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雑 

記

誰もが経験しなかった大震災に加え、原発事故による不安な日々が今もなお続いています。でもいつまでもじっとはしていられません。今こそ前向き

に！生き活きと！元気が似合う自分でありたい。<みのンぱ編集局　福島 ヤヨヒ>
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大・大・大募集！！

この秋、あの興奮がよみがえる

輝くおやじ、再び。

①平均年齢３０歳以上で構成（性別・市内外問わず）。
②１バンド２名以上のアマチュアバンドであること。 　
③音楽ジャンル、形態は問いません。女性だけの構成も可。
④事前のテープ審査あり（CD、MD、DVD、VHSいずれか）。
⑤本番であなたを応援する観客を最低３０名集めてください。
⑥９月２４日（土）のリハーサルに全員揃って参加出来ること。

参
加
条
件

◇演奏時間：１バンドあたり２曲（１０分が目安）
　 ※２曲のうち１曲はコピー曲を入れてください。
◇参加費：１０，０００円
◇募集組数：１０組程度
◇主催者側で用意できる機材：
　  ドラム・ピアノ・アンプ（ギター、ベース、キーボード）
　　※その他、 必要機材は持ち込みとなります
◇審査委員長：佐山雅弘【ピアニスト・作曲家】
◇本公演出演バンドの掛け持ちはご遠慮ください

出演希望者説明会：６月１１日（土）１９：３０
応募締切：６月１９日（日） 　
本公演：９月２５日（日） １４：００　

小美玉市小川文化センター（　　　　　 ）

おやじバンドコンテスト２０１１

出場者大募集！

＜応募方法＞
 応募用紙に必要事項をご記入の上、
 アピオスまでお送りください。

おやじバンドコンテストの「生みの親」

貝塚勇さ ん

※どなたでも入場可能なもので営利目的でない催しのみ掲載しております。
※このスケジュールは２０１１年５月１０日に作成したものです。６月～７月中旬の催し

若かりし頃、バンドブームがありました。同級生がスポット
ライトを浴びながら歌い、奏でる姿は「ヒーロー」でした。
その若者も、いまでは普通の「おやじ」。でも、もう一度あの頃の
気持ちに戻ることはできます。あの頃の熱い気持ちさえ
あれば！そんな思いで昨年企画された「おやじバンドコン
テスト」。第２回目となる今回に向け、実行委員長の貝塚さんは
「きちんと実力を評価します。審査委員長の佐山さんは的確
に評価します。だから皆さん本気になって練習します。
“もっとうまくなりたい”という志が一つになり、バンド仲間の
結束が強まります。その情熱は客席に伝わり、感動を生み
出すのです」と振り返り、「今年は震災がありました。戦後の
人々の心に元気を与えた“リンゴの唄”のように、アート
（芸術・文化）の力で元気になれたら…負けずに頑張り
ます。だからみなさんもふるってご応募
ください！」とやる気満々に語っていま
した 。そう、年齢じゃなく気持ちです！
さあ、とりあえず説明会へGO！

おやじバンドコンテストの「生みの親」へ直撃取材！

戦後のヒット曲「リンゴの唄」のように

<みのンぱ編集局　小松﨑 由美子>

みのり太鼓 メンバー大募集！！

みのり太鼓事務局（山本） 　０９０-８３１５-３２３３ お問い合わせ四季文化館（みの～れ）　０２９９-４８-４４６６ お問い合わせ

出展者を探して、期間や条件を調整しつつ、年間のラインナップを
企画している住民プロジェクトチームです。さらに、企画の中に
独自のイベントを盛り込むことで、静から動へつなげたいと考えて
います！現在１０名のメンバーで活動中！興味がある方はみの～れまで！！

【時期】

平成２３年９月ごろまで（事前に見学、体験OK）

【入会条件】

７歳～３０歳まで（他、要相談） ※団体行動のとれる方、なにかに頑張りたい方

【活動内容】

地域イベントへの出演、県内外イベントなどへの参加。和太鼓公演や太鼓教室なども

手かげています。

【練習日】

毎週土曜日

【費用】

年会費３,０００円（入会金なし）・保険代６００円（年間）

ほか、バチ代・足袋等は自己負担

イベント 開演 場所 主催・問い合わせ先 料金

6月1日～ 水 ときめき美の小径 9:00～21:00 みの～れ ときめき隊（みの～れ内）
6月30日 木 シルバー人材センター同好会作品展 最終日15:00 館内通路 0299-48-4466

初日13:00～
9:00～17:00
最終日13:00

6月4日～ 土
6月5日 日

6月17日～ 金 9:00～17:00 文化協会事務局（鈴木） 様
6月19日 日 ※最終日は 0299-46-1862

6月10日～ 金 15:30まで

6月12日 日

みの～れ 坂田みち子 様
森のホール 0299-26-2272

陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ vol.48 みの～れ 四季文化館（みの～れ）
宮路久子彫刻展-土との対話- 光のホワイエ 0299-48-4466

光と風のステージＣｕｅ　vol.7 みの～れ 四季文化館（みの～れ） 1ドリンク付
かぐら唄㏌みの～れⅧ 風のホール 0299-48-4466 1,000円

みの～れ （株）ヤマハミュージック関東　水戸店
6月26日 日

森のホール 029-244-6661

コスモス 茨城大学管弦楽団 様
文化ホール 080-6587-6163

アピオス小劇場　vol.６ ～団子を食べてタンゴを聴く♪～ アピオス 小川文化センター（アピオス） 一般1,000円

「ダンゴでタンゴ  A.R.C.タンゴコンサート」 小ホール 0299-58-0921 高校生以下 500円

7月1日～ 金 遊（-You-）歩道 アピオス 小川文化センター（アピオス）
7月29日 金 元気っ子幼稚園 館内通路 0299-58-0921

7月2日～ 土 陽だまり横丁 ｉｎ アピオス vol.23 9:00～17:00 アピオス 陽だまり隊（アピオス内）
7月31日 日 生田目靖美　写真展 最終日13:00 ホワイエ 0299-58-0921

高等学校文化連盟
小瀬高等学校　角井 様

0296-56-2204

7月2日～ 土 陽だまり横丁 ｉｎ みの～れ vol.49 みの～れ 四季文化館（みの～れ）
7月31日 日 夏の彩・いろ・色展 光のホワイエ 0299-48-4466

みの～れ 野口　様
森のホール 0296-78-4646

みの～れ 松本　様 前売券
風のホール 0299-48-2568 5,000円

13:30 みの～れ 音ゆう会　様
予定 森のホール 0296-77-8692

地域自殺対策緊急強化交付金事業～命の大切さを考えよう～ アピオス 市健康増進課　健康推進係
劇団創造市場公演「銀河鉄道の夜」 大ホール 0299-48-0221（内線4003）

7月3日～ 日 ときめき美の小径 9:00～21:00 みの～れ ときめき隊（みの～れ内）
9月30日 金 書楽会 最終日15:00 館内通路 0299-48-4466

なつかしの名画座 みの～れ 四季文化館（みの～れ）
「帰らざる河」 風のホール 0299-48-4466

ピアノ発表会 14:00 無料

コスモス

無料

アピオス

小美玉市文化協会祭

6月25日 土 19:00

6月26日 日 15:00

6月25日 土 茨城大学管弦楽団演奏会

無料

16:00

無料

要整理券
【電話予約可】日7月17日 14:00

音ゆう会ピアノ発表会

14:00

無料

要整理券7月3日 日

7月3日 日

7月2日

7月2日 土

7月1日

土

無料

無料木村流大正琴水戸支部第17回演奏会

金 第32回水戸地区高等学校音楽会 10:00
アピオス
大ホール

開催日

～6/26 日

6月11日 土

16:00ダンスアカデミー美野里4周年記念ダンス発表会

9:00～21:00 無料

9:00～21:00

12:30

無料

9:00～17:00 無料

無料

13:30
予定

みの～れ

JOYFUL LIVE　in　MITO
エレクトーンコンサート 

無料

6月3日～
　　 6月5日

金
日

六三盆栽会展示会
みの～れ

光のホワイエ
無料

六三盆栽会　桜井 様
0299-46-0502

無料

配布中

詳細はチラシ

または

アピオスHPを

ご覧ください！

みのり太鼓 メンバー大募集！！

【陽だまり横丁とは】

光のホワイエを、展示スペースとして一ヶ月無料で貸し出し

ています。ふらっと立ち寄ったときに楽しめる、賑わいある

館にしていこう！というコンセプトで活動しています。

陽だまり隊って？

みの～れ陽だまり隊隊員募集！みの～れ陽だまり隊隊員募集！


