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「南山の寿」によせて
（一社）町田市文化協会会長 高野宗佳
新玉の新年をご清安にてお迎えのこととお喜び申し上げます。
昨年秋にはパラバドミントン国際大会おもてなしを志なく終えて、「町田市民文化祭」秋の催しも、
躍動の六日間を過ごすことが出来ました。町田市文化・国際交流財団の皆様はじめ関係者各位、ご支援
下さいました多くの皆様のお蔭様と有難く、厚く御礼申し上げます。
・そして新年明けますとすぐに和光大学ポプリホール鶴川において（一社）町田市文化協会主催、町田市
文化・国際交流財団の共催にて「新春文化の祭典in鶴川」が予定されております。この催しは鶴川にお
ける文化施設ポプリホールにて、新春さながらの文化活動が出来ます事を願って始まりました。本年は
や第7回となります。前任の皆様の後に続き、改めまして工夫を凝らして臨みたく存じおります。
又、一月二月、春の文化祭と所属団体主催の行事も活発に開催されます予定でおりますので、皆様の
お出ましをお待ち申し上げます。
更に、地域文化向上に寄与するという本来の主旨を念頭におき、事業に取り組んで参りたく存じます。
引き続きご支援ご鞭達の程お願い申し上げまして、己亥歳初春のご挨拶とさせて頂きます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（一社）町田市文化協会

新春文化の祭典in鶴川
2019年1月12日（土）〜14日（月祝）

会場：和光大学ポプリホール鶴川
ホール公演
12日（土）

新春に歌うシャンソン＆カンツォーネ（シャンソン協会）

13日（日）

「ジュニア育成プロジェクト」

14：00〜16：○○

地下ホール

キッズタンスパフォーマンスと和太鼓（招待公演）地下ホール
14日胴・祝） 新春吟詠大会（吟詠連盟）

文芸・展示
12日（土）
13日（日）

14日胴・祝）

10：00〜16：00

地下ホール

新春いけばなの集い（華道協会）13：00〜15：00
（有料・申込制
FAX 042−773−8197）
新春茶会
（茶道会） 10：00〜15：00
新春俳句大会
（俳句連盟）12：00〜
新春市民囲碁大会 （囲碁連盟） 9：○○〜17：00
（有料・申込制
春畑 TEL 044−986−1669）

お問合せ：（一社）町田市文化協会

TEL O90−7946−5834

賛助会員のご報告
文化協会の活動にご理解を頂き、新たにご協賛頂きました皆様をご紹介させていただきます。
㈱ケーユー 様
斎藤 恵津子 様
町田タイムズ社様
＊文化祭・懇親会・研修旅行等へのご案内、文協通信会報を送らせていただきます。
＊理事及び正会員でご寄付頂いた方
谷山 良太
様
ありがとうございました。

平成30年度文化祭
第41回「町田市民文化祭」秋の催し 大盛況のうちに終わる
平成30年10月30日（火）〜11月4日（日）に催されました。

今年は「特別企画」として以下の催しが企画され大盛況でした。
＊まち☆ベジ地場産新鮮とりたて野菜即売会（30日）
＊千乗佑さんとみんなで歌おう（30日）
＊和装小物販売会（11月1日）
＊一緒に踊ろう盆踊り（2日）
＊ピアノカフェショパン演奏会（2日）
＊テラスでもお茶会（3日）

＊三陸物産販売会（3日・4日）
＊シャンソン＆カンツォーネを聴きながらランチ（4日）
＊ワークショップ・スタンプラリー（期間中）

＊町田の名産品（のれん会）特売会（甘納豆・和菓子）期間中
＊白峰福祉会 作品展示
文化を満喫した6日間でした。

町田市民囲碁大会

囲碁連盟会長

春畑

陛

市民囲碁大会は、1日だけの開催という事もあって、例年文化祭の初日に設定されています。初日開
催即ち、文化祭の口火を切る大役となるわけで、景気づけになるような盛大な大会にしなければならな
いと常々肝に銘じております。今年は10月30日の大会に向けて、9月初めには案内状を発送、9月末に
は既に満員の80名に達していました。後はキャンセルその他の微調整をしながら準備をすすめ、何とか
10月30日午前10時、満席での開会式を迎えることが出来ました。高野文化協会会長の爽やかな激励の
祝辞を戴き、10時30分対局開始。囲碁連盟としましては23回目になりますが、実は今年から大会方式
を大幅に変更、刷新しました。
これまで参加者増もあり1日で終わらせるためには、色々無理な細則を設けて凌いで参りました。例
えば同じ勝ち星に「目数の多い方が勝ち」というような乱暴な規則。又囲碁は言うまでもなく最善手
を求めて深く考えるゲームです。昔殿さまの前で打った「お城碁」は1局何か月もかかったと言います。
局数が重なると良く読めなくなるのですが、我が町田市民囲碁大会では優勝まで1日6〜7局も打たざ
るを得ない等、問題山積の状態でした。今年より採用の新方式では、4局終わった段階で優勝以下順位
が決まり人数の多いクラスでも優勝決定戦が1局入るだけです。これで完壁とは言えないまでも、抜本
的に改良出来たと自負しております。問題が出たら又徐々に改良していきたいと思います。
最後に31年1月14日はポプリホール鶴川において新春市民囲碁大会を開催いたします。会員の皆様勝
利を飾り、新しい年の輝かしい門出となりますよう祈念いたします。ポプリホール鶴川は会場も広々と
していますので観戦も自由です。

「市民文化祭」の終りて・‥

俳句連盟 小林絹子

秋麓の中、三十年度の文化祭はいずれの会場も盛況のうち、般帳が下ろされました。
今年度はテレビの影響でしょうか‥・、俳句展への入場者はとても多く、平素は俳句などは詠まれな
い方々迄もこの伝統ある日本文化の俳句文芸に対し大きな感心と理解を持たれている事に、非常に感銘
致しペンを走らせて頂きました。
「乾坤の変は風雅の種なり」と俳聖芭蕉は説いて居ります。出会うもの全てに興味を持ち多いに文化の
薫りに触れ合って頂きたいとこの文化祭を通じ、尚一層痛感した次第です。当俳句連盟会員を始め、町
田市全般の文化向上の一助となりますれば幸甚です。
＊市民祭文化の継剰古きいきと
章喜
＊吟詠の腹式呼吸秋の天
裕
＊墨色のかな文字くねり秋探し
温子
＊文化祭パパと一緒でたのしいな
寧音
＊おまっちゃがおいしかったな文化祭 さやか
＊文化祭雨降らぬよう願いたり
香実
数多くの作品の中より一般三句と子供俳句即詠の感銘六旬を掲載
させて頂きました。ご協力有り難うございました。

平成30年度市民文化祭を終えて

民踊親和会 原田律子

第41回「町田市民文化祭」秋の催しが滞りなく終了し安堵しています。
「舞台関係」も「文芸・展示関係」も大勢のお客様にご来場いただきました。
今年の文化祭は、高野会長の発案で「野菜即売会」「テラスで盆踊り大会」
「テラスでお茶会」「テラスでシャンソンを聴きながらランチ」「鶴間の甘納豆
販売」「和菓子販売」「二階ロビーの小物販売」「三陸物産販売会」「スタンプ
ラリー」等今までにない賑やかな催しとなりました。
私は、盆踊りを担当させて頂きました。華道会の協力で櫓の代わりにテー
ブルにお花を飾って頂き、花を真ん中に「踊り子さん」でテラスが満杯でした。午前・午後の2回の開となり
ました。踊りに参加いただいた皆様、会場準備などご協力いただいた皆様ありがとうございました。

「江戸東京博物館・皇居東御苑」を終えて

研修旅行担当 大野悦子

11月15日、町田を出発してまもなく渋滞に見舞われましたが、車窓から真っ白に雪化粧した富士山の
山頂を見ることができ、気持ちが少し和みました。
江戸東京博物館で、懐かしい昭和初期の家庭内部セットなどを見学後、文京シビック25階で、おいし
い昼食をいただき、展望フロアから模型のような街並みの眺望を充分に満喫しました。
江戸城の正門に当たる大手門から入場し、東御苑を見学してまいりましたが、整然と積み上げられた
石垣の曲線の美しきに庄倒され、先人の偉大さにただただ頭が下が
る思いでした。
帰路は渋滞にも遭わず、順調にバスは進んでまいりました。正面
の大きな窓から、夕焼雲が少しかかった赤みを帯びた富士山を見る
ことができ、車内には大きな歓声が沸き起りました。
予定時刻より少し早めに無事帰着することができました。多数の
会員の方々に参加していただき、天候にも恵まれて楽しい研修旅行
ができましたことを皆様に深く感謝申しあげます。

＊平成31年度賀詞交歓会のお知らせ＊

第44回町田市民美術展

町田市民文化祭 春の催し

恒例の新年賀詞交歓会を下記の通り計画致しま
した。

顧問、理事、正会員、賛助会員の皆様には別途
ご案内を差し上げますが、一般会員の皆様にも多
数のご参加をお待ちいたしております。
日
会

時：平成31年1月26日（土）12：00〜
場：ラポール千寿閣

TEL O42−749−1121

会 費：5，500円

○お申込み：返信ハガキかFAXでお申し込み

日

時：平成31年2月23日（土）〜3月3日（日）
＊2月25日（月）休館日

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31年1月20日（日）

内

一堂に展示します。

ください。
（TEL：FAX

容：「絵画・デザイン・彫刻部門」「手芸
・工芸・写真部門」「書道部門」を

042−758−1850

所）

○問合せ先：幹事団体
（美術協会）三竹

090−2552−0690

個人・団体情報
＊町田華道協会の行事のご案内
■新春文化の祭典in鶴川2019

第五回新春いけばなの集い

デモンストレーションとヴィオラの調べの中で新年を迎えてみませんか！

会 場：和光大学ポプリホール鶴川 交流スペース
日

時：平成31年1月12日（土）13：00〜15：00（開場12：30）

デモンストレーター
中村桃波・鈴木螢梢・宮崎一友・小川陵華・石井恵紫・寺滞京照
ヴィオラ奏者
萩原 薫
お茶券

大人2．000円、小・中・高生500円（お茶とケーキ付）

お問合せE−mail：maChida．kado．＠gmail．com TEL：042−729−7292（華道協会

広瀬）

お申込みFAX：042−773−8197 または上記E−mailまで氏名。住所・電話番号を記入の上お申込み下さい。

＊町田茶道会お茶会のご案内
■新春文化の祭典in鶴川、2019 第7回
茶の湯の雰囲気の中で 初春の寿ぎを！
日

新春茶会

時；平成31年1月13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
大日本茶道学会 有賀仙陽
三階席 エクササイズルーム 裏千家
床呂宗菓
お茶券（体験付）：二席で1000円（前売り900円）
■第19回まちだ男女平等フェスティバル「なごみ茶会」
日 時：平成31年2月2日（土）午前10時〜午後3時半（入席は3時まで）
場 所：町田市民フォーラム3階 和室

席 主：裏千家 都川宗久

江秀晴江
宗宗宗宗
持木見葉
倉鈴北薄

山

家

3月10日（日）「広間席

千家家家
戸千千千
江裏裏裏

山

「立礼席 けやき

主主主主
席席席席

2月17日（日）「広間席

﹂ ﹂ ﹂
吹き吹き

お茶席券（体験付）：500円
■月例茶会 平成31年

﹂

「立礼席 けやき
時 間：午前10時〜午後3時
場 所：プラザ町田ビル（町田市文化交流七一ンター5階）
○お問い合せ

TEL

042−745−9956（事務局まで）

E−mail machida．sado＠gmail．com

＊創作陶芸紅土会から展覧会のお知らせ
第40回
会

紅土会展
期：2019年1月10日（木）〜14日（月祝）

午前10時〜午後5時

会 場：町田市民ホール4階ギャラリー（今回より市民ホールに変更）

内 容：花器、茶器、創作作品、他今回のテーマ「私の好きなもの」
お誘い合わせてご高覧ください。
○問い合せ

会長

須藤淑子

042−791−9202

＊町田市シャンソン文化協会からお知らせ（入場無料）
平成31年2019

新春

文化の祭典in鶴川

カンツォーネ・シャンソンを楽しむ ニュー・イヤー・コンサート
日

時

2019年1月12日（土）

開場13：30／開演14：00

会 場 和光大学ポプリホール鶴川

地下ホール

○問い合せ：042−729−0567／090−3138−8039（斗南良子）

＊新春俳句大会のご案内 初心者歓迎
日

時

会 場

和光大学ポプリホール鶴川
受付12：00より

季 邁
句 数
選
参加費

町田市俳句連盟

平成31年1月13日（日）

三階会議室

投句締切13：00

当季雑詠（冬、新年、早春）いずれも可
2旬、当方で清記しますのでメモ書きで可（但し氏名は必ず記入して下さい）
相互選（参加者全員が6旬を選ぶ）
無料（参加者にプレゼントと表彰があります。）

○問合せ先

町田市俳句連盟

小林絹子

℡

042−797−1577

＊町田市吟詠連盟からのお知らせ
平成31年度全国吟詠コンクール地区大会
日

時：平成31年2月11日（日）10時から

場 所：成瀬駅前市民センターホール
この吟詠コンクール地区大会は、町田市吟詠連盟に所属している会派の会員が参加できる吟詠コンクー
ルで、全国大会に優勝するとNHKテレビ放映や武道館で披露されます。今迄に当連盟から2名が全国
優勝しています。
○問い合せ

TEL042−728−0468

川添吟照

＊第39回町田市民謡協会演奏大会
日

時：平成31年4月28日（日）

会 場：町田市民ホール
開 演：10：00
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。
○問い合せ：℡042−791−4023（民謡協会 勝又竹時）

一般社団法人町田市文化協会■
r会 長：高 野 宗 佳
住

所：〒194−0211町田市相原町850−17

TEL：042−779−0253
Email：liketea50＠gmaiLcom

