５．イベント情報
イベント情報
(1)青少年姉妹都市訪問団の派遣
姉妹都市を結んでいるアビリン市と互いに交流することで，学生の国際感覚の醸成
と語学力の向上，向学心の高揚を図ることはもとより，姉妹都市住民の相互理解と親
睦を深め，ひいては両市の文化，経済，福祉各般にわたる向上，発展を図ることをね
らいとして，姉妹都市訪問団への派遣を実施します。
１．姉 妹 都 市

アメリカ合衆国カンザス州アビリン市

２．派遣期間

平成 27 年 7 月 22 日（水）～ 8 月 6 日（木）

３．団 員 数

学 生・・・ 9 名
大 人・・・ 7 名（引率者）

◇問い合わせ先
市長公室 市民協働課

鈴木篤史

℡0299-48-1111 (内線 1251)

(2)小美玉市１０周年

ふるさとふれあいまつり

今回で１０回目となる「小美玉市ふるさとふれあいまつり」は、市民協働によるま
つりとして、地域の皆様と一緒に企画・運営を行い、市全体の一体感の醸成と市民相
互の心のふれあいや地域文化の高まりを求めて開催いたします。
１．開催日

平成 27 年 8 月 29 日（土）
雨天の場合
前 夜 祭

午前 9 時から午後 9 時まで

8 月 30 日（日）に順延
8 月 28 日（金）午後 6 時から午後 8 時 30 分

２．場

所

小美玉市希望ヶ丘公園（多目的グランド）小美玉市中台４１８

３．内

容

ヨサコイソーラン大会（前夜祭），豊年踊り大会，GENKI ステージ，
キャラクターショー，歌謡ショー，バザー，花火（約１５０発）等

４．予定来場者数

延べ 3 万人
◇問い合わせ先
市長公室

市民協働課

清水弘司

℡0299-48-1111 (内線 1252)
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(3) 小美玉市１０周年
Myu ﾕｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾐｭｰｼﾞｶﾙ「Twinkle☆Twinkle～天の川にかける願い～」
＜チラシあり＞
□１．日

時

2015 年７月５日（日）
①13:00 開場/13:30 開演②17:30 開場/18:00 開演

□２．会
場
四季文化館（みの～れ） 森のホール
（4）平成２６年度成人式
□３．対
象
①3 歳児以上ＯＫ②未就学児入場ＮＧ
□４．入場料金

入場無料（要入場整理券）

□５．配布開始

平成 27 年 5 月 3 日（日）10:00～配布中

□６．そ の 他

託児所を設置します。（有料 300 円/人：要事前申込）

シミン
※Ｍｙｕユースプロジェクトとは？
みの～れ住民劇団「演劇ファミリーＭｙｕ」は、みの～れこけら落とし公演を機
に誕生して 13 年。以来、過去 13 作のオリジナルミュージカルの企画製作や、東日
本大震災直後に子どもたちの心のケアを目的に始めた演劇ワークショップ、地元中
学校演劇部への指導・支援など、演劇・ミュージカルを通して住民主体・行政支援
による文化のまちづくりに励んでいる、みの～れと一心同体のパートナーです。
Ｍｙｕが誕生した当時は小学生だった子たちが、今ではミュージカル創作スタッ
フの中心核として活躍しています。将来の文化のまちづくりを担うリーダーとして
さらに成長を促すため、Ｍｙｕとみの～れスタッフが支援する体制のもと、一切の
プロデュースを任せるプロジェクトとして立ち上げたのが、この「Ｍｙｕユースプ
ロジェクト」です。
この地域で生まれ育った 10 代後半から 20 代前半の若者たちに、郷土への誇りが
醸成されるようなプログラムを組んでいます。小美玉市誕生 10 周年の年に立ち上げ
る、未来を見据えたプロジェクト。ぜひ取材いただきたく、お願い申し上げます。

◇問い合わせ先
市民生活部 生活文化課
四季文化館係

原田啓司

℡0299-48-4466 (直通)
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（4）小美玉市１０周年
アピオス「ストリートダンスフェスティバル」

□１．日

時

平成 27 年 10 月 4 日（日）

□２．会

場

小川文化センター（アピオス）

□３．入場制限
記念
□４．入場料金
平成
□５．配布開始
□

①3 歳児以上ＯＫ有料

＜チラシあり＞

15:30 開演
大ホール

②2 歳以下入場ＮＧ

料金未定
平成 27 年 8 月上旬予定

今の時代よほど有名な芸能人でない限り、大ホール 1,200 席をいっぱいに出来る
人はなかなかいません。そんな中、
「ダンス」でアピオスの大ホール 1,200 席を満員
にできる企画を地域住民と一緒に考えました。
日本初の「ストリートダンスショー」。世界クラスで活躍する実力派ダンサー12
名（予定）が、ジャンルや経験を問わずに募集したダンスＷＳ参加者 40 名（市内
15 名・市外 18 名・県外 5 名の参加）と一緒にクオリティーの高い舞台を目指しま
す。
出演者は、“TAISUKE”ほか国内外のダンス大会やバトルで優秀な成績をおさめる
強者たち。そのメンバーのなかに、ダンスで世界チャンピオンを目指している、元
四季文化館（みの～れ）職員の“NORI”こと菊地教稔（きくちのりとし）[小美玉市
出身：世界最高峰のソロ BATTLE イベント【Red Bull BC ONE 2013】にて世界 TOP16
の BBOY となる]が、今回、大ホール公演プロデューサー・ＷＳ指導・出演もします。
公演前の 5 ヶ月間（5/9～9/6）【全 10 回】のダンスＷＳを行い、その作品を公演
にて発表します。世界クラスで活躍するダンサーの切れのあるダンスを目の前で見
て刺激され、なおかつ指導が受けられ、また憧れのダンサーと同じ舞台に立てる滅
多にない機会となっており、誰もがクオリティーの高い舞台を目指して厳しいなが
らも頑張れるダンスＷＳとなっております。
サブタイトルにもあるように、今回の公演を見た人達が、次回は私もあのステー
ジに一緒に立ちたいと思える、～
～ひとりひとりが主役
ひとりひとりが主役となって
主役となって輝
となって輝くステージ～
くステージ～を創
り上げていきます。
今回はアピオス初となるフェスティバル形式。大ホールの公演だけでなく小ホー
ル・屋外でも盛りたくさんの企画を開催。

◇問い合わせ先
わせ先
市民生活部 生活文化課
小川文化センター
小川文化センター係
センター係 林 美佐
0299580921（
直通）
℡0299
-58
-0921
（直通
）
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（5）やすらぎの里２０周年記念事業

＜チラシあり＞

やすらぎの里小川２０周年記念事業として、【「みんなで祝おう２０周年

やす

らぎの里小川」～憩う・遊ぶ・学ぶ～】をキャッチフレーズにイベントを実施し、
これらを契機に市民をはじめ広くＰＲし、今後の更なる利用促進につなげていき
ます。

１．日

時

・記念イベント
・記念展示

２．会

場

やすらぎの里小川（小美玉市中延 1508 番地 1）

３．イベント内容

平成２７年７月５日（日）9:30～15:30
平成２７年７月１日（水）から７月７日（火）

・施設利用団体の発表、作品展示、体験（茶道・華道）
・ステージイベント
☆ヨサコイソーラン

☆小川太鼓

☆イバライガー

☆おみたんを始めゆるきゃら大集合

などなど。。。

・食の広場での模擬店
※詳細については別紙のチラシを参照ください。

◇問い合わせ先
教育委員会

生涯学習課

やすらぎの里係
真家

功

℡0299-58-4580（直通）
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(6)【宮沢賢治の世界】朗読会

＜チラシあり＞

市内で活動する読み聞かせグループが共演する初めての試みです。また、演出
及び指導には、水戸芸術館専属劇団ＡＣＭの塩谷亮さんに協力をいただき、完成
度の高い朗読会を目指しております。
宮沢賢治が「イギリス海岸」と名付けた、岩手の北上側と瀬川の合流地点にあ
るのどかで美しい風景は、コスモスから見る風景と類似していることからも、宮
沢賢治の作品を採用しました。
子どもから大人まで親しむことのできる朗読会にしたいと思います。

１．日

時

平成２７年７月４日（土）開場 13:00

開演 13:30

２．会

場

小美玉市生涯学習センター コスモス 展示ホール
小美玉市高崎 291-3 ℡ 0299-26-9111 fax 0299-26-9261

３．入場料

無料（整理券の配布もありません）

４．内

・コーラス（星のめぐりうた、ほか２曲）
・パネルシアター（注文の多い店、ほか２作品）

容

・紙芝居（おいの森とざる森，ぬすと森）
・朗読（雨にもまけず風にもまけず）
※詳細については別紙のチラシを参照ください。

◇問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課
生涯学習センター
中村

コスモス

哲也

℡0299-26-9111（直通）
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