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 ４月にアピオスに仲間入りしてから、２回目の小劇場「恋する貴方とミステリー」が先月無事に終わりました。７回の稽古や
シミュレーションを行い、舞台準備も大掛かりになりましたが、うれしいことにペアの誕生もあり、アピオスとしてもよい１日
でした。今後も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。<小川文化センター(アピオス)　鈴木 雅博>

※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２０１４年７月１１日に作成したものです。２０１４年８月下旬～９月の催し

イベント 開演 場所 主催・問い合わせ先 料金

8月31日 日
NHK全国放送公開番組
「NHKのど自慢」

11:45
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)

8月31日 日 石岡混声合唱団第１３回定期演奏会 14:00
みの～れ

森のホール
吉田久二　様

0299-23-6515
無料

9月1日～
　　 9月30日

月
火

陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ vol.80
高橋春夫作陶展

9:00～21:00
みの～れ
ホワイエ

四季文化館（みの～れ）
0299-48-4466

無料

9月3日～
     9月26日

水
金

遊（-You-）歩道
太陽保育園

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

9月6日～
　　9月25日

土
木

陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.56
手描き絵うちわ＆衝立て展（墨遊会＆遊雅会）

9:00～17:00
最終日15:00

アピオス
ホワイエ

小川文化センター（アピオス）
0299-58-0921

無料

9月7日 日
アピオス小劇場vol.22
加瀬和子「歌みち-私の祈り・・・歌ある限り-」

14:30
アピオス
大ホール

小川文化センター（アピオス）
0299-58-0921

一般　1,000円
高校生以下 500円
未就学児入場不可

9月7日 日 第69回新舞踊発表会 10:00
みの～れ

森のホール
美野里舞踊連盟様
0299-48-2370

無料

9月20日 土
第4回カラオケスタジオ ココ 歌謡祭
奈良崎正明、桜ゆみ、春田圭子ショー

9:30
みの～れ

森のホール

カラオケスタジオ ココ　籐知和子様

090-3244-1205
無料

9月26日～
　　10月1日

金
水

石岡モノクロ写真研究会写真展
10:00～17:00
最終日15:00

みの～れ
風のホール

石岡モノクロ写真研究会　真家義之様

0299-26-3100
無料

9月28日 日
カラオケスタジオ鈴
３周年記念チャリティー発表会

9:00
アピオス
小ホール

カラオケスタジオ鈴様
0299-47-0039

無料

開催日

■鹿児島県出身。 行方市在住。

１９７４　京都市立芸術大学名誉教授 山本恪二氏に師事 ( ～７９)
１９８４　第６９回二科展初出品 ( 以後毎年 )
１９９２　常陸国風土記遺称地に彫刻制作。
　　　　　旧玉造地区 ( ～９７), 旧北浦地区 (２０１３)
１９９６　第８１回二科会会友推挙
２００６　第９１回二科会会友賞受賞
２００９　第９４回二科会員推挙

宮路さんは学生の頃から彫刻を始め、これまで多数の作品を制作してきました。ヴァイオリニスト
の千住真理子さんの音楽に感動した宮路さんは、千住さんの彫刻を制作したこともありました。
現在、その彫刻は生涯学習センターコスモスに展示してあります。みの～れ芸術展では２０数点
の作品を展示します。「私の２０年間の作品を通して、私の移り変わりを感じていただきたいです。
芸術作品に『完成』という言葉はありません」と話す宮路さん。今日も自宅のアトリエで彫刻と
向かい合います。<みのンぱ編集局　酒井和美>
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■山形県出身。 小美玉市 ( 旧玉里村 ) 在住。

          福王寺法林氏に師事
１９５２　山形県展県会議長賞受賞
１９８１　茨城県展特賞受賞
１９９７  茨城県展木村武山賞受賞
２００８  県展参与推挙。 同年勇退
          日本美術院院友 ( ～０８)
          院展 春８回， 秋５回入選
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落合さんは山形県米沢の生まれで、１９歳の頃から日本画を学び始めました。鉄道職員として
勤務するかたわら、退社後や休日を利用して、日本画の制作に取り組みました。４１歳から「院展」
に作品を出展するようになり、何度も入選しました。退職後は旧玉里村に移り住み、水戸や石岡
でも個展を開催していました。みの～れ芸術展に出展するきっかけとなったのは、実行委員や
地元の人たちの後押しがあったからです。芸術展には主に花や風景画が出展されますが、題材
となる椿や四季の花はご自身で育てたものです。８０歳をきっかけに絵を描くことをやめたそうです
が、庭の花を愛でるのも楽しみの一つとのことです。<みのンぱ編集局　藤田佐知子>

スーパーハーモニカライブ

小川文化センター（ 　　　　）

２０１４年８月２３日（土）  １９：００

◇会場： 中庭 ※荒天の場合は書画棟

◇チケット：１，０００円 （１ドリンク付き）

◇チケット絶賛発売中！！

◇チケット取扱所：やすらぎの里小川
　　　　　　　　　　 　チーム･アラカルト

◇主催： チーム・アラカルト

◇共催：小美玉市教育委員会

◇やすらぎの里に夜間照明が完備され、
　　とても明るくなりました！！

四季文化館（　　　　　　）

お問い合わせ　 ℡ 090‐3047‐4730(チーム･アラカルト代表 近田)/ ℡ ０２９９‐５８‐４５８０(やすらぎの里小川 )

８月３日  （日）  １０：００～整理券配布開始！!　　TEL ０２９９-４８-４４６６（　　　　　　　）

TEL ０２９９-２６-９１１１（　　　　　）整理券配布中！！

 TEL   ０２９９-５８-０９２１（　　　　　　）チケット発売中！!

藪谷 幸男
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～小美玉市にゆかりのある芸術家たち～

フ ラ ワ ー
２０１４年９月２１日（日） 　
①１３：００　②１６：００

◇入場無料

◇全席自由

◇要入場整理券

やすらぎの里小川

黄色い袋と魔法のトンネル
２０１４年１０月５日（日） 　１４：００

◇入場無料
◇要入場整理券
◇全席自由
◇対象： 年長児以上
　 （２０１４年４月１日現在満５歳）入場可

二 人 会

２０１４年１０月４日（土） 　１８：００

◇出演：三遊亭円楽 ・ 春風亭小朝

◇料金：４，０００円

◇全席指定

◇未就学児入場不可

◇主催：エイフル企画株式会社

特撰落語会

幼なじみの小学生４人組が育つ街には、「悪い子を連れ
去る《黄色い袋のおじさん》」がいる。その正体を突き止める
ため、４人は「黄色い袋のおじさん」のアジトがあるという
トンネルの奥に向かうと、突然吸い込まれ、気がつくと…　体が
縮んでしまっていた！小さな生き物たちの国は侵略者に
苦しみ、４人はある依頼を受けることに。心細い時、つないで
くれた友達の手のぬくもり。別れた友を信じ抜く強き心。
勇気と友情の冒険ファンタジーがいま、はじまる！

三遊亭円楽・春風亭小朝

～花の記憶～

８月１６日(土)～２４日(日) ９：００～１７：００ (最終日１５：００まで)  入場無料

発売中

受付終了

みの～れ住民劇団「演劇ファミリーＭｙｕ」オリジナルミュージカル

コスモス２０歳記念事業


