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新たなる年の幕開けに
会長 新井口孔優
「町田市民文化祭 秋の催し 」に代表される文化協会の
既存の各種事業また美をひらくマチダシリーズといった最
新の事業など、大いに展開を見せた2016年に強く背中を押
されるように、新たなる年2017年の幕開けを迎えました。
会員の皆様、また町田市をはじめ、各関係機関、町田市内
外の多くの方々の温かいご指導とご支援に対しまして、こ
こに深く感謝を申し上げます。
この後、新年早々の1月7日から始まる「新春文化の祭
典in鶴川」更に、「新年賀詞交歓会」「第42回市民美術
展・市民文化祭
春の催し 」などを残しておりますが、こ
れらにも多くの方々のご参加ご協力を頂いて楽しく有意義
な催しとなるよう努めて参ります。
私達の文化協会は、現在21団体の加盟を以て結成されて
おりますが、その、それぞれが人の心を豊かにさせる文化、
また、様々に人の胸を打つ文化など私達が誇る文化の宝庫
であります。この一つ一つの宝（文化）を更に磨き上げて
輝きを与えるのも私たちの使命だと思いますので、皆様と
共に手を携え、これに向かって全力を傾けてゆく所存でご
ざいます。今年も、皆様の温かいご支援、ご協力を心から
お願い申し上げます。

（一社）町田市文化協会新春文化の祭典in鶴川
2017年1月7日（土）〜9日偶・祝）

会場：和光大学ポプリホール鶴川

＜未来志向の文化協会＞報告
詣年
針17 第42回 春の催し に向け展示3団体、町田市、版画館、

文化協会との第2回打合せ
9／9 町田市文化・芸術振興議員連盟との連絡会、美をひらく
マチダ、、、レベルアップ展示の為パネル増設、文化祭、さくら

まつり参加等文化を通しての文化協会の想い等意見交換
9／13 文化協会事業「新春文化の祭典h鶴川」かねてより町田

市に後援申請、今年度より後援頂ける事に
9／26 40周年記念事業（記念行事選任特別担当役員）打合せ

記念誌（町田の文化を当てる）作成、祝賀会（平成30年1月予定）
今後内容検討して資料依頼、収集準備
9／30 文化協会事業第2回市民俳句会募集要項配布
1肘13 文化協会企画展、町田市共催でレベルアップした展覧会
を目指した第2回 美をひらくマチダシリーズ

9／15〜針19・絵画選抜展9／つ1〜9／お・創展10／勺〜10／13が無事

終了。
1Ⅳ19文化協会後援事業、主催町田市シャンソン文化協会の長嶺
ヤス子の舞台（訂29）収益金より10万円のご寄付を主催者より

頂戴致しました。
10／為〜11／3 町田市民文化祭 秋の催し

第42回町田市民美術展

新春初吟会【町田市吟詠連盟】9日（月祝）10時〜16時
陶芸展
【創作陶芸紅土会】8日（日）〜9日（月祝）

町田市民文化祭 春の催し

9時〜17時
9時〜17時

第3回新春いけばなの集い【町田華道協会】7日仕）13時〜15時
（有料・申し込み制 高野TELαは−779−0253）

迎え花

7日（土）〜9日（月祝）

弾き初め会（琴・三絃・尺八演奏）
【町田市三曲協会】8日（日）10時〜15時
第5回新春茶会【町田茶道会】 8日（日）10時〜15時
（有料 石坂TEL伽は−724−3491）

市民囲碁大会【町田市囲碁連盟】9日（月祝）9時30分〜17時
（有料・申し込み利春畑TEL似4−9鉱一1669）
主催：（一社）町田市文化協会

問い合わせTEL042−792−2303

後援：町田市

＊平成29年度賀詞交歓会のお知らせ＊
賀詞交歓会を下記のように計画致しました。ご案内を差し上げます。
一般会員の皆様も（FAXにて原まで）お誘い合せてご参加を。

日 時：平成餌年1月訪日（土）正午〜
会 場：ラポール千寿閣
会 費：5500円
問合せ先 原 曽風山

町田市、町田市文化・

国際交流財団の協力のもと文化祭実行委員会が中心となり準備
を進め開催、主催＝町田市・（一社）町田市文化協会
11／3 文化祭記念式典・各界からの御来賓を迎え市長始め多く
の参加者で開催
11／15 第42回 春の催し 各センター等にて出品募集開始
11／お 第2回市民俳句会応募〆切鋤旬以上寄せて頂いた。

大正琴演奏会【琴望会】
7日（土）13時〜15時
初舞い舞踊のつどい【町田市舞踊連合会】8日（日）11時〜16時

市民俳句会【（一社）町田市文化協会】8日（印〜9日（月祝）

選抜書道展

日

時：平成29年2月25日（土）〜3月5日（日）

場 所：町田市立国際版画美術館
＊無審査公募の美術展

募集要項：町田の公的機関等各センター
募集〆切：平成29年1月20日

内

容：「絵画・デザイン・彫刻部門」「手芸・工芸・

写真部門」「書道部門」を一堂に展示します。
問合せ先：幹事団体 須藤 042−719−7092

＊「町田の文化」原稿募集＝・日日＝…・・・担当 折茂・三竹

来春発行予定「町田の文化」第25号の原稿募集致します。
文化協会の年間行事や記録、随筆等を含んだ冊子（B5判）
＊原稿〆切 ：平成劫年1月末日
＊字
数 ：本誌1ページ約1000字
＊原稿内容 ：活動内容、随筆、研修旅行感想等
＊様
式 ：原稿用紙、パソコン等

042−749−1121

◎提出先：

会長宅 FAX 042−792−2303
〒194−0037 町田市木曽西5−23−44

T／F O42−792−0031

◎聞合せ先：

折茂

TEL

TEL

042−724−5481

個人・団体情報

捨発に措勃する…

オーケストラは人を創る
町田楽友協会

会員 中里陽子（盛岡在住）
バリアフリー、なんと心地良く心に響く言葉だろう。
全ての人が、隔ての壁を取り除き、みんな同じ人間とし
て認め合う。もとは建築用語だったが、今は社会的、心
理的な障壁を取り除く意味に使われる。「バリアフリー
オーケストラ」は音楽の活動を通してそれを目指してい
る。だからメンバーには様々な方が居り、障がいのある
方、プロの方もいて、年齢差も大きい。だが、楽しく素
晴らしい音楽を創ろうという目標に向けて心は一つに
なっている。

私が、ここに参加してからもう16・7年になる。出会
いは岩手県で夏季合宿をしていた時だった。地元のメン
バーとしての参加だったが、みな旧知のごとく隔てなく
迎え入れてくれた。指揮の先生を始めプロの方々のアド
バイスも無駄が無く、地方では体験できない練習。そし
て、メンバーが子ども達も含めみな伸良しなのだ。
私は、合宿に参加しているうちに、音楽を通しての人
づくりの素晴らしさを学んだ。それ以来仲間として続け
ている。

練習に参加するようになってから、私自身も変わるこ
とができた。待てるようになった。隔てなく接し、待つ
ことが出来れば、みんな仲良く仲間になれる。だから私
はずっと続けていく。

御寄付を戴きました
文化協会後援事業長嶺ヤス子のステージ
去る6月29日開催された町田市シャンソン文化協会主催
のステージ。当協会所属三曲協会のコラボ出演、会員100
名余りのご協力も頂き盛り上がりました。町田市シャン
ソン文化協会様より収益金の内10万円のご寄付を頂戴い
たしました。感謝申し上げます。

平成28年度町田市民文化祭 秋の催し
文化祭実行委員会 折茂
平成28年度の町田市民文化祭 秋の催し が、町田市民ホール
で10月29日（土）〜11月3日休・祝）の6日間の日程で行われました。
舞台は、オーケストラ、シャンソン、ハワイアン、和楽器、大
正琴等のコンサート、詩吟、民謡、唱、舞踊、フラ等の集い、展
示は俳句、人形、パッチワーク、陶芸、いけばな、書道、絵画、

また映画上映、茶会、囲碁大会など多彩な催しが行われ、延べ
13，000人の来客がありました。また、陶芸といけばな、書道と
いけばな、絵画といけばなの「コラボ」展示、リコーダーの演奏、
人形作り、俳句作り、小学生のいけばな体験などの多くのワーク
ショップがあり、多くの人の参加がありました。

会員研修会旅行

担当中山大野小寺

今年の研修会は小江戸といわれる香取市佐原の町歩きでした。
早朝町田を出発して予定時刻の10時には香取神社に到着。長い
石灯篭の参道、趣のある総門、その先にある朱門の桜門を入る
と何百年も経るご神木と三本杉の閏の拝殿とご本殿は落ち着き
のある神々しさをかんじさせるものでした。昼食は日本庭園の
素晴らしい「吉庭」でおいしいお料理をいただいたあと、重要
伝統的建造物保存地区である佐原の街を散策。町の中央を流れ
る小野川の両側に並ぶ古い家々を当時の人々の生活を想像しな
がらゆっくりとあるきました。通路として使われた川のある生
活の豊かさを改めて感じた後、それぞれのお土産を買って帰路
につきました。

＊第38回紅土会陶芸展
主催：創作陶芸紅土会（須藤TEL042−791−9202）
会期：平成29年1月18日（水）〜1月22日（日）午前10時〜午後5時

会場：町田市立国際版画美術館市民展示室 入場無料
皆様お誘い合わせてのご高覧をお願い申し上げます。

＊町田華道協会の行事をご案内いたします
●新春文化の祭典in鶴川、2017第三回新春いけばなの集い
−いけばなのデモンストレーションとヴァイオリンの調べの中

で新春を迎えてみませんか一
場所：和光大学ポプリホール鶴川 交流スペース
日時：平成却年1月7日（土）13：00〜15：00

デモンストレーター 田中掬月・鈴木螢梢・木村文瞳
須山庸泉・佐伯宗華・小日向庸三
ヴァイオリン
永井由里
お茶券
大人2，（X氾円（お茶とケーキ付）
小・中・高500円（同上）
お問い合わせEMmail：machida．kado＠gmail．com

TEL：似2−符9−0253（町田華道協会会長 高野まで）
お申し込み

FAX：肱2−729−7292宛または上記E一mai1まで

住所、電話番号、氏名をご記入の上お申し込み下さい。
皆様のお越しをお待ち申し上げます。

＊町田茶道会のお茶会をご案内いたします。
■「月例茶会」平成29年
2月19日（日）「広間席 山 吹」席主：大日本茶道学会有賀仙陽
「立礼席 けやき」席主：表千家 山田宗州
3月19日（日）「広間席 山 吹」席主：裏千家 関 宗朱
「立礼席 けやき」席主：表千家 鴨志田宗実
時間：午前10時〜午後3時
会場：町田市文化交流センター5階
■新春文化の祭典in鶴川 第5回新春茶会
日時：平成29年1月8日（日）午前10時〜午後3時
会場：和光大学ポプリホール鶴川
二階席プレイルーム
裏千家 北見宗晴
三階席エクササイズルーム
裏千家 鈴木宗秀
お茶席券：二席で1000円

■第17回まちだ男女平等フェスティバル「なごみ茶会」
日時：平成29年2月4日（土）午前10時〜午後3時半
（入席は3時迄）
会場：町田市民フォーラム3階 和室

席主：表千家 森田宗宏
お茶席券：500円
どなた様でもご参加いただけます。
大勢様のお越しをお待ち申し上げます。
◎各お茶会のお問い合わせ
TEL

042−724−3491（町田茶道会会長

石坂まで）

＊第8回フォト俳句展
2017

3／15（水）〜3／20（月）

フォトサロンにて

主催 町田市美術協会・町田市俳句連盟

一般社団法人町田市文化協会
会 長：新 井 呼L 優
住

所：〒194−0037町田市木曽西5−23−44

TEL：042−792−2303

