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「町田の文化が輝く時」を
会長

〈未来志向の文化協会〉重要案件報告
29年
6／7 振興課より文化祭の在り方について通達

新井吼優

間もなく2017町田市民文化祭 秋の催し が開催さ

れ、開催会場となる町田市民ホールは、文化協会の全
団体とその会員、そして一般市民を交えての文化の交
流拠点になります。
10月29日（日）から11月3日（金・祝）までのわずか6日間

ではありますが、現在において文化協会が持てる力を
余すことなく出し切って、多くのご来場の皆様に「文
化の秋」を堪能していただくための準備も概ね整いま
した。

市民文化祭実行委員会の皆様の絶大なるご協力は、
いつも乍、大変強力な牽引車となって頂きました。実
行委貞会委員の皆様に深く感謝申し上げます。
文化協会はこの市民文化祭を通じて常に町田の文化
を広く地域の一般市民への発信を続けて参りました。
それは、町田市文化協会と町田の文化に対する認識と
理解を深めて頂くことにより、新しい文化が創生する
可能性を期待しているからでもあります。
加盟団体の皆様におかれましても、それぞれ独自の
文化を活発に活動させて頂き、ひいては「町田の文化
が輝く時」を共に迎えようではありませんか

平成29年度

町田市民文化祭日程表
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［舞台関係］

「春の催し」出品料等でも自助努力をしているとし、主
催＝文化協会 共催＝町田市 2017年より委託金（財
団より）の補助無し「秋の催し」実態の伴う運営に。
今年度のみ主催＝町田市・（一社）町田市文化協会とする
が、今後は後援の形で協力して行く方針と再通達
釘12 第2回理事会に町田市より通達。文化祭も40年の歴史

時代の流れもあり予算も困難、事業は文化協会が担っ
てきた。今後町田市は側面からの応援、財団は共催で。
6／16「春の催し」43回開催に向け振興課、版画館、事業主
催3団体、文化協会で前回反省を踏まえ第1回打合せ
6／17 文化協会企画事業「美をひらく、、」第2回打合せ、文
化交流センター1年前予約可。次年度開催決定（美術
協会は保留）
6／26 役員会、40周年記念事業打合せ、企画委員会
7／10 理事会、文化祭実行委員会
8／2 新春文化の祭典 町田市に後援申請

8／4 新春文化の祭典 町田市民ホールに共催申請
8／9 文化祭実行委員会
8／18 第43回「春の催し」町田市、版画館、展示3団体、文
化協会で今後のスケジュール出品規定印刷物確認
8／18「美をひらく、、」3団体、文化協会打合せ今期開催状況、
次年度開催、日程決定交流センターに仮予約
町田市に展示パネル増設の件今後もお願いして行く
8／26「第24回町田市展」協会長賞授与、会長出席

賛助会員・勧誘のお願いと中間報告
担当 賛藤千尋
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◎舞台関係の日程の点線は、開演・終演時刻を示します。（開演及び終演時刻は前後する可能性があります。）
⑳展示時間1000〜1700（展示初Bは原則1300から、最終日は1600まで）
⑳楽友ワークショップ「リコーダー・アンサンブルをご一緒に」11／3（金 祝）初心者10〔0〜1045 経験者1045〜1145（要予約）
「美しい日本の歌を楽しみましょう」11／3（金 祝）1330〜1500（要予約）

⑳茶道会10月29日（日）第二会議室で「親子で親しむ茶会」があります。（要予約）
⑳いけばな展「いけばな体験」が出来ます。（要予約）
◎映画上映10月29日（日）「親父の釜飯と窟みかけのセーター」監督主演 ハ名信夫（ト【クショー サイン会あり）
◎町田市民文化祭40周年！己念特別イベント
（おE桜美林大学

NODANCENOLIFE2017】10月30日（月）19
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②【三陸復興写真パネル屁】（期間中）1000〜1900 2F【コピー （初日は1300から、最終日は18二〇〇まで）
⑧【三陸物産販売会】
11月3日（金 祝）1000−1800 2Fロビー
④【ワークショップ スタンプラリーl 期間中1000−1700（最終日は1600まで〉

◎問合せ先（一社）町田市文化協会（新井［軋歴）

042−792−2303
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文化協会の事業に大きな支えとなる、賛助会員の方々
のご支援とご協力に感謝申し上げます。賛助会員のお名
前は、会報その他機会ある毎に掲載させて頂くとともに、
文化祭、定期総会、各懇親会、研修旅行等へのご案内、
文協通信、会報等をお送りさせて頂きます。

網倉英治（囲碁連盟）
新井吼優（吟詠連盟）
岩崎正三（ラポール千寿閣）

五十子白和（華道協会）
内田洋栄（民謡協会）
小田中相子（俳句連盟）
園曽八重子（民踊親和会）
甲斐種千代（映像文化）
勝又竹時（民謡協会）
川添吟照（吟詠連盟）
熊沢初志（パッチワークキルト）

小林絹子（俳句連盟）
讃岐恵舟（吟詠連盟）

芝 泰鶴（吟詠連盟）
須藤淑子（紅土会）
内藤ヨウ子（フラ協会）
南条久美香（舞踊連合会）
根岸千洲（紅土会）
野中禰柴（美術協会）
繁田幸子（フラ協会）
町田市舞踊連合会
藤井陽一（藤井タイプ印刷）

藤原 妙（フラ協会）
林 正子（美術協会）
矢野幸子（宮川哲夫研究会）
村井世子（フラ協会）

以上26名
7月末日現在の賛助会員の皆様です。
今回掲載できなかった方は、次号で報告させて頂きます。

個人・団体情報

捨発に旛勃する…

私の大切な想い出
町田市舞踊連合会

会長 南条久美香

町田華道協会の行事をご案内致します。
◆町田市民文化祭「いけばな展」のお知らせ
会期：平成29年10月29日（日）〜11月3日（金・祝）
時間：10時00分〜17時00分
前期：10月30日（月）〜10月31日（火）
後期：11月1日（水）〜11月3日（金）
（11／3は16：00閉場）

町田市舞踊連合会が発足したのは昭和60年4月で
した。38団体で500名以上の会員で曹輝いていました。

町田市誕生と共に生まれた町田音頭も市内をパレー
ドしたり、市民ホール柿落しの時はうれしくてやっと

町田市にも芸能・文化が、、、と皆大喜びで舞台を踏ま
せていただきました。毎年の文化祭と共に、鶴川のポ
プリホール新春文化の祭典、町田市さくらまつり等の
舞台に芸道として勉強させていただいております。
この度、前会長のあと一番古いと云う事で会長の大
役をお引き受けすることになりました。会員一同の皆
さんの協力と助けをいただきながら又会貞の健康を祈
りながら「和と輪」を守り素敵な町田市舞踊連合会に
と念じつつスタート致しました。宜しくお願い致しま
す。

会場：町田市民ホール1階 第4会議室・エントランスホール
（陶芸とのコラボもあります）
（10／30は13：00開場）、

4階

第1ギャラリー中央スペース
（10／29〜11／3）

前期：美術協会とのコラボ（10／29は13：00開場）

後期：書道連盟とのコラボ
11／3日（文化の日）9：00〜10：00は子供のいけばな

体験が可能です
ワークショップも行われますので、皆様もこの機会に花
をいけてみませんか。ご参加をお待ちしております。
◆新春文化の祭典in鶴川、2018 第四国新春いけばなの集い
−いけばなのデモンストレーションを楽しみながら、新春を

迎えてみませんか−
場 所：和光大学ポプリホール鶴川 交流スペース

＊「町田の文化」第26号は文化協会創立40周年記念号

平成30年1月27日（祝賀会当日）配布予定
顧問・理事他の皆様より資料提供、感謝申し上げます。
記念誌担当委員で只今準備中

会員研修会旅行募集
担当：大野、小寺

旅行先：三保の松原・島田宿・蓬莱橋
旅行日：平成29年11月14日（火）

出発時間：午前7時30分
集合場所：原町田大通り（近畿日本ツーリスト横）
参加費：9，000円

皆様ふるってご参加下さい。お待ちしております。
問合せ

各理事及び大野

042−744−1057

前美術協会合長志賓硝子棟がご逝去
平成29年6月22日早朝お亡くなりになりました。

志賀耐子株は昨年度まで美術協会会長で町田市文化
協会理事として貢献されました。心から感謝申し上げ
ご冥福をお祈りいたします。
『文化協会企画事業
美をひらくマチタシリーズ
文化交流センターにて順次開催。お誘い合わせてご高覧下さい。

＊第4回町田選抜書道展

日

時：平成30年1月6日（土）13：00〜15：00

お茶券：大人
2，000円（お茶とケーキ付き）
小・中・高 500円 （同
上）

ご来場をお待ち申し上げます。
◎詳しくは、下記までお問い合わせください。
町田華道協会会長 高野佳水
メール：machida．kado．＠gmail．com TEL：042−779−0253

町田茶道会のお茶会をご案内いたします。
■月例茶会
10月15日（日）「広間席山 吹」席主：裏千家 岩田 宗青
「立礼席けやき」席主：表千家 愛甲 宗絹
11月19日（日）「広間庸山 吹」席主：裏千家 金子 宗恵
「立礼席けやき」席主：玉川遠州流 栗原清鳳
12月10日（日）「広間席山 吹」席主：裏千家 北見 宗晴
「立礼席けやき」席主：裏千家 館山 宗春
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）
1町田市民文化祭茶会
日

時：11月3日（金・祝）午前10時〜午後4時

場 所：町田市民ホール1階サロン
費 用：お茶券 500円（小学生以下無料）

◎親子で親しむ茶会（お申し込みが必要です）
日

時：10月29日（日）①11時00分〜

②14時00〜

場 所：町田市民ホール1階第二会議室
費 用：500円 小学生以下無料
皆様のお越しをお待ち申し上げます。
※お問い合せ
TEL：042−745−9956（事務局まで）
メール：machida．sado＠gmail．com

平成29年8月27日（日）〜31日（木）終了
午前10時〜午後6時

宮本

042−795−1662

（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／

＊第3回絵画選抜展
平成29年9月9日（土）〜13日（水）
午前10時〜午後6時

三竹

042−795−0318

＊第7回創展
平成29年9月23日（土）〜27日（水）
午前10時〜午後6時

須藤

042−791−9202

一般社団法人町田市文化協会
会 長：新 井 吼 優
住

所：〒194−0037町田市木曽西5−23−44

TEL：042−792−2303

