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そして新しい一歩へ
会長

新井吼優

新年を迎えて、皆様に心からご祝詞を申し上げます。
また昨年中の温かいご協力に厚く御礼申し上げます。
昨年の文化協会事業について振り返って見ました。
春「町田さくらまつり」、夏「美をひらくマチダシリーズ」
が、種々反省点はあったものの参加団体、会員の皆様のご
尽力により無事に終わる事が出来ました事に、本当に有難
く関係各位に深く感謝いたします。
また更に市民文化祭 秋の催し，，では市民文化祭実行委員
会の積極的な活動と粘り強いパワー、そして多くの方々の
ご支援とご協力により大変活発でまた将来にむけ夢が膨ら
む有意義な文化祭を展開する事が出来ました。
特に40周年記念特別イベント、三陸復興支援の気仙沼物
産販売会と桜美林大学のサークル チアリーディング沖縄
エイサーなど多数のホール公演が強く印象に残りました。
ワークショップとスタンプラリーも好評でした。

このように新しい事業でも多くの皆様が意識を持って力
を併せれば、素晴らしく大きな事が出来るという確信を得
ました。新年平成30年もこんな革新の歯車が回転すること
を心がけながら、今年度残る「新春文化の祭典in鶴川」、「文
化協会40周年記念祝賀会」、「文化祭
春の催し ・第43回
市民美術展」に全力を傾けます。
皆様本年もよろしく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
2018年1月6日（土）〜8日（月祝）

会場：和光大学ポプリホール鶴川
初舞い舞踊のつどい「町田市舞踊連合会」6日（土）11時〜16時
新春大正琴演奏会「琴望会」 7日（日）13時30分〜15時30分
新春吟詠大会「町田市吟詠連盟」
8日（目視）10時〜16時

迎え花「町田華道協会」
6日（土）〜8日（月祝）
新春いけばなの集い「町田華道協会」6日（土）13時〜15時
（有料・申込制

TEL‥042−779−0253）

新春茶会「町田茶道会」
弾き始め会「町田市三曲協会」
市民俳句会「町田市文化協会」

7日（日）10時〜15時
7日（日）10時〜15時
7日（日）〜8日（月）

10時〜17時

陶芸展「創作陶芸紅土会」

最終日16時30分

7日（日）〜8日（月祝）
9時〜17時

最終日16時

新春市民囲碁大会「町田市囲碁連盟」8日（目視）9時〜17時
（有料・申込利

春畑

＜未来志向の文化協会＞重要案件報告
29年

8／2
新春文化の祭典 町田市に後援申請提出
8／4 新春文化の祭典 市民ホールに共済申請提出
8／27〜8／31第3回美をひらく、、第4回町田選抜書道展
9／3 第3回市民俳句会の講評を俳句連盟に依頼する
9／9〜9／13第3回美をひらく、、第3回絵画選抜展
9／11第43回 春の催し，，広報掲載と配布依頼

9／11（財）町田市文化・国際交流財団より次年度の町田
市民文化祭実施条件が出されました
＊町田市は今後主催から外れます＝昨年度より通達
あり
主催＝（一社）町田市文化協会

共催＝（財）町田市文化・国際交流財団（6日間施
設使用料は財団より負担頂く）
9／23〜9／27第3回美をひらく、、第7回創展

9／25 町田市の「町田まるごと大作戦」立ち上げ
会長代表で参加することに
9／27 桜まつり部会

10／4 第3回市民俳句会応募要項各センターに配布
10／25振興課、市民ホール、文化協会で文化祭式典打合せ
10／29〜11／3 町田市民文化祭，，秋の催し
11／3 文化祭記念式典

11／9 第43回 春の催し，，募集要項各センター配布分町田

市に届ける（幹事団体書道連盟）
11／15上記の件募集開始
11／21〜30文化祭 秋の催し〝の報告作業
11／25第3回市民俳句会応募〆切80旬応募あり

11／28市民ホールより「狂言に親しむ会」ご招待
12／1市民文化祭報告書提出
12／11顧問、幹事、理事、正会員合同理事会

平成29年度町田市民文化祭 秋の催し
文化祭実行委員会
平成29年度町田市民文化祭，，秋の催し が町田市民ホール
で10月29日（日）〜11月3日（金祝）の6日間の日程で

行われました。11月3日町田市、財団のご協力のもと記念
式典も行われました。

舞台部門・文芸・展示部門それぞれが市民の参加を得て
またコラボ、ワークショップ、スタンプラリーなど40周

年記念イベントを含むダンスイベント、復興パネル展、
三陸物産販売など復興を願い盛沢山での開催でした。市
民の皆様、会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。景
品提供もありがとうございました。

TEL：044−986−1669）

2017年町田市一般表彰受賞
（文化功労部門）団体の部
パッチワークキルト研究会様
受賞おめでとうございます

創立40周年記念祝賀会及び記念誌配布
日

時：平成30年1月27日仕）

開会11時30分
（受付11時）
会 場：ベストウエスタンレンブラントホテル東京町田
珊瑚の閏
会 費‥8，000円（当日受付にて申し受けます）

2018町田さくらまつり
日

時：2018年4月7日（土）〜8日（日）

10時〜16時

会 場：尾根緑道

最終日15時30分

： 賛助会員、勧誘のお願いと中間報告

措発に活動する…

…

会長 三竹和行
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＊町田茶道会のお茶会をご案内します。
■新春文化の祭典in鶴川、2018 第六回 新春茶会
一茶の湯の雰囲気の中で初春の寿ぎを！一

日時：平成30年1月7日（日）午前10時〜午後3時

場所‥和光大学ポプリホール鶴川
二階席プレイルーム
表千家 山田宗州
三階席エクササイズルーム 衰千家 藤本宗和
お茶席券：二席で1，000円（前売り900円）
■第18固まちだ男女平等フエステパル「なごみ茶会」
日時：平成30年2月3日（土）午前10時〜午後3時半
（入席は3時迄）
場所：町田市民フォーラム3階 和室

席主‥裏千家 閑 宗朱
お茶席券（体験付）：500円
■「月例茶会」平成30年
2月18日（日）「広間席

「立礼席
3月18日（日）「広間席

山 吹」席主：裏千家 澤井宗陽
けやき」席主：江戸千家 石坂宗邦
山 吹」席主：裏千家 伊藤宗囲
けやき」席主：表千家 山田宗州

「立礼席
時間：午前10時〜午後 3時
場所‥プラザ町田ビル （町田市文化交流センター5階）
皆様のお越しをお待ち申し上げます。
◎お問い合せTELO42−745−9956（事務局まで）
E−mail machida．sado＠gmail．com

＊第9回フォト俳句展
日時：平成30年3月7日（水）〜12日（月）

会期：平成30年1月17日（水）〜1月21日（日）
午前10時〜午後5時

会場‥薬師池公園内フォトサロン
共催：町田市美術協会・町田市俳句連盟

会場：町田市立国際版画美術館市民展示室 入場無料
お問い合わせ

会長

須藤

TEL O42−791−9202

＊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、2018第四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を楽しみながら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30年1月6日（土）13：00〜15：00
デモンストレーター

真子やすこ、中村桃波、中川賀仙、鈴木東泉
飯田青砥、小日向庸三
ヴァイオリン 永井由里

お茶券

大人
2，000円（お茶とケーキ）
小・中・高
500円（同上）
ご来場お待ち申し上げます。
◆町田華道協会65周年記念 いけばな展
下記の通り当協会による65周年記念いけばな展を開催致します。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
会期：平成30年2月17日（土）〜2月18日（日）
2月17日‥（10時〜18時）・2月18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

TELO42（710）6611

◎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．＠gmai1．com

TEL：042−779−0253

＊第38回町田市民謡協会演奏大会
日時：平成30年4月29日（日）10時開演

入場無料

場所：町田市民ホール
◎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

TELO42−791−4023

＊町田市吟詠連盟創立五十周年記念吟道大会の開催
日時‥平成30年5月27日伯）午前10時〜午後4時
場所：町田市民フォーラムホール

主催：町田市吟詠連盟
後援‥（一社）町田市文化協会
来年は創立五十周年になりますので、記念大会を開催
することになりました。

剣舞、詩舞、画、書、太極拳とのコラボがあり、お楽
しみ頂ける記念大会です。
多くの皆様方のご観賞ご来場をお待ち申し上げます。
お問い合わせ

TEL042−728−0468

川添まで

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

●

＊第39回紅土会陶芸展
主催：創作陶芸紅土会

し

個人・団体情報

た

た。今後も多くの諸団体とのコラボレーションを進めて
いきたいと計画しています。

担当膏藤千尋
・ま

美術協会は会員数160名で活動しています。町田市
文化協会の指導のもと「さくらまつり」「秋の文化祭」「春
の文化祭」に積極的に参加し、当協会独自の活動として
は「8月下旬の町田市展」「年2回実施の水彩画・写真
講習会」「秋の研修バスツアー」「2月のフォト俳句展」
などを主催しています。盛り沢山な美術協会ですが、会
員の高齢化と会員数の減少は当協会も他の団体と同じで
すから若返りの方法を工夫しています。例えば町田一中
の校舎に会員の作品を展示して生徒の美術活動を長年応
援しています。MOA美術館の児童展に協賛している関
係で秋の文化祭には児童の受賞作品を展示することがで
きました。会員だけの展覧会ではなく町田市民が参加す
る展覧会を主催することによって町田市の文化芸術がよ
り活発になることに寄与しています、結果として会員の
美術活動も継続できます。今年の町田市展に展示した作
品の半数以上は公募による出品でした、おかげで来場者
数は前年比30％増になりました。会の活動報告は年4
回発行する「市美協通信」にて会員にお知らせしていま
すが、町田市役所・市議会議員・商工会議所などにも当
協会の社会活動をアピールするべく、市民ホールに会員
の作品を展示し、今年は市役所ロビーにも展示できまし
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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
；ご支援ご協力に感謝申し上げます。
；今回 谷山良太様（映像文化）にご支援いただき
；感謝申し上げます。

●l●●ll●●ll●ll■

美術協会

