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5 閉会

第５4回企画展「鈴木まもる　絵本と世界の鳥の巣展」の開催について
～絵本と鳥の巣は、小さな命が育つ場所～

おやまサマーフェスティバル2022第70回小山の花火について
「あなたに届け！希望の花火！！」　～それぞれの場所で、たくさんの想い～

部長発表内容

栃木県立博物館地域移動博物館「鉱物教室～あなたの好物　どの鉱物！？
～」の開催について
～好きな鉱物を探してみよう～

小山市長　令和4年７月　定例記者会見
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時 : 令和4年7月12日（火）14時00分～　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　場 :　市役所　３階　大会議室3a3b　　　　　 

「平和都市宣言３０周年記念事業」の実施について
～平和への思いを引き継いでゆくために～



  記者会見資料 
 

総務部 行政総務課 
（担当 黒川 22－93１１） 

 

１．件 名 

「平和都市宣言３０周年記念事業」の実施について 

～平和への思いを引き継いでゆくために～ 

 

２. 要 旨 

 小山市では、世界の恒久平和を強く念願し、平成４年に「平和都市宣言」を行い今年

は３０周年を迎えます。この宣言に基づき、核兵器の廃絶と恒久平和の実現について

市民の皆様に考えていただく機会を提供するため、下記の「平和都市宣言３０周年記

念事業」を実施するものです。 

 

３. 記念事業 

（１）平和都市宣言３０周年記念 ２０２２平和展 

①本会場（小山市生涯学習センター ギャラリー・ホール (中央町３‐7‐1)） 

（ア）日時 令和４年７月２９日（金）～８月２日（火） 

午前１０時～午後６時まで（最終日のみ午後３時まで） 

（イ）展示内容 広島・長崎原爆写真パネル、被爆資料、被爆体験講話等 

②市役所会場（本庁舎 1階 多目的スペース (中央町１－１－１)） 

（ア）日時 令和４年７月２７日（水）～８月３日（水）（土日は除く） 

午前９時～午後５時まで（最終日のみ午後３時まで） 

（イ）展示内容 原爆写真パネル等 

③出張平和展（イオンモール小山店 ２階 フードコート内西側 (中久喜 1467‐1)） 

（ア）日時 令和４年８月８日（月）～８月１９日（金） 

           午前９時～午後９時まで（初日は正午から、最終日は午後１時まで） 

（イ）展示内容 平和啓発ポスターの展示等 

 

（２）小山・野木・結城 合同広島平和記念式典中学生派遣事業 

 ①期 間 令和４年８月５日（金）～７日（日）２泊３日 

 ②派遣人員 ３４名 (平和記念式典の参列人数の制限のため、生徒は各校１名の選出) 

  特別派遣  各市町長（他各市町長随行 1名）                       ６名 

  生 徒  小山市１０中学校より２年生・義務教育学校より８年生 各校１名  １１名 

          野木町２中学校より２年生 各校１名                   ２名 

          結城市３中学校より２年生 各校１名                   ３名 

  引率者等  小山市６名・野木町３名・結城市３名                    １２名 

③活動内容 

広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式への参列、広島資料館の見学、被爆

体験講話の受講等 

 

（３）その他の記念事業 

    平和都市宣言３０周年記念平和啓発リーフレットの発行、被爆体験者講話DVD作

成、平和ポスターコンクールの開催、平和啓発図書の配付 
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  記者会見資料 

産業観光部 商業観光課 

（担当 舘野 ２２－９２７３） 

 

１． 件 名 

おやまサマーフェスティバル 2022第 70回小山の花火について 

「あなたに届け！希望の花火！！」 ～それぞれの場所で、たくさんの想い～ 

 

２． 内 容 

新型コロナウイルスの影響を受ける中にあっても、市民の郷土意識の向上と地域の

活性化を図ること、さらには医療従事者等にエールを贈ることを目的とし、「あなたに

届け！希望の花火！！」～それぞれの場所で、たくさんの想い～をテーマに、おやまサ

マーフェスティバル 2022第 70回小山の花火を実施します。 

なお、昨年度に引き続き、今年度も、花火の打ち上げ場所の分散や、打ち上げ時間

の短縮のほか、観覧会場を設置しないなど様々な状況に配慮し実施いたします。 

 

  (１)日時 令和４(202２)年８月２０日（土） 午後７時～午後７時１５分 

雨天決行（荒天時は翌日２１日（日）[予備日：翌週土曜日以降]） 

(２)打上場所 市内７カ所 

※打上場所に鑑賞会場は設けません。密を避け、自宅等の身近な場所

でお楽しみください。 

（３）打上数   約 5,000発 

 

３． 企 画 

（１）事前に募集したメッセージを花火玉に貼り付けて夜空に打ち上げます。 

募集期間 ８月 10日（水）まで 

応募方法 おーラジ HPの募集フォームから 先着５００通 

応募者の中から抽選で 10名様に自身のメッセージ入りの「かざり玉」が当たります 

（２）おーラジ(FM77.5MHｚ)から流れる BGMとシンクロした花火が打ち上がります。 

 

４． 主 催   

おやまサマーフェスティバル２０２２実行委員会 

 

５． その他 

花火大会の詳細については、決定次第、順次お知らせいたします。 

周知については、大型チラシの広報折込みによる全戸配布や公共施設等へのポス

ター貼付のほか、市役所 1階ロビーでの花火筒及び花火玉の展示等を行います。 
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記者会見資料 

教育委員会 博物館 

（担当 野口  ４５－５３３１） 

１ 件  名 

栃木県立博物館地域移動博物館「鉱物教室～あなたの好物 どの鉱物！？～」の開催

について 

～好きな鉱物を探してみよう～ 

 

２ 要  旨 

栃木県立博物館では県内市町と連携し、身近な博物館で県立博物館の展示物を楽し

めるようになっており、本市では鉱物教室を開催いたします。 

この展示では、生活に使われる鉱物や絵具に使われた鉱物、栃木県に関係する鉱物な

ど、テーマに沿ってご紹介いたします。 

子どもから大人まで、様々な鉱物の特徴や魅力を多くの方々に知っていただくことを

目的として開催いたします。また、夏休みの開催のため、子どもたちの自由研究の一助

になることも期待します。 

 

３ 内  容 

（１）開催期間  令和４（202２）年７月２３日（土）～８月２８日（日） 

（２）開館時間  9時～１７時（但し、入館は１６時 30分まで） 

（３）休 館 日  月曜日、祝日の翌日、第四金曜日 

（４）入 館 料  無料 

 

４ 関連事業 

   講座「火山灰は宝石箱」 ７月３０日(土)  １３：３０～１５：００ 

      火山灰から鉱物を取り出し、顕微鏡で観察 

講師：栃木県立博物館   主任研究員    吉田 貴洋 氏  

               〃       学芸企画推進員 布川 嘉英 氏 

場所：博物館視聴覚室 

※ハガキによる申込み(申込み期間はすでに終了) 

 

５ その他 

  企画展チラシ及び博物館 HPをご参照ください 
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  記者会見資料 
 

教育委員会 車屋美術館  
（担当 中野 ４１－０9６８） 

 

１．件 名 

第５4回企画展「鈴木まもる 絵本と世界の鳥の巣展」の開催について 

～絵本と鳥の巣は、小さな命が育つ場所～ 

 

２. 要 旨 

 絵本作家・鈴木まもる(1952年生まれ)は『せんろはつづく』などの人気絵本を210

冊以上出版するほか、独学で鳥の巣の研究と収集を続け、絵本や図鑑を数多く発表し

ています。本展では、さまざまな世界の鳥の巣約 30 点と、鳥の巣を扱った絵本や人

気絵本の原画約 80点をご紹介します。 

また、渡良瀬遊水地やコウノトリの情報コーナーを設け、身近な自然や環境を実感す

る多様な方法を提案します。 

 

３．内 容 

(1)開催期間  令和４年 7月 9日（土）～9月 11日（日） 

(2)開館時間  ９時～１７時（入館は１６時３０分まで） 

(3)休 館 日  月曜日（7月 18日は開館）、7月 19日(火)、祝日の翌日、 

第四金曜日 

（４）入 館 料  一般４００（団体 ３００）円、大学・高校生 250（団体 1５０）円 

           中学生・義務教育学校生以下無料 

（５）特 徴  鳥の巣の実物と絵本から、自然の不思議や美しさ、生命の大切さなど

を感じることができる展覧会 

 

４．その他 

・企画展チラシ及び車屋美術館 HPをご参照ください 

・国登録有形文化財「小川家住宅」も併せて公開しております 
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