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＜未来志向の文化協会＞報告

文化協会の新たなる試練に向って
会長

新井吼優

野も山も、桜花溢れる季節となりました。それに併せて、
文化協会では舞台部門と展示部門が参加する新年度の事業
「町田さくらまつり」が尾根緑道で盛大に開催されるのを
皮切りに、新たなる事業全開に向かって力強く一歩を踏み
出したところです。

然しながら、行政を含む、文化協会を取り巻く環境は極
めて厳しく、決して追い風とは言えぬ状況でありますので、
私達は先ずその環境を修復整備に全力を挙げる一方、文化
協会が今後、独自に独創的なアイデアで、市民を巻き込ん
だ事業の創造にも取り組んでゆかなければならないと考え
ております。どうか皆様方のご理解と多岐にわたるご協力
を心からお願い申し上げます。
ちょっと振り返れば「市民文化祭 春の催し 第42回市
美展」とその前には「新春文化の祭典in鶴川」の催しさえ
も、昨日の棟に思い出されます。
事程左様に、時の流れの速さには驚くばかりですが過ぎ
し往年の一年間、絶大なるご協力を頂いた会員と役員の皆
様、また、ご支援ご指導を頂いた町田市文化スポーツ振興
部と町田市文化・国際交流財団、町田市文化芸術振興議員
連盟の皆様に心から感謝を申し上げます。
1月6日付けで三橋囲民先生よりメッセージを頂戴しました。

同じことを3回も私は提案してきましたが、そのまま
「仲良しクラブ」はつづけられています。

今回は「私の苦言」のみとします。以下9項目
1．●社法への移管は、市の「行政」と繋げるためでした。
2．●市はこれに対応してくださり、若干の援助金をく
れました。
3．●当会の理事会は「自己負担」も、せずです。
4．●こんな会は、他市にはありません。
5．●例えば私の所属している美術会は、会員200名で
す。会費負担額の年間金額は6万円です。
6．●他市の文協の現況は、海外まで進出しているほど
です。もう当会の何もしないで集まっているだけ
の「仲良しクラブ」は止めましょう。
7．●みっともないからです。

8．●不服として、離脱する団体はやめてもらうべきで
す。
9．●一人一人が「愛会精神を＝」です。
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担当 三竹

日時：平成29年4月1日（土）〜2日（日）尾根緑道
1日（土）午前10時〜午後4晩＿
2日（日）午前10時〜午後3時30分

会場：尾根線道中央会場
文化協会参加団体
、舞台：フラ協会・大正琴・民謡・舞踊

展示：人形・華道・陶芸・書道。美術・俳句

翁年
11／21会員研修会旅行香取神宮参拝・佐原の街並み散策
11／28

第2回40周年記念事業について打合せ

記念誌は「町田の文化」の記念号と位置づける
12／12 合同理事会開催、文協通信第55号1月1日発行配布
12／12 議員連盟連絡会（議会延長の為）中止
12／14 第2回市民俳句会（企画・運営委員会）応募作晶の準備
中央公民館にて 鋪句以上の応募あり
12／21第3回美をひらくマチダシリーズ（3団体開催につき）
会場の文化交流センター6階ホールを依頼
12／26 振興課より文化協会への関わりについて

成熟した文化協会として関わっているので文化祭等、今後は後
援の形を取っていくと通達される

餌年
1／4 第2回市民俳句会（企画・運営委員会）応募作品の準備ポ
プリホールにて
1／7〜9 新春文化の祭典h鶴川和光大学ポプリホールにて
9団体参加で開催 主催：（一社）町田市文化協会

後援：町田市 共催：（財）町田市文化・国際交流財団
三橋圃民先生も賛助出品で盛り上げて下さいました
参加団体も趣向を凝らし新春に相応しい祭典でした
1／20 市民文化祭 春の催し
1／28 平成29年度賀詞交歓会

第42回市美展作品募集〆切

町田市長始め100名以上の皆様にお集まり頂き29年度に向け思
いを共有致しました

2／1市民文化祭 春の催し

第42回市民美術展最終打合せ
展示3団体、町田市、版画館、文化協会
2／1現在313件の申し込みがありました
幹事団体（創作陶芸紅土会）が中心になり関係者で準備中
2／8 振興課より

美をひらくマチダシリーズ展について通達がありました
当初の条件を満たしていない為（シイテーセールスにつなげる展
覧会、一流アーチストでの展覧会、4団体での開催、4団体での
コラボレーションが出来なかった、チケットでの入場者が少ない）
等挙げられ町田市は共催から外れ、施設使用料負担金は出せない
との事でした。協会側からは文化都市町田と謳っているのでレベ
ルの高い文化を町田に発信して行きたいと新しい掟案をし今日に
至っている。暖かい日で見守ってほしい。文化の芽を摘まないで
欲しいとお願い致しましたが届きません。
2／25〜3／5 市民文化祭 春の催し 第彪回市民美術展
会場：町田市立国際版画美術館（2／／㌘休館）
主催：町田市・（一社）町田市文化協会
今年度よりオープニングセレモニー訂25（土）を文化協会が担
当する事に

（1社）町田市文化協会定期総会及び懇親会のお知らせ
日 時：平成29年5月8日（月）午前10時〜12時・

会 場：町田市民ホール 第4会議室
懇親会：同会場にて：午後12時30分〜

＊総会欠席の場合は委任状（後日送付総会お知らせの
往復ハガキ）に捺印の上投函下さい。

＊町田華道協会の行事をご案内致します
◆第64回町田華道協会展

謄発に括勃する…

町田市民謡協会
会長 勝又竹時
民謡協会は昭和54年6月に結成し、第1回演奏大会
を昭和56年2月1日に市民ホールで開催、この時の支
部は32支部で会員は973名でした。それから会を重ね2
年前に35周年記念チャリティー演奏大会を開催しました。
高年齢化による支部の減少で現在では15支部の団体で
400名前後です。（今年は37回演奏大会です）
行事は春の年次演奏大会、各支部の行事の後援、町田
市民文化祭の民謡の集い、他研修を兼ねた旅行会。
＊昨年の各支部の行事
11／13（日）音羽会25周年記念発表会：町田市民フォー
ラムにて

11／却（日）峯玉会35周年記念発表会：相模原市立産
業会館
11／23（祝日）勝又竹時民謡道50周年記念・勝又会35
周年記念発表会：JA町田忠生支店ホール
以上の会を開催し各諸先生方のご出演、ご協力とご来
場のお客様大勢の方々のご声援のお陰と盛会に終了する
事ができました。
＊初心者民謡講座
3／23（木）午前10時〜12時 忠生市民センター
問い合わせ（蹴）−16茄一朗91（阿部）

参加お待ちしております。

町田市民文化祭 春の催し
日 時：平成29年2月25日（土）〜3月5日（日）
10時〜17時
27日（月）休館日

場 所：町田市立国際版画美術館
主 催：町田市・（一社）町田市文化協会
この展覧会は創作陶芸紅土会（幹事団体）、町田市書道連盟、
町田市美術協会が中心となり町田市民の皆様に応募して頂き
一年かけ準備。＿開催に先立ちご来賓の皆様のご出席を頂き
オープニングセレモニーが行なわれました。併せて連続出品
者へのメダル授与がありました。また会期中には大勢の皆様
のご来場を頂きました。

個人・団体情報
＊町田市民謡協会からご案内
第37回町田市民謡協会演奏大会
日時：平成29年4月15日（土）10時開演
場所：町田市民ホール 入場無料
○当日は団体による合唱・合奏・個人での発表と個人コンクー
ルの大会です。

多くの皆様方のご観賞、ご来場をお待ち申し上げております。
○お問い合わせTEL 似2−791一朝刀（勝又）

会期：平成29年5月20日（土）〜5月21日（日）
5月20日：（10時〜18時）・5月21日：（10時〜17時）

会場：町田市文化交流センター6F・ホール・スタジオ・ギャラリー
町田市原町田4−1−14
プラザ町田

開演11時

場所：町田市民ホール
毎年大勢の方々のご来場誠に有難うございます。
今回も皆様方のご来場心よりお待ち申し上げております。
○お問い合わせTEL αは−7％−3774（囲曽）

4月2日（日）10：00〜15：30

場所：尾根線道会場 中央会場
＊町田バスセンター15番から毎時20分間隔の直行バスがあります。
＊皆様お誘い合わせの上、お越し下さいますようお願い申し上げ

ます。

＊町田茶道会のお茶会をご案内いたします。
■平成29年度「月例茶会」
4月16日（目）「広間席
「立礼席
5月21日（日）「広間席
「立礼席
6月18日（日）「広間席

山 吹」席主 裏千家 青木宗裕

けやき」席主 裏千家 小山宗真
山 吹」席主 裏千家 都川宗久
けやき」席主 表千家 寺澤宗妙
山 吹」席主 大日本茶道学会有賀仙陽
岡田勝仙
「立礼席 けやき」席主 大日本茶道学会加藤仙悦
時間：午前10時〜午後3時
会場：プラザ町田ビル 町田市文化交流センター5階
■新緑の薬師池を楽しむ茶会
日時：4月30日（日） 午前10時〜午後3時罰分
会場：薬師池公園四季彩の杜 薬師池 旧萩野家住宅前
大人300円 子供100円（3歳以下無料）
皆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

肱2−745−9956（事務局まで）

＊創作陶芸紅土会からご案内
第21回全国公募陶芸財団展

入場無料

会期：平成29年6月28日（水）〜7月9日（日）
10時〜18時（入場17時30分迄最終日17時迄）火曜休館

会場：国立新美術館 展示室3B
創作陶芸紅土会の須藤理事始め会員10数名の参加
ご高覧宜しくお願い致します。
○問い合せ

TEL

肱2−乃1−9202（須藤）

＊町田市吟詠連盟からご案内 rム
■春季吟詠大会
○問合せ先 736−2279
日時：平成29年5月21日（日）午前10時開会

芝

会報「町田の文化」25号 3月31発行
4月24日配布予定
（一社）町田市文化協会ホームページをご利用下さい
http：／／machida−bunkyo．com／

一般社団法人町田市文化協会

日時：平成29年5月28日（日）10時開場10時30分開演

会 長：新 井 吼 優

場所：町田市民ホール
TEL

αは（710）飾11

会期：4月1日（土）10：00〜16：00

＊町田市舞踊連合会所属 ろ之扇会からご案内
ろ之扇会創立50周年記念「舞踊の会」
○お問い合わせ

TEL

◆2017 町田さくらまつり
○いけ花体験と花僕養

会場：町田市忠生市民センターホール
ご来場ご高聴をお待ち申し上げます。

＊町田市民踊親和会からご案内
親和会39回チャリティーショウ
日時：平成29年4月23日（日）開場10時30分

下記の通り第64回町田華道協会展を開催致します。皆様のご来場
を心よりお待ち申し上げております。

似2−735−319（内海）

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

住

所：〒194−0037町田市木曽西5−23一朝

T E L：042−792−2303

