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第 14 回 小美玉市民文化祭 

参加募集要項 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

‐内容‐  

◎  共通事項  p.2 

a. 作品展示  p.3 

b. 舞台発表  p.5 

c. イベント  p.6 

 

 

 
 

  

小美玉市では、市民や市内で活動する団体・グループの 

日ごろの文化芸術活動の成果を披露する場として、「小美玉市民文化祭」を開催します。 

 小美玉市民文化祭は「住民の 住民による 住民のための文化祭」を目標に、 

参加者、出展者のみんなで協力し合い、創り上げる文化の祭典です。 
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  ◎共通事項       

１．会 期  令和元年 11月 1日（金）～ 11月 4 日（月・振替休日） 

 

２．会 場  小川会場：小川文化センター（アピオス）／小川公民館 

       美野里会場：四季文化館（みの～れ） 

       玉里会場：生涯学習センター（コスモス） 

 

３．募集期間 令和元年 8月 1日（木） ～ 8月 31 日（土） 

 

４．対象者  市内在住・在勤・在学の方、市内で活動する団体・サークルの会員 

※個人でも団体でも参加可（舞台発表のカラオケについては原則個人申込となります。） 

 

５．出品・参加の申込み 

 

直接申込み 

 

郵送 

メール（電子申請） 

受付施設 8月 1日（木）より 

施設名称 受付期間中の休館日 

小川公民館 なし 

小川文化センター 

（アピオス） 

8 月 5 日(月)、13 日

(火)、19 日(月)、26

日(月) 

○申込書設置場所  8月 1日（木）より 

・右表の受付施設 

・市ホームページ：生活文化課「市民文化祭」 

（トップ > 各課の業務案内 > 生活文化課） 

四季文化館 

（みの～れ） 

8 月 13日(火)、14 日

(水)、15 日(木) 

美野里公民館 

8 月 7 日(水)、11日

(日・祝)、12日(月・

振替)、14日(水)、21

日(水)、28日(水) 

・生活文化課 URL・QRコード 

http://www.city.omitama.lg.jp/ 

0097/genre-2-2-001.html 

 

生涯学習センター 

（コスモス） 

8 月 5 日(月)、11 日

(日・祝)、12日(月・

振替)、19日(月)、26

日(月) 

いばらき電子申請届出サービス 

URL: https://s-kantan.jp/ 

city-omitama-ibaraki-u/offer/ 

offerList_detail.action?tempSeq=10328 

■申込関係書類 

・参加申込書（団体・個人共通） 

・参加申込書（カラオケ専用） 

・〔参考〕記入例一覧 

 ※ 申込書を記入する際参考にしてください 

QRコード：  

 

〔添付書類〕 団体の方→・参加者名簿 ※項目が満たされていれば様式は問いません 

舞台発表部門の方→・舞台打合せ用紙 ※舞台発表部門の方は、個人・団体問わず提出してください 
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書 ： みの～れ 

写 真： コスモス 

絵 画： 小川公民館 

上の種目は展示会場が指定されています 

※園児児童生徒作品は除く 

【合同展示】 

 

 

  a. 作品展示       

(1)参加要件 

・作品は、指定された日に直接各会場へ搬入してください。（搬入日前の受付は行いません） 

※本人の都合により、搬入・搬出ができないときは、必ず代理の方の手配をお願いします。 

・会場の準備・片付けは、搬入・搬出日に参加者の皆さんで行っていただきます。 

・種目ごとに１人１点出品可です。（セット・組作品は１点とします。） 

 

(2)展示期間及び作品の搬入・搬出日程 

項  目 搬入・会場準備 展 示 期 間 搬出・片付け 

一般作品 
10月 31日（木） 

9：00～12：00 

11 月 1日（金）～ 

11月 4日（月） 

9:00～17:00 

※但し、最終日（11月 4日）は、 

入場が 15:00  まで 

11 月 4日（月） 

15：30 ～ 

園児児童 

生徒作品 

10月 31日（木） 

13：00～17：00 

11月 5日（火）／6日（水） 

9：00～17：00 

 

(3)展示会場 

・小川公民館 ※ 

・四季文化館（みの～れ） 

・生涯学習センター（コスモス） 

 

 

※小川文化センター（アピオス）施設耐震改修工事のため、展示会場が小川公民館に変更となります。  
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(4)募集分類  

分  類 作  品  規  格 種 目 （各１点の出品ができます） 

書 

(合同展示) 

半紙以上半切以内。軸装又は、額装・枠装と

する。 

書・かな書道・ペン字など 

写   真 

(合同展示) 

半切又は A3、A3 ノビとし、パネル又は額装

とする。組み写真は不可。 

写真 

絵   画 

(合同展示) 

20 号※まで。額又は仮枠をつける。 

（※横幅約 73cm×高さ約 61cm） 

水墨画・油絵・日本画・ちぎり絵・ 

イラスト・ポスター・和紙絵・切り絵など 

工   芸 
パネル又は、机に展示できる範囲とし 

横幅 60cm×高さ 160cm以内 

陶芸・トールペイント・パンの花・篆刻・ 

彫刻・パッチワーク・木彫り・創作人形・ 

はたおり・さしこ・アートフラワー・ 

レーザークラフト・ビーズアクセサリー・ 

シャドウボックス・つた工芸・ひょうたん・ 

クレイクラフト・デコパージュ・草人形・ 

日本人形・バードカービング・古木など 

手   芸 横幅 60cm×高さ 160cm以内 洋裁・和裁・編み物・染物・押し花など 

華   道 90cm×90cm以内 生け花・フラワーアレンジメント 

文   芸 色紙、短冊、原稿用紙等を使用する。 短歌・俳句・川柳・随筆・絵手紙・字手紙 

盆   栽 90cm×90cm以内 盆栽・ミニ盆栽 

菊   花 １㎡以内 盆養・だるま・福助・懸崖・菊盆栽 

活動報告等 概ね展示パネル５枚程度の範囲内とする。 郷土資料展・生物展・薬草展 

園児児童 

生徒作品 
それぞれ別に定める。 習字・図画・詩画・共同工作等 

 

(5)その他 

・展示場所（レイアウト等）については、文化祭企画運営委員会作品展示部門で各会場ごとに 

検討し、参加団体（代表者）と調整の上、決定します。 

・名札のデザインは基本的に自由です。ただし、「小美玉市民文化祭」と記載することとします。 

大きさは 100mm×148mm以下とします。ただし、名札ケースを使用する場合は、その大きさ（76mm

×200mm）までとします。 

・作品展示部門の審査・表彰は行いません。 
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  b. 舞台発表       

(1)参加要件 

・種目ごとに１人１回出演可です。（複数グループに所属している方はグループごとに出場可） 

【カラオケ発表の方は上記に加えて、以下の要件があります】 

①小美玉市在住・在勤者のみの申込みとなります。 

 ※デュエットの場合は両者とも該当すること。 

②個人による申込みとなります。（団体 NG。但し、個人申込をまとめて提出することは OK） 

※カラオケの順番の希望は受けられません。 

※コーラス数は申込数をふまえ、プログラム編成会議にて決定します。 

・プログラム編成会議にご出席ください。 

※申込後、当日のプログラム等を決定するため、開催日・会場別に参加者（団体の場合は代表者）

を対象として開催する会議です。参加者は必ずご出席ください。（日程表参照） 

・舞台での照明・音響・立ち位置等の打ち合わせ・場当たりが必要な団体は、発表日の 3～6日前に

予定しています。 

 

 (2)開催期日及び会場 

 期 日  11 月 2 日（土）・11月 3日（日・祝）・11月 4日（月・振替休日）の 3日間 

 会 場 小川文化センター（アピオス）・四季文化館（みの～れ）・生涯学習センター（コスモス） 

【日程表】 

※〔 〕内はプログラム編成会議の実施日程です。編成会議の実施場所は、各発表会場となります。 

期日 アピオス みの～れ コスモス 

11 月 2日

（土） 
園児発表 

園児発表 

合同発表(音響反射板なし)  
〔合同発表：9月 5 日（木）

14:00～〕 

園児発表 

11 月 3日

（日・祝） 

新舞踊発表 

〔9月 3日（火）14:00～〕 

カラオケ発表 

〔9月 12 日(木)13:30～〕 

合同発表(音響反射板なし)  

〔9月 5日（木）13:30～〕 

11 月 4日

（月・振替） 

カラオケ発表 

〔9月 12 日(木) 14:00～〕 

合同発表(音響反射板あり) 

〔9月 6日（金）14:00～〕 

民謡民舞新舞踊発表 

〔9月 12 日(木)14:00～〕 

 

(3)準備物  楽器・音源（カセットテープ・CD・MD 等）は、各自ご持参ください。 

※ただしカラオケ発表は、舞台進行上の都合により、会場で通信カラオケ機材を準備します。 

 

(4)種 目  舞踊・詩吟・民謡民舞・カラオケ・合唱（コーラス）・手芸作品ファッションショー・ 

独唱・朗読・ダンス・太極拳・新体操・フラメンコ・フラダンス・フォークダンス・ 

マジック・手話・大正琴・ハーモニカ・鼓笛隊・ブラスバンド・金管バンド・箏・ 

オカリーナ・吹奏楽・ギター・ピアノ・バイオリン・ヨサコイ・鞭杆・その他 

 

(5)その他  舞台発表部門の審査・表彰は行いません。  
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  c. イベント       

 (1)参加要件 

・イベント等開催に必要な備品（テント・机・いす等）は、原則各自でご用意ください。 

※会場付属備品の借用をご希望の方はお申し出ください。 

・バザー等で飲食品を扱う方は、保菌（検便）検査を必ず受けていただきますので、申込時に 

お申し出ください。 

・火気・電気を使用予定の方は、消防関係の申請が必要となります。申込時にお申し出ください。 

  

 (2)開催日程   11月 2日（土）・11月 3日（日・祝）・11月 4日（月・振替休日） 

9:00～15:00 を基本とします。 

         ※ただし、平日（11月 1日（金））に実施することもできます。 

         ※囲碁大会は、11月 3日（日・祝）みの～れ会場での開催を予定しています。 

  

(3)開催会場  小川文化センター（アピオス）（※作品展示と同時開催の場合のみ小川公民館） 

四季文化館（みの～れ） 

生涯学習センター（コスモス） 

 

(4)募集分類 

分類 内容 種目（例） 

参加・啓発活動 
住民参加による大会及び 

啓発活動を実施するもの 

大会（囲碁・将棋・オセロ・じゃんけん・輪投げ 等）・

お話会・飲食物無料提供・除籍本無料配布 等 

体験型 
指導者による体験教室を 

実施するもの 
お茶会・着付・機織り 各種体験教室 等 

販売型 
金銭の授受が発生する 

もの 
作品販売・農作物販売・各種バザー 等 

 

(5)その他 

・車両による会場内への直接搬入・搬出について 

【搬入】 9:00まで  【搬出】催事終了後 

  ※上記以外の時間は、台車等を使用し搬入・搬出してください。 

・体験教室の経費（消耗品等）を対象にした補助金がありますので、希望する方は事務局まで 

お問い合わせください。 

・囲碁・将棋大会ほか、イベント部門の表彰は行いません。 

 


