バンドを組んでステージに立ちたい。作った作品をたくさんの方に観てもらいたい。そんなあなたを応援します。

あなたが主役。

期間１ヶ月間
出展料無料
販売もＯＫ！
個人・団体・プロ・アマ問わず

募集１ ホワイエに作品を飾る
その

・

館内通路壁面に作品を飾る
募集
２

その

期間１〜３ヶ月間
出展料無料
額装作品対象
個人・団体・プロ・アマ問わず

バンドを組んでステージに立つ
募集
３

その

平均年齢３０歳以上
ジャンル問わず
性別問わず

- おやじの威厳を取り戻せ！ 熱血ライブ -

（仮称）

作品を展示したい方、お待ちしています

いつ来ても何かやってる。 ぶらっと
寄って楽しめる。そんなホールになり
たいと考え、“陽だまり横丁”プロジェク
トを 展開しています。 このプロジェクト
は、Ｈ１９年度から四季文化館みの～
れで始まった取り組み。Ｈ２１年度から
は、 小川文化センター （アピオス）
でも連携してこのプロジェクトを実施し
ています。

作品を展示したい方、お待ちしています

男女混合や女性のみの編成でもＯＫ！ぜひお待ちしています
現在も活動しているおやじさんから、昔やってたおやじさん、
これを機に楽器を始めるおやじさんまで、ぜひご応募ください。
お子さんや奥さん、職場の仲間にかっこいい姿を披露しましょう！

１ヶ月１企画で、 できるだけ月の初
めから終わりまで展示していただき、
その期間内で最低一回はイベント（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 Ｏ Ｋ！自由度の高いこのプロ
ジェクト、 ぜひご活用下さい！

小 美 玉 市 四 季 文 化館

小美玉市小川文化センター

ＴＥＬ ０２９９-４８-４４６６ お申込み・お問い合わせ ＴＥＬ ０２９９-５８-０９２１

みの～れの館内通路はアートギャラリーになっていて、ホールを利用する方や
訪れる方の楽しみの一つとなっています。稼働率が高く来館者も多いみの～
れで、あなたの自慢の作品を展示してみませんか？個人でもグループでもＯＫ
です。期間は１ヶ月～最大３ヶ月。飾る場所も選ぶことができます。どなたでも
利用できますので、ぜひご活用ください。

陽だまり横丁ｉｎみの～れ
陽だまり横丁ｉｎアピオス
板津洋吉写真展 「筑波山系のいま」 ４月 陶酔会作品展 （陶芸）
ハートフルビレッジ もみ絵＆つまみ画展 ５月 浅野壬袈展 （書）
宮尾次郎 遊びクラフト展 ６月 貝塚勇２０世紀建築作品展
ＲＩＫＡチョークアート工房展 ７月 書楽会＆クレイフラワー コラボ展
古来の土と炎～未来へ （陶芸） ８月 加藤瑞穂展 （写真）
（仮）フォト五七五 （陽だまり隊企画） ９月 チカチカ屋＋ フォト＆イラスト展
ティンク ビーズ展 １０月 みのり手芸クラブ ニット・押し花・レカンフラワー展
演劇ファミリーＭｙｕ 舞台美術展 １１月 ※出展者募集中
※出展者交渉中 １２月 宙＆まーちゃんイラストギャラリー
※出展者募集中 １月 小美玉市書き初め展
※出展者交渉中 ２月 ※出展者募集中
※出展者交渉中 ３月 ※出展者募集中

原田誠子 さん
なつかしの名画座企画実行委員会
みの～れ支援隊公演スタッフ
アピオスぱるず

Minole
Apios
Volunteer

支えることにやりがい感じて活動
画ってホントに楽しい
よ！と語る原田さん。
なつかしの名画座実行
委員として大好きな映画を
語る目はまだ少女のように
きらきら輝く。 裏方大好き、
声がかかればできる限り実践
とばかり、みの～れ支援隊に
加えてアピオスぱるずにも

映

【募集要項】
■会場
小川文化センター（アピオス）大ホール
■本公演 ２０１０年１０月３日(日) １４：００開演
■出場条件
１．平均年齢３０歳以上で構成されていること（男女・市内外問わず）
２．１バンド２名以上のアマチュアバンドであること
３．音楽ジャンル、形態は問いません
４．事前のテープ審査あり（CD、MD、DVD、VHSいずれか）
※音源審査結果・理由についてのお問合せにはお答えできません。
予めご了承ください。
■演奏時間 １バンドあたり２曲（１０分が目安）
■本選出場費 １組１０，０００円
■募集組数 １０組程度
■主催者側で用意できる機材
ドラム／ピアノ／アンプ（ギター・ベース・キーボード用）
※その他、必要機材は持ち込みとなります。
■応募方法
今後発行する募集チラシ裏面の応募用紙に必要事項を記入の上、メンバー全員
が写っている写真を貼付して小川文化センター（アピオス）までお送りください。
■応募締切
２０１０年６月６日（日）必着
■出場希望者説明会（※ぜひご参加ください）
日時 ２０１０年 ５月２２日（土）１９：３０～

募集
締切
６月６日

■展示できる作品
備え付けのピクチャーレールを利用し、
壁面にかけられるタイプの作品
■作品の重量
１作品につき 25kg まで
壁面より突出する部分は15㎝以内
■利用料 ： 無料
■販売 ： 不可
■みの～れ貸出備品
ピクチャーレール用フック ・
展示用ワイヤー ・ 運搬台車
それ以外はすべて出展者が用意
【作品例】
書、 絵画、 俳句、 短歌、 押し花、
絵手紙、ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ、ﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭ、写真、
ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ、 ｱﾆﾒ、 切 り 絵、
押 し 絵、ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ、ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ、
機 織、 刺 し 子、 版 画、 彫 金、
篆 刻、ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ、 手 芸、染 色、
陶 板、ｺﾚｸｼｮﾝ、ﾎﾟｽﾀｰ、 団 扇、
わら細工

参加している。光と風のステージ
ではドリンク隊も務めた。「観る
だけでなく参加する楽しさも
知って欲しい」 と仲間を誘う
トーンも、コーラスで鍛えただけ
あって、上がっている頼もしい
支援隊員です。
< みのンぱ編集局 福島ヤヨヒ >

大賞
１０万円

ときめき
美の小径
エリア
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Jolly forest Jazz orchestra
2nd LIVE

模擬上棟式

小美玉市商工会×さくらフェスみの〜れ実行委員会

小美玉さくらフェスティバル
今回も楽しい催しが盛りだくさん！大人も
子どもも楽しめるイベントでした。その一つ
で あ る 「Jolly forest Jazz orchestra 2nd
LIVE」。住民楽団とは思えない素晴らしい
メロディーに、“子連れで来た” という “母業”
をひと時忘れ、贅沢な気分を味わえる時間
になりました。
< みのンぱ編集局 小松﨑由美子 > 昔あそび体験

紙 大相撲

模擬店

