CHECK！
！ チケット＆申し込みインフォメーション
ＡＰＩＯＳ ＤＡＮＣＥ ＳＴＡＤＩＵＭ

第１５２号
Ｊｕｎｅ．２０２１

詳しくはコチラ！

２０２１年８月２２日（日） １５：００
小川文化センター

大ホール

◇出演 ： 全８チーム
◇ゲスト： 早稲田大学男子チアリーディング部 『ＳＨＯＣＫＥＲＳ』
◇料金 ： ５００円（指定席） ※３歳以下は入場不可
◇主催 ： 小美玉市、小川文化センター活性化委員会

※外部サイトに接続いたします。
通信料が発生します。

◇主管 ： ＡＰＩＯＳ ＤＡＮＣＥ ＳＴＡＤＩＵＭ実行委員会

◇同日開催：ハンドメイド雑貨「クラフト×ダンス」Ｗａっしょい！ＳＵＭＭＥＲ‼（１０：００〜１６：００）

チケット発売中！ ０２９９-５８-０９２１（

）

エコバッグデザイン作品大募集‼
２０２１年

お

募集
５月１日（土）
期間

テーマ
み

8月9日～
8月28日
8月21日

イベント

◇入賞者には景品があります

お問い合わせ ０２９９-４８-４４６６（

開演
9:00～17:00

劇団創造市場
銀河鉄道の夜

陽だまり横丁 vol.170
月
陽だまり隊プレゼンツ
土
化けねこ横丁～vol.3～
演劇CrewCosmo’s
土
ピーターパン

※展示期間中ＷＥＢ上での公開も予定しています

）

※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２０２１年６月６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。

水 遊（-You-）歩道
日 四季の杜保育園
土

◇展示期間：１０月１日（金）～１０月２４日（日）
◇展示場所：四季文化館
陽だまり横丁

？

２０２１年８月の催し
8月7日

バルーンアート
が
おでむかえ！

～ 7月３
１日（土）

たま

小美玉愛

開催日
8月4日～
8月29日

詳細はコチラ！

イベント ８月２１日（土）
１３：００～１７：００

場所
アピオス
館内通路

主催・問い合わせ先
小川文化センター(アピオス）
0299-58-0921

無料

①13:00
②15:30

コスモス
文化ホール

生涯学習センター（コスモス）
0299-26-9111

市内在住・在勤
在学の方 無料(要整理券)
市外の方1,500円

9:00～21:00

みの～れ
ホワイエ

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

①13:00
②16:00

コスモス
文化ホール

生涯学習センター（コスモス）
0299-26-9111

無料
（要整理券）

9:00～21:00

みの～れ
館内通路

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

みの～れ
風のホール

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料
（要整理券）

8月28日～
9月5日

土 ときめき美の小径
日 芸術展『たまご！?展』

8月28日～
9月5日

「見つける・みがく・光を当てる」 ７月２５日（日）１０：００～
10:00～17:00
整理券予約開始
土 芸術展プロジェクト
金土のみ17:30～
日 『たまご！?展』 宇宙散歩たまごver
20:00まで延長
イシイキヨコによる星とたまごのデジタルアート映像

からだをげんきに
うごかして！

料金

雑記

しっとりと街を包み込む雨の中に咲く鮮やかな紫陽花の横を、軒下の雛のもとへと、燕が低く飛んでいく。紫陽花の花言葉は
「辛抱強い愛情」。親燕も雛を想って雨空を飛ぶのでしょうね。梅雨の季節ならではの情景を目にしながら、ゆったりと過ごして
みるのも素敵ですよね？日本の梅雨は、こんなにも美しい。＜四季文化館（みの～れ） 高野正人＞

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３年６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

ピアノ
ソプラノ
うのき え り

鵜木絵里さん
© 深谷義宣aura.Y2

なかがわ けんいち

中川賢一さん
ⒸMika Oizumi

おうたにあわせて
みんなでてびょうし！

昨年は中止になってしまった『おやこＤＥわくわくコンサート』。
子どもたちも楽しみにしている中、コロナ対策をしっかり行い、
色あざやかで大きなバルーンの木が観客を出迎えました。
出演者は、ソプラノの鵜木絵里さんとピアノの中川賢一さん。
子どもたちは、歌に合わせて手拍子をしたり、体を動かして
いました。ピアノソロ「月の光」では、静かに聴いたりと音楽を
体で感じながら楽しんでいました。大きな拍手で迎えたアンコール
もあり、笑顔いっぱいのコンサートでした。ホワイエでは『森の
てづくり市』と『絵本のかえっこ』コーナーもあり、親子で楽しい
一日を過ごせたことでしょう。＜みのンぱ編集局 加藤篤子＞

REPORT

光と風のステージＣＵＥｖｏl.５８

心を燃やすフラメンコ

REPORT

小美玉市 文化協会祭日程
文化協会祭

アピオス会場 ：６月４日（金）～６月６日（日）
コスモス会場 ：６月１１日（金）～６月１３日（日）
みの～れ会場 ：６月１８日（金）～６月２０日（日）

2021.5.22 みの～れ

2021.６.４-６ アピオス

「心を燃やすフラメンコ」は２回の延期を乗り越えてようやく
幕が開きました。チケットも発売後すぐに完売し、大好評でした。
人気の理由について実行委員の山本純子さんは「今回の
フラメンコ公演には『生演奏の歌と踊り』の見どころがあり、そこに
魂を感じられるのが魅力だと思います」と話していました。カンテ
（ボーカル）の濱田吾愛（わかな）さんは、フラメンコの世界は
「民衆の力」が原動力であると語り、本公演に際し諦めずに
頑張った実行委員にも称賛の言葉を寄せていました。ステージと
客席が一つになり、心燃やした公演となりました。
＜みのンぱ編集局 瀧澤比佐乃＞

REPORT

昨年は中止を余儀なくされた市文化協会祭が、コロナ禍を
乗り越え２年ぶりに開催されました。アピオス会場では
小ホールやホワイエでの展示に加え、大ホールでの発表も
行われました。コロナ対策もしっかりと行い、受付チェックか
ら役員がにこやかに出迎え、観客も展示作品などゆっくり
見学していました。大ホールでは練習を積んだ舞踊や民
謡が演じられ、大きな拍手が送られていました。「やっぱり
続けること、発表の場があること、そのために市の応援が
大事なことです」と支部長さんが語っていました。高齢化の
中でも、今後の文化協会の活動が若い世代へと繋がって
いく事でしょう。＜みのンぱ編集局 福島ヤヨヒ＞

※スクリーンに踊りの足元が見えるように工夫したステージづくり

NEXT

超 みの～れフェス

光と風のステージＣＵＥ ｖｏl.５９

みの～れ寄席 金原亭馬久・春風亭一花
７月１７日（土）

１９：００ チケット発売中！４８-４４６６（

）

申込締切

７月３１日（土）

２つのコースで参加者大募集‼

演劇ファミリーＭｙｕ

はっぴぃ♡ぷろじぇくと

プロ歓迎！

2021.5.23 みの～れ

演劇ファミリーＭｙｕによる「はっぴぃ♡
ぷろじぇくと」は気軽に参加できるワーク
ショップで、今回で１２回目。演劇ファミリー
Ｍｙｕの若手メンバーがリーダーとなり参加者
３０名がミュージカル体験をしました。最初は
緊張していた子どもたちも、ゲームが始まると
次第にほぐれ、最後には演劇ファミリーＭｙｕ
オリジナルミュージカル「わが家の天ぷら」の
ワンシーンから「みそ汁のうた」のダンスを
披露しました。短時間の練習でしたが、歌も
ダンスもバッチリ覚えていました。
＜みのンぱ特派員＞

得意なことでミニ発表‼

パフォーマーコース エンジョイコース
大道芸・ダンス・手品・お笑い・演奏ｅｔｃ…
ステージパフォーマンスで人気投票！

１０万円
万円

優勝賞金
募集要項

◇参加資格：プロ・アマ、年齢不問
※未成年の方は保護者の同意が必要
◇定員：１２組 ◇参加費：無料
◇ジャンル：大道芸、ダンス、手品、お笑い、演奏など
◇審査方法：観客の投票にて決定

歌・一発芸・なわとび・けん玉ｅｔｃ…
特技ならなんでも大丈夫！

幕間 の５分間で
お客さんに発表してみよう！
※こちらは賞金・投票はありません

超みの～れフェス
２０２１年１０月１７日（日） １２：３０

四季文化館

申込・詳細は
コチラ！

お問い合わせ ０２９９-４８-４４６６（

）

