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立春を迎え、寒さの中にも春を感じる光が差しています。１１月開催予定の周年記念事業を計画する中で、文化ホールがこれまで歩

んできた道のりを辿る機会を得ています。その都度、多くの先輩方の熱い思いと尽力のおかげで小美玉の文化事業が成り立ってきた

ことをしみじみと感じます。尊敬と感謝の気持ち、しっかり伝えていきたいです！　＜みのンぱ編集局　瀧澤比佐乃＞

コロナ禍のため２度の延期を経て、３度めで無事

開催されたこの企画。デジタルアート映像を手掛けた

イシイキヨコさんにお話を聞きました。「芸術展

プロジェクトメンバーから、たまごをテーマにして

ほしいと聞き『命が生まれる』というストーリーで

創りました。子ども達にぬり絵の提案もさせて

いただきましたが、大勢が参加してくれ、また

メンバーの方々が大事に長い間保管してくれた

ことも感激でした」。初めてのデジタルアート企画に

子 ど も か ら 大 人 ま で 楽 し ん で い ま し た 。

＜みのンぱ編集局　野手利江＞

２０２２年４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２０２２年２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。

CHECK！！ チケ　ト＆申し込みインフォメーションッ

チケット発売中！ 　０２９９-２６-９１１１（ 　　　　　　）
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デジタルアート

・小美玉さくらフェスティバル２０２２　　　　　　　　　　　４月２日（土）　　→　中止　　　　　　　 【会場】四季文化館みの～れ

開催日 イベント 開演 場所 主催・問い合わせ先 料金

4月1日～
4月27日

金
水

遊（-You-）歩道
元気っ子幼稚園

9:00～17:00
アピオス

館内通路
小川文化センター(アピオス）

0299-58-0921
無料

4月16日～
4月24日

土
日

陽だまり広場vol.87
みのり手芸クラブ展

9:00～17:00
初日13:00～

アピオス
ロビー

小川文化センター(アピオス）
0299-58-0921

無料

4月30日 土
①11:00
②14:00

5月1日 日
③11:00
④14:00

おやこＤＥジャズ
アピオス
大ホール

小川文化センター(アピオス）
0299-58-0921

無料
(要整理券)

３月１２日（土）
１０：００～整理券受付開始

イベントの延期・中止について

・アピオス遊んでｅ計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月６日（日）　　→　夏頃予定　　　　【会場】小川文化センターアピオス

新型コロナウイルスの影響により、下記のイベントを開催延期・中止させていただきます。お楽しみの皆様に、心よりお詫び申し上げます。

・小美玉市文化協会公演事業バラエティーショー　　２月２６日（土）　→　中止　　　　　　　【会場】小川文化センターアピオス

イシイキヨコさん

デジタルアート作家

「見つける・みがく・光を当てる」芸術展プロジェクト

～小美玉に光を当てよう～

「見つける・みがく・光を当てる」芸術展プロジェクト

～小美玉に光を当てよう～

宇 宙散歩  た ま ごｖｅｒ宇 宙散歩  た ま ごｖｅｒ
イシイキヨコによる星とたまごのデジタルアート映像イシイキヨコによる星とたまごのデジタルアート映像

チケット発売中！ 　０２９９-５８-０９２１（ 　　　　　　）

お問い合わせ　０２９９-４８-４４６６（ 　　　　　　） お問い合わせ：日本太鼓財団茨城県支部事務局 ０９０-９１５０-２０６１（平野）

◇料金 ： 前売１,０００円、 当日１,３００円

◇全席自由

２０２２年３月１２日（土） ①１０：００ ②１３：３０

第８回コスモスシネマ

大コメ騒動

生涯学習センター 文化ホール

市毛良枝＆秋川雅史の朗読と音楽コンサート

「夫婦の手紙」～感動編～
２０２２年３月１９日（土） １５：００

小川文化センター 大ホール

◇料金： ３,５００円 ※未就学児入場不可 

◇出演 ： 市毛良枝（朗読） 秋川雅史（歌）　

　　　　　　　小島さやか（ピアノ）

◇全席指定

◇出演：Ｒｈｏｄｅｓ隊長 金子雄太（ピアノ・ボーカル）

　　　　  Ｍｉｋｉ隊員 愛田美樹（ボーカル）

◇定員： ５０名

◇料金：１，０００円 （ペットボトル付）

◇未就学児入場不可

２０２２年３月１９日（土） １９：００

光と風のステージＣＵＥｖｏｌ.６２

ＰＯＰＳ＆ＪＡＺＺ

四季文化館 風のホール

◇出演：創作和太鼓集団みのり太鼓、本陣太
　         鼓、やんさ太鼓保存会、波崎はやうち   
　　　　　　太鼓保存会、和太鼓友

◇入場無料（要整理券）　◇全席自由

◇満４歳以上からの入場となります

２０２２年３月２７日（日） １３：３０

第１回

茨城どまんなか太鼓まつり

小川文化センター 大ホール

新型コロナウイルス感染拡大防止のご協力をお願いします新型コロナウイルス感染拡大防止のご協力をお願いします



おやこＤＥジャズ
２０２２年

４月３０日（土） ①１１：００ ②１４：００

５月　１ 日（日） ③１１：００ ④１４：００

お問い合わせ　０２９９-５８-０９２１（　　    　　　）

そら

開演の３０分前に開場/公演時間：約１時間（予定）

入場整理券受付開始日　
２０２２年３月１２日（土）１０：００～

◇場所：小川文化センターアピオス

◇料金：入場無料（全席指定）

あのムシたちが

　　　　　 に 帰ってくる！

おやジャズはさらに パワーアップ！

①
会場がアピオス大ホールに！ 新しいムシが遊びに来る！

②
ギッチョン先生の

お友達だよ！

けん玉で

積み木
２０２２．２．５　アピオス

？！
昨年末ＮＨＫ紅白歌合戦の中で、「けん玉

ギネスチャレンジ」に出演したというトーゴ

さんが講師となり、小学１年生～７０代まで

７名が参加しました。見学していて、けん玉

は体全体を使う全身運動だとわかりました。

トーゴさんの一人一人丁寧な指導とアドバ

イスで「野球」「サーカス」という難しい技まで

教えていただき、あっという間に時間が

過ぎました。最後にけん玉リレーを行い、

見事２度めで大成功、会場は盛り上がりま

した。７歳のそうたくんは、「練習のしかたがわ

かった。おうちでもいっぱいやりたい」と

目をきらきらしながら、話してくれました。

＜みのンぱ編集局　野手利江＞

アピオスでは「陽だまり広場」企画展「小美玉市の作家たち

展」が１月９日～２２日まで開催され来館した人たちの目を

楽しませました。この企画展は、令和３年度茨城県芸術祭

美術展覧会に入選した１３名が参加し、日本画・洋画・工芸

美術・書・写真を展示しました。今回、髙橋義直さんの工芸

美術が加わりました。作品『泥彩の器』は「今までは青磁の

つるつるピカピカしていたものを十数年創ってきましたが、作風

や目先を変えたいという気持ちが湧いて、昨年から本格的に

土を意識してザラザラした作品を創っています。まだまだ

研究中です」と話します。来年度に向けて作家さんの活躍を

楽しみにしています。＜みのンぱ編集局　藤田佐知子＞

REPORTREPORT 小美玉市の作家たち展 展示期間：１月９日（日）～１月２２日（土）

高橋義直さん

作品『泥彩の器』と

展示の様子

そら

２部では宙語りとして星空の映像と語りに合わせ口笛が

流れる贅沢な空間での星座の話に、誰もが引き込まれて

いました。「口笛が透き通っていて高音が響き素晴らしい

コンサートですね」「３年延期を重ねこんなに大勢の方に

聴いていただき感激です」観客も主催者もそれぞれに心

温まるひとときでした。＜みのンぱ編集局　福島ヤヨヒ＞

口笛コンサート（ｔｅａｍ；ここからの企画）がコロナ禍で心配

された中、できるだけの対策をとって開催されました。いつもの

小ホールからもっと大勢の人に聞いていただきたいと

大ホールでの演奏会に、１７０名の観客が訪れました。１部

ではお馴染みの『口笛吹と犬』や、柴田さんが演奏している

テレビドラマ『生きてふたたび』エンディングテーマなどの曲、

柴田晶子さん

口笛奏者

REPORTREPORT

２０２２．１．２３　アピオス

けん玉
体 験 教 室
Ｋ Ｅ Ｎ Ｄ Ａ Ｍ Ａ

REPORTREPORT

トーゴさん

けん玉先生

令和４年４月から生涯学習センターコスモスにて、

「陽だまりスクエア」という展示が始まります！

ニューヨークタイムズスクエアのように様々な

アーティストが入れ替わり集まる場とすることで、

いつ来ても何かやっている・・・そんな空間を

目指します。自然や歴史が豊かなコスモスに、

あなたの作品をぜひ展示してみませんか？

プロアマ問わず市内外も問いません。現状

復帰できればどんな企画でもＯＫです！

＜コスモスグループ展示コーナー実行委員会＞ お問い合わせ 　０２９９-２６-９１１１（ 　　　　　　）

色んな方が集まり、行き交う場所

「陽だまりスクエア」

出展者募集中！

コスモス1階に
常設展示コーナーが誕生！

新コスモス 　  展示企画

コスモス
ホームページ

詳細は

コチラから！

けん玉体験教室の様子

そら


