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！ チケット＆申し込みインフォメーション
令和２年度小美玉市学校アクティビティ事業
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集大成コンサート 綛糸-ＫＡＳＥＩＴＯ-Ⅳ

三宅狂言会 狂言鑑賞会

四季文化館

四季文化館

森のホール

２０２１年２月２１日（日）１４：００

森のホール

２０２１年２月２３日（火・祝） １４：００

チケット販売中！ ０２９９-４８-４４６６（

レイベント

アピオス×ｅスポーツプ

チケット販売中！ ０２９９-４８-４４６６（

予選期間

２０２０年１２月１０日（木）～２０２１年１月３１日（日）

試遊イベントも同時開催中！

ドドン 開催中！
予選

日程 １月１７日（日）、１月３１日（日）
時間 ①１０時～１２時 ②１３時～１５時

と

）

実施タイトル 太鼓の達人 Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈば～じょん！ 気軽に
参加してね！

参加無
料

太鼓のの達人

）

決勝大会は

３月１４日（日）
ド迫力バトル‼

で
待ってるよ～♪

会場 小川文化センター

詳しくはコチラ！
アピオス
ホームページ

中学校
芸術鑑賞

◇料金：
通常料金３,０００円
小美玉市在住の方２,５００円
◇全席指定
◇公演時間：休憩をはさみ約２時間
◇出演： 三宅狂言会
◇主催：（株）茨城新聞社
（公財）げんでんふれあい茨城財団
◇共催： 小美玉市
◇ボランティア協力：みの～れ支援隊

◇料金：
一般１,０００円、高校生以下５００円
◇出演 ： 岩田卓也 （尺八） &
伊藤ケイスケ （津軽三味線）
琴佳（箏・十七絃箏）、長須与佳（尺八・琵琶）
ｃｏｄｅ”Ｍ” （ピアノ ・ 箏 ・ 邦楽囃子）
吉井盛悟 （太鼓 ・ 笛）
◇年齢制限なし
（託児はありませんのでご注意ください）
◇主催：小美玉市
四季文化館企画実行委員会
◇共催：小美玉市教育委員会

東京室内管弦楽団の豪華な演奏！

アピオスＴｗｉｔｔｅｒ

＠ａｐｉｏｓ＿ｏｇａｗａ
で検索‼

２０２０.１２．２ みの～れ

２０２１年２月の催し

※営利目的でなくどなたでも入場可能で「文化芸術イベント情報掲載申込書」にて申込みをした催しのみ掲載しております。
※このスケジュールは２０２０年12月１３日に作成したものです。新型コロナウイルスの影響により中止（延期）の可能性があります。

土

リボーンアートボール2020ワークショップ

2月16日～
2月28日

火
日

陽だまり広場Vol.62
小川古木会作品展

2月17日～
2月28日

水
日

陽だまり横丁Vol.164
大和田正常絵画展2021

2月23日
2月27日

日

令和２年度小美玉市学校アクティビティ事業
集大成コンサート 綛糸（かせいと）Ⅳ

火祝 三宅狂言会 狂言鑑賞会
土

和太鼓ワークショップ

9:00～21:00
9:00～21:00
最終日～14:00
9:00～17:00
9:00～17:00
最終日～12:00
14:00

①10:00
②13:30
9:00～17:00
初日13:00～
最終日～13:00
２月２１日イベント開催予定 9:00～21:00
最終日～14:00

2月13日

2月21日

開演

場所
みの～れ
館内通路
みの～れ
ホワイエ
アピオス
館内通路
アピオス
ロビー
コスモス
文化ホール
コスモス
展示ホール他

主催・問い合わせ先
四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466
四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466
小川文化センター(アピオス）
0299-58-0921
小川文化センター(アピオス）
0299-58-0921
生涯学習センター（コスモス）
0299-26-9111
茨城県県民生活環境部生活文化課
029-301-2824

料金

アピオス
ロビー

小川文化センター(アピオス）
0299-58-0921

みの～れ
ホワイエ

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

無料
無料
無料
無料
無料
（要整理券）
無料
（要申込）
無料

14:00

みの～れ
森のホール

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

一般1,000円
高校生以下500円
（全席自由）

14:00

みの～れ
森のホール

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

小美玉市在住の方

10:00～12：00

みの～れ
風のホール

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

500円
（要申込）

3,000円
2,500円

雑記

今年の１１月でみの～れは１８歳、アピオスは３８歳になりました。再来年の２０歳、４０歳の節目に向けて、各館ではどんな
お祝いにしようかと、関わっている住民の方々とともに話し合いが始まりました。少し先ですがコロナ対策も考えながら
企画を進めていこうと思います。どんな企画になるのか楽しみです♪＜四季文化館（みの～れ） 林 美佐＞

編集：みのンぱ編集局
発行：小美玉市生活文化課
発行日：令和２年１２月２４日
〒３１９-０１３２ 茨城県小美玉市部室１０６９
（四季文化館みの～れ内）ＴＥＬ：０２９９-４８-４４６６／ＦＡＸ：０２９９-４８-４４６７

小川南中学校
吹奏楽部向け
クリニック

開催日
イベント
1月25日～ 月
ときめき美の小径 第１４回企画展
3月20日 土祝
販売日ありＨＰチェック
1月31日～ 日 陽だまり横丁Vol.163
2月14日
日 たまゆら 藤井美智子
2月2日～
火 遊（-You-）歩道
2月26日
金 ひばり保育園
2月2日～
火 陽だまり広場Vol.61
2月14日
日 日本画展
ピアノ・バイオリン・チェロの生演奏でおくる音楽影絵劇
2月7日
日
影絵劇団かしの樹「ピーター★パン」

１１月２８日（土）、学校芸術鑑賞事業の
一環で、小川南中学校吹奏楽部が東京
室内管弦楽団のトランペット奏者、三澤
慶さんによる吹奏楽部向けのクリニックを
受けました。トランペットの指導を受けた
生徒は、「教えてもらっているうちに楽しく
なり、音がしっかり出るようになりました」と
話し、全 体 練 習 を 受 け た 部 長 さ ん は

「教え方が面白かったので音が上手に
出るようになった。これからの練習に役
立つクリニックでした」と話してくれました。
１２月２日（水）は、みの～れ森のホールで
小美玉市内の中学２年生を対象に演奏
会が開催されました。ソーシャルディス
タンスを取りながら、マスク・フェイスシールド
を着用した生徒が１８種類の楽器、４３名の

団員による美しい音色が心の奥まで染み
込むような素晴らしいコンサートに耳を傾け
ました。指揮者の橘直貴さんが「音楽から
元気をもらってエネルギーを蓄える時間
があってもいいんじゃないかな？」と生徒に
優しく語りかけてくれたのが印象的でした。
＜みのンぱ編集局 藤田佐知子＞

吹奏楽部１９人に贈るプロの授業！

み さ わ け い

講師

三澤慶さん

２０２０.１１．２８ 小川南中学校

REPORT

高校演劇祭茨城大会

茗溪学園高等学校

関東大会へ進む
２校が決定‼

REPORT

参加校の熱い思いを取材しました！

ＯＭＴ-ＪＡＰＡＮ

REPORT

ピーターパン

〇清真学園高２年大塚さん：何でも
楽しめるようになるまでには努力が必要
だと思い、練習を重ねました。入賞
よりも、良い作品創りを目指したいです。
〇並木中等校４年黒須さん：今の私たちに
しかできないことに日々挑戦しています。
たとえ失敗して傷ついても、そこから
得るものがたくさんあることを学びました。

下妻第一高等学校

２０２０.１１．２２ みの～れ

〇下妻一高２年後藤さん・桑島さん：
素晴らしい脚本から社会問題を考える
貴重な機会を得ました。強い絆で結ば
れた私たちの作品を、多くの方々に
観て欲しいです。
＜みのンぱ編集局 瀧澤比佐乃＞

飛ばせ！

REPORT

１１月２９日（日） 午 後 １ 時 ３ ０ 分 か ら 約 ２ 時 間
１８演目のショーに、コロナ対策で半数に減らした
座席がほぼ満席になるほどの盛況でした。市内
在住の工藤さん母娘は「マジックショーが面白
かった」と話してくれました。ＯＭＴのブログを見て

ＭＴ
Ｏ

あ
つ
い

！
文化の冬 ！
到
来

笛の音楽隊

２０２０.１２．６ コスモス
赤ちゃんも一緒に聴けるコンサート「笛の
音楽隊ｗｉｔｈ魔法の笛吹き」が、コスモスで
開催されました。第１部は笛とピアノのアン
サンブル「ル・ヴァン・ファントーム」による
ディズニーメドレー、クラシック、６種類の
リコーダーを使った演奏を行いました。
REPORT

お客さまは「リコーダーにはすごく小さいもの
から長く大きなものまであり、びっくりしました。
それぞれの音色を活かした演奏も楽し
かった」と話してくれました。第２部は、笛の
音楽隊ピッコロとの共演。第３部は、ワーク
ショップメンバーを含めて迫力ある

こもどーるコンサート

２０２０.１１．２３ みの～れ
１１月２３日（月・祝） 、 み の ～ れ 風 の ホ ー ル に て
凧づくりワークショップが開催されました。毎年恒例の
イベントですが、今回はマスク着用の上、家族ごとに
テーブルを分けて行われました。簡単に作れる凧と、
ちょっと難しい凧の２種類に挑戦！当日は天気も
よく、青い空の下、参加した子どもたちも広場で作った
凧を飛ばして元気よく走り回っていました。
＜みのンぱ特派員＞

公演を知ったかすみがうら市の関内さんは、タップ
ダンスの妙技に魅入っていました。今回の公演で
落語に挑戦したメンバーのかなみんは「今後も
続けていきたい」と熱意を話してくれました。
＜みのンぱ編集局 遠藤雅樹＞

演劇Ｃｒｅｗ Ｃｏｓｍｏ’ｓとワークショップメンバーで８月に
公演予定だった『ピーターパン』は、コロナ禍のた め 、
令和３年３月に延期されました。このような中でも、今回は
新人も多く、演出家の稜地一週さんは、レベルが高い
人達が集まったと期待しています。各メンバーが距離を
保ちながらも、とても熱気が伝わってきました。稜地さんは、
「新しい試みをたくさん入れて、昨年とは違うピーターパンに
仕上げます。昨年までに観た人も観なかった人もぜひ
ご来場下さい」と意気込みを話してくれました。
＜みのンぱ特派員 菊地方美＞

２０２０.１２．１３ コスモス

「紅蓮華」を披露しました。「赤ちゃんを
連れて来て泣いてしまうか心配でしたが、
身体を動かしながら楽しんでくれました。
また、聴きたいです」とお客さまは笑顔で
話していました。
＜みのンぱ編集局 加藤篤子＞

このコンサートの名にふさわしく、ファミリーがたくさん
集まり、子どもたちが楽しそうにリズムをとっていました。
曲の中には、観客の乾いている耳に生音がしみ込んで
いくような静寂さもありました。華麗な演奏を終えた４人
からは「コンサートの開催は約１０ヶ月ぶりでした。コロナ
禍の中、コスモスの皆様と一緒にいろいろ試行錯誤して
できたコンサートなので嬉しい限りです。私達にとっても
次につながるコンサートとなりました」「お客様を前に
して演奏ができた喜びを感じました」「機会を与えて
くださったことに本当に感謝しています」と喜びの声を
伝えてくれました。＜みのンぱ編集局 野手利江＞

誕
生
し
ま
し
た

コスモスプロジェクト の

NEXT...

凧作りワークショップ

作って

２０２０.１１．２９ みの～れ

２０２０.１２．９ コスモス

ロゴマーク が新たに

文化の秋を
終えたら・・・
REPORT

フェイスシールド装着
しながら練習する様子

〇茗溪学園高２年君羅さん：コロナ禍
という試練があったからこそできた作品
です。これからも毎日の稽古を大切にして、
楽しみながら舞台を創っていきたいです。

！
！
コスモスの語源は、ギリシャ語で「秩序」「調和」を意味し、
「二枚の羽状の美しいもの」という意味から名付け
られています。ロゴマークは、コスモスの花のイメージを
もとに左右対照により調和をはかっています。コスモスの
葉は限りなき成長と霞ヶ浦の波を表し中心にピンク
の花（花言葉：純潔）が咲き誇っています。生涯学習
センターのキャッチコピー「学ぶ楽しさ∞」の限りなき
成長にあわせ、マークの花の中心や花びらに色を入れ
たり、葉っぱの波を染め上げたりしながら、これからの
コスモスの躍進にあわせて色合いを変えることのできる、
『成長するロゴマーク』が誕生いたしました。
＜みのンぱ特派員＞

