2020 KASHIMA 文化交流フェスティバル

～魅力あふれるかしま展～

まちづくり市民センター で

鹿嶋 の 魅力 に 出会 う 夏
この夏、 鹿嶋の芸術 ・ 文化 ・ 伝統を感じてみよう！
新型コロナウイルスと共生していかなければならない社会においても、 人々が輝き、 楽しみ、 つながり、
喜びと充実感を多くの皆様と分かち合うため、 鹿嶋の芸術 ・ 文化、 歴史 ・ 伝統などが同時に楽しめる " 魅
力あふれるかしま展” を開催します。 まちづくり市民センターで、 鹿嶋の魅力をあらためて感じてみませんか。

展 覧 会 概 要
[ 会期 ]

７月２４日（金） ～ ８月２日（日） ※月曜休館日
９時３０分～１７時 （最終日は１５時）

「鹿嶋市美術展覧会 会員特別展」
鹿嶋市美術展覧会特別会員及び会員の皆様、 そして、 昨年度
開催された 「第２３回鹿嶋市美術展覧会」 において、 最優秀賞
及び優秀賞を受賞された皆様の作品を展示する会員特別展とし
て開催します。

「郷土かるた ・ 伝統文化展」
今回新たに作成された 「鹿嶋市郷土かるた」 や 「文化財愛護
かるた」、 高松地区、 豊津地区、 鉢形地区、 大野地区で作成
された郷土かるた展をはじめ、 各地区で保存継承されている伝
統芸能 ・ 史跡などを紹介します。

「なまず絵展」
安政の大地震の際に発行された 「なまず絵」 を読み解くことに
より、 江戸時代の庶民から鹿島に寄せられた信仰の一端を紹介
します。
※ボランティアガイドは、 ７月２５日 （土） ・ ８月 １ 日 （土） 滞在

「平成の大直刀展」
21 世紀の幕開け、 そして 2002FIFA ワールドカップ鹿嶋市開催
を記念して、 鹿嶋の歴史に関係深い古代の製鉄技術を再現して
制作された 「平成の大 直刀」 を展示します。
※ボランティアガイドは、 ７月２５日 （土） ・ ８月 １ 日 （土） 滞在
主催

鹿嶋市まちづくり連絡協議会 ・ 鹿嶋市文化協会 ・ 鹿嶋市 ・ 鹿嶋市教育委員会 ・ 茨城県 / 後援 （公財） 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団

塩づくりを学ぼう！ （はまなす公民館地区まちづくり委員会）
角折地区に伝わる 「文太長者の物語」 の紹介と小釜を使用しての塩づ
くり体験ワークショップを開催します。
［日時］ ７月２５日 （土） ①１０時３０分～ ②１４時３０分～
［会場］ 屋外ロータリー
［定員］ １５人 / 回 （先着順） ※時間内受付

伝統芸能 ・ 郷土展
鹿島地区の山車や平井地区の史跡旧跡、 豊郷地区の祭頭祭衣装展、
三笠地区の歴史、 波野の寶など、 各地区で保存継承されている伝統芸
能 ・ 史跡などを紹介します。
［日時］ ７月２４日 （金） ～８月２日 （日）
９時～１７時 ※最終日は 15 時
［会場］ ３階 研修室

鹿嶋の民話

（鹿嶋語り部の会）

鹿嶋に語り継がれている民話を、 鹿嶋の方言で紹介します。
ふるさと鹿嶋への一層の親しみと愛着をもっていただけるお話しをお楽し
みいただけます。
［日時］ ７月２５日 （土） ①９時３０分～ ②１３時３０分～
［会場］ ２階 多目的室１
［定員］ ２０人 / 回 （先着順） ※時間内受付

鹿嶋市文化協会 活動展
茶華道連盟 ・ 手芸連盟のみなさんの作品展示や
歴史文化連盟による歴史講演会を開催します。

生け花展「夏を生ける」
（鹿嶋市茶華道連盟）

［日時］ ７月２４日 （金） ～２６日 （日）
９時３０分～１７時
［会場］ １階 フロア

手芸作品展「夏景色」（鹿嶋市手芸連盟）
［日時］ ７月２４日 （金） ～８月２日 （日）
９時３０分～１７時 ※最終日は 15 時
［会場］２階 研修室２０３

歴史講演会

（鹿嶋市歴史文化連盟）

「大掾鹿島家の歴史」
講師

鹿嶋市文化財愛護協会 鹿野 貞一 氏

［日時］ ７月２５日 （土）
１３時３０分～１４時３０分
［会場］３階 講義室
［定員］ ３０人 （先着順）

リボーン ・ アートボールフェスティバル
捨てられてしまうスポーツ競技用のボールに絵を
描いたり工作をしたりして、 アートの力で再生さ
せる取組みが 「リボーン ・ アートボール」 です。
スポーツとアートとリサイクルを融合させた体験
ワークショップと作品展を開催します。
［日時］ 体験） ７月２４日 （金） ～２６日 （日）
９時３０分～１７時 ※時間内受付
展示） ７月２４日 （金） ～８月２日 （日）
［会場］ １階 プレイルーム
［主催］ 茨城県
［協力］ 筑波大学
【問合わせ先】
鹿嶋市まちづくり連絡協議会 事務局
（鹿嶋市まちづくり市民センター内）
〒 314 ‐ 0031 茨城県鹿嶋市宮中 4631 ‐ 1
℡ 0299 ‐ 83 ‐ 1551
清真学園
まちづくり
市民ｾﾝﾀｰ

ヤックス

セブンまちづくり
イレブン市民ｾﾝﾀｰ

宮下
保育園

大久保眼科

■ご来館者の皆様へ 新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い ＜混雑の際は、 入場制限を行う場合がございます＞
◎マスクをご着用ください ◎手指の消毒にご協力ください ◎他のお客様と十分な間隔をあけてください ◎来館時、 連絡先をご記入ください

