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響板の使用が可能になるなど，教

言委員会,文化･スポーツ振興財団

のご支援に感謝申し上げます。

残念仁ら東海村には展示館があ

りませんので，私共は作品の展示

ができる生涯專習センター(仮称）

の建設を強く要請しているところ

ですが，現状は現在建設が進めら

れている総合福祉センター，石神

小誉校の建設に続いて，白方小雲

校，照沼小雲校更には東海病院の

建設が予定されていますので，生

涯專習センターの建設はそれ以降

にならざるを得ません。当面は合

同庁舎(１日村役場)を使用できるよ

う村当局に要請して参りたいと言

えております。

最後になりましたが）東海村の

文化祭は近隣市町村に対し語れる

文化祭であると自負しております。

それは出展，出演者が創意と工夫

を凝らし,技術,技能が年々レベル

アップが図られている所以であり

ます。会後開催される文化祭が更

に素晴らしい文化祭となりますよ

う皆様方の一層のご精進を期待し

て御礼のごあいさつといたします。

Ｐ

!;i0厘、 ごあいさつ
東海村文化協会会長

東海村文化祭実行委員会実行委員長

浩二須藤

物の豊かさに加えＩＤＩの豊かさをあ

わせ求める村民の欲求の高まりの

中て，芸術文化を通して真の豊か

さを実感できるようにしたい。優

れた芸術文化の発表・展示が本村

のまちづくりとコミュニティに大

いに役立つための文化祭なのです。

出品`発表者の中には県･内外で

の発表，展示会で数々の受賞の栄

に浴された方々が沢山おられます。

東海村の芸術文化のレベルは非常

に高いという評価から文化祭で

はなく芸術祭にしてはという提＝

も寄せられましたが，この催しは

上手な人,特定な人だけの発表,展

示ではなく民主，平等で公募を含

め誰でも自由に参加でき切蹉琢磨

できる東海村の芸術文化の祭典で

あるべきであろうということから

塘来に三って文化祭として続けて

行きたいと考えております。

文化祭の展示部門は総合体育館

を利用して催されておりますが，

言は展示パネルの借用，会場の設

営,後片付けなどは出展言自らが

行ったものでした。現在は会場の

設営は総て村の費用で設営して頂

き，文化センターでも舞台仮設反

平成１４年(2003)度東海村文化

祭は,文化協会加盟１９団体と児童

生徒作品展,東海太鼓演奏会等１７

団体計３６団体の参加のもと，１０

局３０Ｂより１１月４Ｂまでの間文

化センター，総合体育館を主会場

として盛況のうちに終始すること

ができました｡実行委員の皆様`教

育委員会社会教育課,文化･スポー

ツ振興財団の関係言をはじめ関係

各位に厚く御礼＄し上げます。

東海村の将来は現在原子力研究

所橘内に建設が進められている，

大強度陽子加速器施設が平成１８

年(2006）度運転開始を迎えるに

当り,茨馴県の｢サイエンスフロン

ティア構想」「つくば・東海・曰立

知的特区」構想と連攪しつつ東海

村独自の高度科雲研究文化都市構

想を立て，新時代の研究都市づく

りが具体的課題となっております

が，東海村のまちづくりは東海村

第４次総合計画｢とうかい２１世紀

プラン｣のもと進められます｡その

理念は｢人・自然･文化が響き合う

まち｣と定められ,芸術文化の面で

は「豊かな人閏性を育む環境づく

り」が必要であると謡われており，

編集だより

東海村文化協会たより２００２

年度版をお届けします。

合回は`文化協会に限らず,文

化祭参加団体の方の寄稿をお願

いし，文化祭特集としました。

事務局長篠原遙
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醐劇i震ri製H露悪一 水墨画連盟の活動

水墨画連盟木名瀬昭吾

賎F－－－

￣司偏 水墨画運盟の紹介にあたりま

す水壁画連盟とは，どの様な団体

なのか紹介しましょう。水墨画連

盟は，二つの団体により橘成され

ています。璽遊会と水墨画同好会

の２団体で栂成されています。

では平成１４年(2002)度に行っ

た行事を紹介します。芸術祭の一

環として，東海駅ギャラリーで水

墨画展示会，又反省会及びスケッ

チ会として,塩原方面一泊研修`又

臭久慈にて創作活動をして居りま

した，故村山先生のアトリエを見

琴して‘展示されて居る作品を拝

見して‘その卓趣した技術に艤嘆

し我々の未熟な技を実感し育意義

な研修をし,更に奥久慈川の名所，

鰐が淵付近のスケッチ等，又里美

方面のスケッチ会及び村の文化祭

の展示等年間を通じて，数回の研

修行事をとおして，全会員が和気

霊々の内に会員相互の親睦を深め

ながら研修を行って居ります。

墨遊会は毎月第１第３金曜曰，

午前９時半～１２時‘講師として

（３面に続く一）

蝋

一グロー全

文化祭と美術活動 美術連盟佐藤康雄

美術連盟では文化祭，芸術祭，

アートロード活動のほか毎月１回

の行事や文化・スポーツ振興財団

との共催で絵画教室を行い多くの

村民に門戸を開いております。

近年は東京都美術館での中央展

や県芸術祭,水戸市,曰立市,ひた

ちなか市などの市展にも出品し多

くの会員が入鐵'八選を果たして

おります。

これからも多くの村民の害様の

入会,参加を目標に活動を広げた

く思っております。

（高橋忠治記）■

文化祭実行委員会の運営に感謝

申し上げます。

美術連盟では善の芸術祭，文化

祭‘アートロード屋を３本柱のイ

ベントとし活動の発表の湯に据え

ております｡文化祭の会場,体育館

は合同発表ということで多くの村

民の害様が鑑蕊し葉書刀は大変良

いと思います。スペースも良いと

思います。壁面の内容は絵画作品

を篝賞するには会場の雰囲気及び

壁面のインスタント的な設遜には

不満が残ります。

芸術祭の会場，ステーション

ギャラリーは近隣地区には見られ

ない充実した会場ですが，連盟会

員が一同に発表するには狭く，止

むなく前期‘後期に分け発表して

いるのが現状です。

合回の文化祭には連盟会員のほ

か多くの村民の参加を目途に絵画

教室の皆様にも展示を依頼し出品

言にも篝賞琶にも大変喜ばれまし

た。又東海まつりのイベント内容

の掲示や曰常活動の機関紙なども

準備し好評を得ましたことを付記

致します。

営一雪藻声
＝

鵜蝋鱸
▼

▲ｂ

ムゼｂｑｊ．

:鬮欝鑿r、j雲i鑿i霧‘￣

繭．唾
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(→２面の続き）

曰本南画院正会員の都留速水先生

により勉強をして居り，同好会は

毎局第２,第４土曜曰午後１時半

～３時半まで中央公民館にて勉強

に励んで居ります。水墨画に関心

のある方は老若男女を問いません

一緒に描いて楽しみませんか，お

待ちしてます。

電'283-1708木名瀬昭吾頂

Ｐ
￣

ノ
一下

壁
社交ダンス

社交ダンス連盟石田正久 文化祭雑感と囲碁・将棋の普及を目指して

囲碁将棋連盟生田目篇

していきたい。６０余名の会員を掴

し‘定例会として毎月第２Ｂ曜曰

（午前９時より)，中央公民館２階

年会費２，０００円（毎回，昼食と賞

品が出る),その他対外試合もあ

る｡毎回,会員の自主的な運営の下

に和気あいあい，対局を楽しんで

おります。

さて,囲臺･将棋は古く長い歴史

を持ち庶民の娯楽・文化として親

しまれてきました。囲蟇は特にお

隣の韓国でも大ブームとなり教育

界でもその効用が大きな反響を呼

んでいるそうです。対局を通じて

頭や礼儀作法がよくなる。創造力

や暗記力も高まり，集中力や物事

を真剣に言えたり，総合的に物事

を捉える姿勢が自然と舅につくと

され‘人間教育にも大変役立つと

聞いております。また生涯專習の

一環として，頭の老化防止にも役

立ちますので，曰常生活に生きが

いと張り合いを持って楽しく過ご

す一助にしてほしいと願っていま

す｡さあ,囲臺･将棋を楽しく打っ

て仲間つくりをしましょう！いつ

でもご加入を歓迎します。■

●東海村文化祭については，全体

として申し分のない立派な内容だ

と評価しています。合後ともこん

な形で継続できれば素晴らしいこ

とだと思っていますが，村として

は厳しい財源の中から多額の助成

をし当村故に許されているとした

ならば，それに甘えることなく手

作りの文化祭はどうあるぺきかの

議論も必要な時期を迎えているよ

うな気がしています。

●「ダンスの夕べ」と主催言活動

会年の行事は内容として例年通り

ではありましたが‘参加者が若干

少なかったのは残念でした。＝い

訳になりますが会場の広さから多

くも少なくもない状態にもってい

くのはなかなか難しい問題です。

東海村にはダンス愛好言が多数居

りますから一堂に会する意味でも

チョット顔出し程度の参加も主催

言としては嬉しいことなのです

が・・・ 。

⑰社交ダンス連盟としては例年の

２サークルから１サークル増えた

ことが大きな出来事です。合後と

もさらにサークルの加盟を願って

いるところです。■

入場青数６，０００人宗の多さに感

激し，各部門参加者の技量もさる

ことながら，出展物や演技内容も

充実し，いやがうえにも彼らの熱

意と執念が伝わり，私には感動し

たＳＢ間でした。講演会を含め４

曰間の一堂に会しての文化祭は，

地域文化の発信源として，また文

化振興の担い手として`維持･発展

されることを望む。常にマンネリ

化を排し，見せる展示から見ても

らう，参加してもらう展示への配

慮もありよかった。展示部門等の

入賞の一部に霞害参加型の入賞も

あってよい。参加数と文化の裾野

を広げる懲昧でもＰＲ等の更なる

工夫,終夛後の成果,評価等を何ら

かの形で住民へのお返しを，各コ

ミセンの諸文化活動への奨励と連

携を図る等・・・雑感を述べてみま

した。

当連盟では文化祭への参加は最

も大きな行事の一つですが，合年

は参加書が増え，公募者と小雲生

の参加が多かった。来年は入賞者

数を増やしたり段･級別対抗にし

たりして，運営等をさらに工夫泰
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れ，茶の席は青年研修所の２階で

した。当時は教育委員会が中心と

なって茶道具の運搬をはじめいろ

いろな面で支援していただきまし

たが,お宮様が集まらす３０個のお

菓子でも余ってしまう程でした。

昭和52年(1977)度の文化協会設

立時には茶道連合会として原研茶

道部･煎茶三彩流･裏干家と共に参

加し，その後茶道連盟と改称いた

しました。そして文化祭での一般

の方々への茶の湯のお勧めや茶道

講習会（茶の歴史その他),懐石料

理の講習会，夏の納涼茶会，発表

会，身近にある文化財を訪ねる研

修旅行など活動内容も充実し，各

団体一丸となって茶道の本旨であ

る和敬欝寂の精神の言及に精進い

たしてまいりました｡また,昭和６１

年(1986)から公民館と共催で茶道

教室も始めました。

そのような努力の甲斐あって，

多いときには700人ものお宮様が

席入りしたこともあり，嬉しい悲

鳴でした｡また,加盟団体数も平成

１３年(2001)度はｇ団体，１４年

(2002)度は１０団体と増えました。

現在の構成は,原研茶道部･煎茶三

彩流・若葉会・血目会・いちえ会・

清風会･富貴の会･松韻会･松風の

会そして知足会です。

諸般の事情で合年(2002)から文

化祭のお茶券が値上げとなってし

まいましたが，それても－服のお

茶を多くのお客様に喜んでいただ

けたことを感謝し励みとして，会

員一同さらに研讃に努めていきた

いと存じます。内

詩吟を通して仲間づくり

芸能連盟八州流東海詩吟同好会長田美枝峰

私達ハ州流東海吟詠同好会は，祭に参加，連盟の方々には大変お

民謡（２団体)，箏曲,津軽三味線，世話になりました。詩吟の部の晴

詩吟(Ｓ団体)の７団体の芸能連盟嵐会（佐竹霞邦会長)，水府新刀流

に所属する－つです。東海剣詩舞会(神永光同会長)のご

同好会は`漢詩を琴び'0合詠する協力をいただき，吟と蕊との－体

ことにより,心身共に潤い健康を化と調和の表現が出来，微力なが

得るため,毎週火曜曰夜７時からら地域文化向上に貢献出来たと己

９時まで,仲間が参集し,楽しく研負しております｡又,県芸術祭合吟

鎖しております。五人立,十人立コンクールに出場。

平成１４年(２００２)の活動状況多々の活動報告をさせていただ

は,４月に,昇段研修審宣会,マイきましたが詩吟は，一般的に関心

クに立ち緊張しながら参加，茨城を得づらい現状のようですが……。

放送全国決勝大会に合吟五人立てあまり堅舌しく書えず，詩吟を通

出場。１０月は，ハリ''1流吟詠会創立して仲間づくりをし,楽しく,生涯

40周年記念’二世宗家襲名記念大の趣味(学習）として,興味をもつ

会に参加‘常曰頃の研讃の成案がていただけたらと思います。

発露出来た。１１月は実演村立化■

茶道連盟のあゆみについて

東海村茶道連盟奥野律子

合年度１０団体144名となりまし

た茶道連盟も，当初は私の主宰す

る表干家知足会１団体でしたが，

昭和28年(1953)度より茶花道部と

して村の文化行事に参加し，毎年

お茶席を設けて茶道の琶及に努め

てまいりました｡その頃は農業祭，

文化祭,趣味の集いと名称や会場

にも変更がありました。

昭和３６年(１９６１)頃から４８年

(1973)頃まで,文化祭は東海中雲

佼とその西側の青年研修所で行わ
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投稿

私の挑戦

東海美術連盟勝田

凸=￣

一

和一

中写生の頃，言笙の時間に田ん

ぼの畦道を茶色で染めたら，にわ

かにそれらしく見えて，うれし

かった事がありました。定年退職

後に絵を描く事を思い立ったのも，

半世紀も前のあの感動がずっとＩＤ

に残っていたからかも知れません。

銀.

;ｾﾞﾐ覺鯵蕊勢
凸

Ｉ

ロ
ロ

〃、２ ユ
リ
ー

ヘータへ＝α～＝

茨励わくわく財団の趣味教養講

座を思いきって受講したことで，

絵画への糸□を見つけ‘近代美術

館の様三や画廊の存在も知りまし

た｡その後,東海村で美術運襲羊催

の絵画教室に通い絵を描いていく

うちに新しい仲間もふえてきま

した⑤

東海村文化祭に参加して

謡と仕舞豊島洋子

去る１１月Ｓ曰,私達は東海文化

センターに齢いて，「謡と仕舞」を

発表しました。

会の発足は,平成１０年(1998)６

月から中央公民館の呼びかけて始
ロ凹琿る

められ,讃8mは高橋先生(金舂流宗

家師願代・村内在住）です。

自主活動になってからは，各コ

ミセンにもお世話になっておりま

す。熱ＩＤ|な高橋先生のお陰で少し

ずつ「謡」として，また「仕蕊」と

して発表できるようになってきま

した。

例年行われている水戸市や茨鯏

県の芸術祭にも参加させていただ

いたり‘地元では白方コミセンで

行われる敬老会などにも出場して

おります。そうこうするうちに

｢村の文化祭にも出場しては……」

という声が上がり始め練習にも－

段と熱が入ってきました。

幸いなことに，村内には山田先

生という観世流の先生も居られ，

ご一緒に参加してくださることに

なり百万の味方を得た喜びでした。

ところが‘当の文化センターに

は｢能｣に関する設備は何もないと

のことがわかり，さてどうしたも

のかと思案に暮れましたが，どう

にか能篝台に似せて，四本の短い

角柱を四隅に立てることで，何と

か形を整えました。

当曰は夕刻(上演時間１７時～１８

時)にもかかわらず,ご熱心な方々

のご来場をいただき，拙いながら

曰頃の成果を披露することができ

ました。

一方観世流の山田社中の上演は

篁々としていて,実に立派でした。

キャリアの違いを痛感し，ＩＤＩから

鬘寶いたしました。

初めて文化祭に参加して，戸惑

うこともありましたが，曰本古来

の伝統芸能である｢謡と仕霊｣とい

う新たなジャンルが加わったこと

の意義は大きいのではないかと‘

会後の精進をＩＤに期した次第です。

（2002平成１４年１１自記)■

ＰＬ二へ二幻へ＝

現状は「舌」「楽」「挫折」の繰り

返しです。底なし沼のような気さ

えする絵画の世界ですが，追求の

過程で見えなかったものが見えて

来たりすると感動も深まり，これ

がまた楽しく素晴らしいことだと

思います｡

へ夕界￣へ－

東海村はステーションギャラ

リーが盲り，芸術祭,文化祭,アー

トロード等,出品の機会が多く,勉

強会もあって盛んですね，とよく

言われます。

へ‐へ夕ｓ､■

この恵まれた環境で，楽しく絵

が描けると＝う事は，本当に幸せ

な事だと思います。

（2002平成１４年６月３０曰記)■

■

菱聖i鬚亨冑１１ﾋﾞ誘凹￣

jii
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Ⅱ
■

言が約半数。先程述ぺました講演

会でも，同じように会員外に枠を

拡げて一般参加害がこんなにもい

る，というのも自負していいので

はないかと思っています。逆に考

えて毎年の事ながら会員数が増え

ない悩み？もこうしたことを考え

てみれば，解決がつくのでは？と

考えたりしています。

毎年楽しみに待っていて下さる

皆様,本年は｢岡本太郎と相田みつ

を｣です,どうかよろしく，会員に

なって下さいなんていいませんか

ら.・・・。

（2003年３自記）■

￣

1１

iMMl 圏に
｣

０個ｗｗ加川一

～

～~
へ

弓～

Z『と

～

書道連盟の活動

書道連盟山口歓一

盟の研修行事を楽しみに待ってく

れる隠れファンがいるのです。ち

なみに前回は群馬県の「富弘美術

館と良寛美術館」でした。本年は

｢岡本太郎と相田みつを美術館｣へ

の研修旅行を計画しています。岡

本太郎？これ‘書と関係ないので

は？という質問があるかも知れま

せんが，書という小さな楽しみ事

ではなく，心から感動する芸術一

般を言えるなら大いに意味がある

と考えれば納得ではないかと思う

のです。それに会員外の－般参加

前号で書道連盟の活動状況につ

いて，概略ですがお知らせしまし

た。その中から二，三の問題にし

ぼって害えてみたい。

恒例になっている年間行事のそ

の－は，講演会と研修旅行です。

各連盟とも会員親睦を兼ねた総

会を行っていると思いますが，書

道連盟のそれは，講演会と研修旅

行を隔年ごとに行いその時に総

会を兼ねていることです。昨年の

行事は川又南岳先生にお願いして

書道講演会を行ったのですが‘難

いたことに百名をこえる聴講者が

来場され，会員五十名弱の書道連

盟役員は対応におおわらわでした。

私達書道連盟の問題点はなかなか

会員が増えないという悩みを抱え

ているのですが，どうしてどうし

てこんなに書道愛好雪がいる,と

いう事実に驚いたのです。

また，一昨年の研修旅行を例に

とると,研修旅行の参加言が39名

でしたが‘そのうち約半数の方は

連盟外の人達でした。例年雲這運

ライオンズクラブバザー

東海ライオンズクラブ

川戸克

ライオンズクラブでは,毎年,東

海村の文化祭にバザーを行って来

ています｡ライオンズ・クラブのメ

ンバーから，自主的に提供された

高級ブランド品･珍品･お酒等が主

体で，これに直接農家から購入し

た野菜，果物を加え販売を行って

おります。（７面に続く→）
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的であり‘使命でもあります。

このバザーの益金は，ライオン

ズクラブの奉仕活動の資金の－部

として育効に利用させてもらって

おります。

お陰様で,常連のお客様もでき，

オープン前から待ってもらってい

る方もあります。

お買いあげいただき，皆さんか

ら〃ご舌労さまです｡”と声をかけ

てもらった時が,何より幸せで,合

までの準備の苦労も忘れ，会年も

バザーをやってよかったなあと思

います。

これからも,皆様に愛され,お役

に立つライオンズのバザーを心掛

けていきますので宜しくお願いし

ます”■

こなったが，現在は体育館前の野

外特設ステージで，発表会という

よりは，青空の下で気持ちよく太

極を篝うことを自身の楽しみとし

て表演させて頂いている。観客の

多寡もお天気次第であるが,「ゆっ

たり,ゆっくり｣自然に動くことが

信条の太極拳なのでそれも結構な

ことと受け止めている。合年の表

演曰はまさに｢曰本晴れ｣の好天に

恵まれ,観客も多く,例年にもまし

て気持ちよく行えたが，年によっ

ては寒風の中，数人の観害の前で

表演した年もあった｡ある年には，

同好の±数名が仙台からわざわざ

東海村へやって来て我々の表演会

を見て頂いたこともあった。

そのご縁で仙台および千葉県稲

毛市の太極拳のグループが東海村

へ集まり我々のグループと太極

拳交流会を開く機会もあった。本

会ではその様な人と人との触れ合

いを大事にし，「半分は自分のた

め,半分は人のため｣の健康法とし

て太極拳を続けている。一方この

世界，つまり「気」および「武術」

としての太極拳は奥の深いもので

あり，一生続けても極めることは

できないものであるが，無理をせ

ず気長に続けてゆきたいと言えて

いる。

我が東海村はいろいろな意味で

人材が豊富な市町村だと思う。そ

れは文化祭のレベルが高いことに

も表れている｡会後も‘科学(特に

原子力）のみではなく，農業を言

め‘自然環境と人間を大切にする

文化レベルの言い村として発展す

ることを期待したい。■

(→６面の続き）

また,このバザーは`ライオネス

クラブ（ライオンズのメンバーの

奥様方等により構成されておりま

す｡）との共催であり，ノClのこもっ

たランチ，手作りの品物等で，更

に，このバザーにやさしさと明る

い華やいた雰囲気を醸し出しても

らっております。

ライオンズクラブのモットーは'

'１Ｗｅｓｅ｢ve.（我々は奉仕する）１１

ということで‘地域に密着した奉

仕活動を行うために皆さんとの

ふれ合い，交流を深めることが何

よりも大切なことであります。

毎年このようなバザーで，皆さ

んに少しでもお役に立ち，喜んで

お買い上げ頂くことが，我々の目

2002東海村文化祭を終えて

東海村太極の会櫛田浩平

我々の｢東海村太極の会｣は東海され,現在さらに全国的な活動を

村民の健康と文化向上のためのポ展開しているところである。

ランテイア活動として平成元年 我々の会は平成二年(1990)に初

(1989)以来活動を続けている｡そめて東海村文化祭に参加し，以来

の属する連盟は先年ＮＰＯ法人継続して参加してきた。始めは文

｢曰本健康太極拳協会｣として認可化センターのステージで発表をお

東海櫛文化祭j薑‘隅テージ巳



東海村文化協会だより(8)２００２琿度版

三体はあります。東海村には写真

に関１０１，興味のある方がたくさん

おります。そういう仲間と旅をし

たり,作品をながめたりすること

は，味わいのある人生を送ること

ができると思います。■

もと要求してしまったように思い

ます。文化センター舞台をお借り

てき，照明や音響の方がすっとつ

いて下さる，こんなに素脳らしい

状況を合一度自ら認識をしなけれ

ばと思うこの頃です。

東海村文化祭を運営されてい

らっしゃる多くの方々にご理解ご

協力を賜りまして‘ほんとうにあ

りがとうございます。これからも

なにとぞよろしくお願い申し上げ

ます。読書の方々も－度足をお運

びいただけるとうれしいです。■

箏コンサートで参加して

リトルカンパネラ

岡本千邦子

東海村文化祭１９９９に「リトル

カンバネラ」で公蕊参加させてい

ただいてから扇年参加して４年が

経ちます。出演言は小雲校低專年

から高校生が中心で,最近は,文化

祭参加特別教習コースのように

なっていて‘特に文化祭の時だけ

の子は,眼の色を変えて,また琶段

から筆をやっている子も，いっ

しょうけんめいがんばって文化祭

に臨んでいます｡その成果あって，

｢よかった｣，「すばらしかった」と

いうお声をいただいています。

それでも課題のひとつは，多く

のお宮様に来ていただくことです。

十数人の子どもの出演に，１５０名

くらいのお宮様に来ていただいた

りしていましたが，２００２平成１４

年度は,曰時か宣伝方法の問題か‘

半減。毎年１００枚以上出していた

案内状を，節約して出さなかった

せいかもしれません。来場言アン

ケートでは｢出演言からの案内｣と

いう方々が多く，專校やコミュニ

ティセンターに何百枚というチラ

シを配っても，そのチラシを見て

という方々はいらっしゃいません。

もうひとつの課題は，参加メン

バーの確保です｡一度,参加者勢鍍

のチラシを村内全雲校に配布した

ことがありましたが‘そこからの

参加害は０人でした。夏休み中に

練習を始められないことも多く，

仕上がるかどうかと頭を抱えます。

この発表会で，とっても成長を見

せてくれる子どもたちを見れば，

出演者が少なくても頑張ろうとは

思っていますが。

反省として，以前グループでコ

ンサートをしていた時には会場園

も払い，すべてを自力で行なって

きましたのに，文化祭で助成をい

ただけるとなるとついこれもあれ

２００２年の文化祭の

バザーに関して

技芸連盟理事長塙貴子

私達技芸連盟は文化祭発足当初

から文化祭を盛り上げるには,一

般の方々に関心を持って頂くには

どうしたら良いか，という事でバ

ザーを開催する躯になりました。

公共の場所でのバザーはチャリ

ティに当たるという事で‘連盟会

員の手作りの品を安く提供して頂

き，その売り上げの１割を技芸連

盟に収め，歳末助け合いや阪神大

震災,そして三宅劇の弓供達へと，

毎年かかす事なく勢金をして参り

ました。

ところが2002年度はバザー関

係団体に前もっての話合いもなく,

文化祭実行委員会に利益の全額を

収めることに決まってしまいまし

た。公共の場所で限られた団体が

行うバザーは不公平であるという

意見があったとか？，もし他の団

体でバザーを開きたいという事な

らば毎年交代で実施しても良いと

思います。私達技芸連盟は何年か

に１度でも良いと言えております。

会回の事でいろいろ話し合いま

した，無理してバザーをやる必要

はないという噸見も出ましたが，

パンフレットにバザー開催の印刷

をしてしまったので，取りやめる

訳にもいかす，各団体の皆さんに

なんとか協力を頂き実施致しまし

た。バザーの時間前から大勢の方

がたにお集まり頂き‘盛況の内に

終ヨ出来ましたことに安堵致しま

した。ご協力頂きました皆様に心

から感謝申しあげます。■

写真連盟近況

東海村写真連盟河野弘

東海村写真連盟は2003平成１５

年度には,会員数は５団体９０名ほ

どに成長しました。それぞれユ

ニークな活動をしており頼もしい

限りであります。

連盟の事業としては，さくらま

つり撮影会（公募展・灘金つき）・

芸術祭三真展（東海ステーション

ギャラリー）・文化祭公募写真屋・

年２回の撮影会･写真教室(初心言

向け）を計画しております。

連盟としては写真を愛するそ

れぞれの方やグループに対して‘

連携を深め,親睦を図り,個々の資

質の向上に努めております。

また，連盟では村の文化協会か

ら援助を得て`東海村の文化･芸術

の発展に言＝すべく計画的に運営

しております。

私が理事長に選任されてから２

期４年がたちました。就任当時は

会員数７０名ほどでしたが合では

大所帯になりました。会風一人一

人の所属感と協力によるものと存

じます。そういう[１ｺで個人会員の

言後のあり方についても肩書する

必要があると思っております。

最後にこれからカメラを持って

楽しみたいと思う人を歓迎してい

ます。カメラを向ければ緬限に被


