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新年度に思う
（一社）町田市文化協会会長 高野宗佳
「花香り鳥語る」好季節となりました。皆様にはご健勝にてご活躍の事とお喜び申し上げます。
多事多難でありました平成の時代も愈々改元となり、世の中は往く時代にお名残を惜しみつつも、新しい
御代の希望の未来に向けて船出をしようとしております。
扱、当文化協会も創立して42年、法人化して5年を迎えます本年、まさしく過渡期にあり組織としての基
盤作りに務めておりますところでございます。
町田市文化・国際交流財団をはじめとして賛助会員の皆様には、諸々
ご支援を頂いております。そして又、町田市議会文化・芸術振興議貞連盟
の議員の皆様との会談を昨年秋より重ねて頂きました。そのご尽力に由り
2月13日には長年の懸案事項であります事務所の問題等を含めてご支援を
頂けます様、石阪丈一市長へ要望書の手交をして頂き、市長にもお励まし
のお言葉を頂戴致しました。皆様のご厚情に有難く感謝申し上げます。
とにかくも、会の組織つくりに勤しむと同時に、年来の行事は踏襲し、更に充実を図るよう努めたく存じ
ますので、昨年同様引き続きご指導ご鞭連の程お願い申し上げまして、新年度に当たりご挨拶と致します。
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「町臼而立博物館最終展一工芸美術の名品−」展
1．会
2．会

場：町田市立博物館（町田市本町臼3562番地）
期：2019年4月20日（土）〜6月16日（日）
前期：4月20日（土）〜5月19日（日）
後期：5月21日（火）〜6月16日（白）

3．開館時間：午前9時〜午後4時30分
4．休館田：月曜日（祝日の場合は開館、翌田休館）
5．入館料：無料（全期間）
6．主
催：町田市立博物館
7．協
力：t般社団法人 町田市文化協会
一般財団法人 町田市文化・国際交流財回
開館45年の節目を迎えた町田市立博物館は、この度の展覧会をもって現在の建物での展示事業を終了することと
なりました。それと同時に、町田市は博物館のコレクションの特色をなす工芸美術作品を専門に展示する新しい美術
館の開館にむけて準備に着手しています。
オープニングイベント・毎週のように楽しみな講座やイベント・クローズ＆テイクオフイベント等があります。

＜（一社）町田市文化協会はこの展覧会に45年間の感謝を込めて全面的に協力いたします＞
華道協会による迎え花といけばな体験・民踊親和会協力の着付け・吟詠連盟による吟詠・欒反協会のミニコンサー
ト・茶道会協力のお茶会と体験 等が予定されております。
お名残りを惜しみつつ、どうぞ楽しみにご清来ください日

2019年 町田さくらまつり 尾根緑道

（一社）町田市文化協会

担当 原田・加瀬

定時総会及び懇親会のお知らせ

日 時：4月6日（土）〜7日（日）

6日（土）午前10時〜午後4時
7日（日）午前10時〜午後3時30分

会 場：尾根緑道中央会場
文化協会参加団体

舞台：フラ協会・琴望会（大正琴）・舞踊連合
展示：紅土会・俳句連盟・書道連盟・美術協会
皆様お誘いあわせの上ご来場おまちしています。

日

時：2019年5月13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分から
会費3000円

＊総会欠席の場合は委任状を掟出下さい。（後日
送付の総会のお知らせのハガキに捺印の上投
函下さい）
＊懇親会は会員の皆様もご出席ください。

新春文化の祭典in鶴川のご報告
日時：平成31年1月12日（土）〜14日（月・祝）

場所：和光大学ポプリホール鶴川
12日（土）：新春いけばなの集い
：新春に歌うシャンソン＆カンツォーネ
13日（日）：新春茶会
：キッズダンスパフォーマンスと和太鼓
：新春俳句大会
：JCOMとのコラボ

講演会「魅せる所作セミナー」 講師 神崎順 氏
14日（月・祝）：新春囲碁大会
：新春吟詠大会

3日間に参加して頂いた各団体の催しは、大好評で特にシャンソン＆カンツォーネの舞台は満席となり立って
いたお客様が多数おられたほどでした。開催3日間での参加者・入場者の合計は1849名と予想以上のお客様が来
場されました。又、市民ホールの文化祭でも販売した、鶴間製菓の甘納豆販売も好評でした。
鶴川駅に近いポプリホールにてお正月らしいイベントとして定着したようでもあり、地域の文化振興及び活性
化に繋がることは喜ばしい限りです。

大盛況の「新春俳句大会」心より感謝

町田市俳句連盟会長小林絹子

想像を超えるほど、沢山の方々の俳句愛好者の参加に感謝感激です。前日には小雪がちらほらと舞う様な厳
しい寒さでしたが、当日は何んと一片の雲もなく 冬麗 正に絶好の俳句日和・‥。思いも寄らぬ57名もの出

席者で参加賞も足りぬ程の嬉しい誤算、併し俳人は皆心優しい文化人なのです。椅子不足にも拘わらず、お立
ちになり乍らもペンを走らせて居られ、筆舌に尽くし難い程の感謝の念で溢れる俳句大会が開かれたのでした。
開会の挨拶に始まり、来賓のご祝詞を頂き、熱気あふれる中、選句、披講へと着々と進み点盛もスムーズに
行われ、表彰となりました。
上位四名の作品を掲載させて頂きます。
金賞 一位 舞う獅子を暫し眠らせ江戸磯子
木村 裕子
銀賞 二位 初日の出十指にあまる小さき幸
矢吹 久子
銀賞 三位 改元の輝く年や初御空
手波 栄子
銀賞 四位 つつが無く終へたる日々や松飾
正本 陽子
町田市俳句連盟主催と致しましては初めての行事でありますが、この
棟に盛況に開催できました事は（一財）町田市文化・国際交流財団をは
じめ（一社）町田市文化協会の温かいご支援のたまものと心より厚く感
謝申し上げます。これからもこの素晴らしい自然界や文化への想いを俳句に託しつつ皆様方とご一緒に心豊か
な人生を、と前進して行く所存でございます。今後とも種々とお力添えを賜りますよう重ねてお願い申し上げ
ます。皆々様誠に有り難うございました。

≪新しい文化協会に寄せて≫

町田市シャンソン文化協会会長 斗南良子

世は真に、「女性の時代の到来でしょうか？」女性初の（一社）町田市文化協会会長高野宗任による、意欲
的かつ革新的な文化活動が活発に開催されています。
私達の町田市シャンソン・カンツォーネ文化協会も平成30度の文化祭に於いては、昼は、＜テラスでシャン
ソン＆カンツォーネを聴きながランチ＞、会長の采配で豪華かつ、リーズナブルなお弁当を手配していただ
き満席の市民の方々に喜ばれました。
夜は、 シャンソンの流れる町田 の生演奏による市民ホールでの舞台では、協会員を始め、公募による参
加者の方々の歌を聴いていただきました。
又、平成31年新春文化の祭典in鶴川に於いては「新春に歌うシャンソン＆カンツォーネ」と題して初のポ
プリホールでの舞台をさせていただきましたが、経験の無さで、満員御礼となり（初めての経験でしたので）
ご来場いただいた方々には大変失礼な事態となりました事を紙上をもってお詫び申し上げます。今後この様
な事態の無い棟に計画的に開催したいと大いに反省しています。
「シャンソン＆カンツォーネ」出演者の歌声は皆様に届きましたでしょうか？春の足音を待ちつつ初春の
宵は静かに流れてゆきました。お寒い中、お忙しい中、ご来場いただきました皆様に深く感謝申し上げます。
今後も楽しい企画をご期待くださいませ。ご協力いただいたすべての方々に御礼と愛を込めて‥。

平成31年《賀詞交歓会》大盛況に終る
卜社）町田市文化協会主催、平成31年賀詞交歓会は1月26日（土）にラポール
千寿闇にて12時より開宴されました。正面舞台横には、賛助会員で草月流須
山庸泉先生による雅やかな迎え花が飾られ広い会場には総勢149名のお客様が
来席されました。
文化協会高野会長の挨拶に続き、石阪市長始め、議員・市関係の皆様の祝辞、
そして今年大きく変わったのは、賛助会員としてのお客様に多数ご出席頂き、
祝辞を頂戴致しました。最後、大西宣也常任顧問の
乾杯で式を終了しました。
歓談・会食後加盟団体の紹介、余興では東京町田フラ協会の先生方によるフラ披
露4曲、宮川哲夫研究会によるカラオケ4曲と最後は三田 明の「美しい十代」を
全員で合唱して大いに盛り上がりました。
平成最後の賀詞交歓会は、皆様のご支援ご協力に感謝！の一会となりました。

町田市民文化祭「春の催し」

第44回

町田市民美術展

会

場：町田市立国際版画美術館

期

間：平成31年2月23日（土）オープニングセレモニー
：平成31年3月3日（日）まで

主
催：（一社）町田市文化協会
共催：町田市
事業主催：町田市美術協会（幹事団体）・創作陶芸紅土会
町田市書道連盟
オープニングセレモニーでは、主催者挨拶に始まり、来賓ご挨拶の後
連続永年出品者12名の表彰メダル授与式がありました。
今回の市民美術展には約300の作品が出品され盛大な展覧会でした。

風景画に聴く

加瀬友一

テーマは現地との対話です。光景を見据えて描くその対象が具象風景に結びつきま
すね。作品の良し悪しは、見る人の感性で決まると思いますが、時には、独創性や描
写力も問われることになろうかと思います。巧みに見せつけても必ずしも幸いすると
は限りません。自己満足する事ではなく、手ごたえと納得を思い起こす事が大切だと
思います。また、悟ることも忘れない大事ですね。かといってマニュアルにこだわる
事はないと思います。自己流に自信を持って生かせば結果は見えてきます。私事です
が、美術部の晩年仲間とのスケッチ会を展示会に向けて楽しんでいます。いつまで続
くかが課題です。
昨年、町田市文化協会に所属する事となりましたが、文化祭やその他、永年かかわっている関係者の方々の苦
労とその動力、又は努力は並々ならぬ大変なものでした。色々な行事に携わり、達成感にも触れることが出来、
教わることだらけで勉強になりました。
美術協会に関しては、今後も変わることなく、皆さんと限りなぐ決く楽しく貢献できればと願っています。
町田市文化協会常務理事（美術協会会員）

平成30年の町田市民文化祭に参加して

人形文化連盟会長 川合七江

人形美術展を振り返ると、ま〜展示会場は作品の山で、ともかく人形をだす、それぞれの創作人形を把握する
こと、通路側の歩み具合が悪いと人が多くぶつかり合うなどありました。
飾る人形は、紙人形から押し絵、その他人形、創作、市於人形、等多くのお客様にご覧いただきました。無料
講習会では、干支の猪を20分で作り上げ、笑顔で次のスタンプラリーへ急ぐ方がいらっしゃいました。私にも二人
の方が俳句を詠んで紙に書いてくださり「驚き桃の木山板の木」です。
「文化の日郷の耽りの師に会えり」
「体験の猪つくり文化祭」
いかがでしょうか、相当の俳句歴の方と見受けられました。
会員一同、高野会長始め、役員一同様に大変お世話になりました。御礼を申し上げます。

個人・団体情報
＊町田市民踊親和会からのお知らせ

＊第39回町田市民謡協会演奏大会

「チャリティーおさらい会」
開催日：平成31年4月7日（日）

日 時：平成31年4月28日（日）

会 場：町田市民ホール

場 所：町田市民フォーラム
開 演：午前11時〜終演：午後4時
入場無料

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。
○聞合せ：℡042−791−4023（民謡協会勝又竹時）

問合せ：電話似2−793−4766原田律子

第66回
日

町田華道協会展

町田華道協会広瀬啓友

時：2019／5／18（土）・19（日）5／18（10時〜18時）・5／19（10時〜17時）

会 場：町田市文化交流センター 6F（ホール・ギャラリー）
入場料：200円

彩り溢れる作品が、皆様方のご来場をお待ち申し上げております。
○お聞合せ先

TEL O42−729−7292

広瀬啓友

E一mailmachida．kado＠gmai1．com

会員と社中の発表の場として開催されてきました華道協会展も、町田市文化交
流センターに移ってから11年目になりました。おかげさまで文化交流センターのスタッフの皆様の協力の下花展を続け
てこられました。天井が高く、のびのびした作品作りには最適な所です。
昨年創立65周年記念花展を無事に終了することができ、今年は第66回目、新しい役員と新たな気持ちで取り組んで
いきたいと思います。
生け花、茶道など「道」の付く習い事をする人が減少しつつある昨今、一人でも多くお弟子を増やしていかないと先
が危ぶまれます。協会展開場はお弟子や会員のための勉強の場と考え、又ご来場者の皆様方には、いけばなの情報と交
流の場となって、地域の皆様にいけばなの力を感じて頂ければと思いつつ、いけばなを通して地域社会の文化向上に努
めていければと思います。
最後に心和むような、彩りに満ちた作品づくりができればと思いつつ、皆様のお越しをお待ちしております。

＊2019年度町田茶道会のお茶会をご案内いたします。
■月例茶会
4月21日（日）「広間席 山 吹」席主 表千家 藤本宗和
「立礼席 けやき」席主 大日本茶道学会 有賀仙陽
5月19日（日）「広間席 山 吹」席主 表千家 山田宗州
「立礼席 けやき」席主：大日本茶道学会 加藤仙悦
6月16日（日）「広間席 山 吹」席主：大日本茶道学会 岡田勝仙

「立礼席 けやき」席主：菓子家伊藤宗園
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
『「新緑の薬師池を楽しむ茶会」
日

時：4月27日（土）午前10時〜午後3時30分

会 場：薬師池公園四季彩の杜 薬師池 旧荻野家住宅前
大人300円 子供100円（3歳以下無料）
無料体験コーナーもございます。

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：掴2−745−9956（西村まで）
MAⅡノ：maChida．sado＠gmail．com

＜賛助会員及び理事・正会員の皆様へ＞
賛助会費及び寄付金につきまして、昨年度中は大変ご協力
を賜りまして誠に有難うございました。
平成30年度は、町田市民文化祭の折に町田市からの補助金
が無くなり、心もとない状況の中で始まりました。しかし財
団のご協力もさることながら皆様のご支援ご協力を頂き、お
陰棟で次年度の事業に向かうことも出来そうでございます。
本来の（一社）町田市文化協会の在り方を常に念頭に置き、
会務に精励致したく存じますので、引き続きご協力の程お願
い申し上げます。

（一社）町田市文化協会会長 高野宗佳

一般社団法人町田市文化協会
会 長：高 野 宗 佳
住

所：〒194−0211町田市相原町850−17

T E L：042−779−0253
Email：liketea50＠gmail．com

