ホール内・103号室 持ち物等：筆記用具（ペン・ノート）
材料費：なし

浜田 智美

松崎 加代子

野上 聡子

近藤 洋平

奥田 知絵

※内容は一部変更になる場合がございます。

クルー会員様には…
●「新川文化ホールイベントガイド」、先行購入方法や会員特典などをお知らせする
「かわら版」を毎月送付いたします。
●お問い合わせは、新川文化ホールまで ☎ 0765-23-1123 e-mail：Info@miragehall.jp

チケットのご購入は、アーツナビをご利用下さい。
アーツナビ販売窓口 新川文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、富山県高岡文化ホール
インターネット
http://www.arts-navi.com

