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ちの会」と「東海美術連盟」と「東

海村」の共同により入賞作品を決

定してまいりました。環境美化ホ

スターコンクールも第１６回を迎

え，素晴らしい力作揃いの作品に

感動しております。

第１５回のボスターコンクール

(平成１４年（2002）度）において

は，「東海村」で初めて開催した環

境フェスタ2002を中央公民館で開

催し,応募作品全作品とイヌ･ネコ

イラスト応募作品を同時に中央公

民館に展示して，来場した村民の

投票で入賞作品を決めていただく

ユニークな審宣方法に変えました。

イヌ・ネコイラスト展は，最近

ペットブームで｢フン公害｣の苦情

が見受けられ，飼い主へのモラル

の向上のために実施しています。

可愛いペットは愛情と責任を持っ

て飼って頂きたいと思います。

第１６回環境美化ボスターコン

クールとイヌ･ネコイラスト展(平

成１５年（2003)度）は，とうかい

こども環境フォーラムで開催し,

実行委員により入賞作品のタイト

ルを決めました｡毎年１１月に開催

される東海村文化祭にも，総合体

育館に全ての応募作品を展示させ

て頂きました｡優秀な作品は,いろ

いろな場所で環境ＰＲに利用させ

て頂いております。

応募してくださった小喜生を御

指導いただいた先生や，応募して

くれました村民の皆様に深く感謝

申し上げます。

環境ボスターを描いたり見たり

することが環境を言えるきっかけ

となり，この美しい郷土を守るこ

との大切さに気づき行動すること

への一助としたいと思います。囚
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専門職大專院の制度化に伴い，東

海村に新たな大専院の設立構想が

生まれつつあります。

この実現の暁には相当な数の学

生,教授陣の在住が害えられます。

いま少子・高齢化時代を迎え人□

減少に悩んでおる市・町村が多い

中に，東海村は高度科学研究文化

都市として発展が予測されます。

東海村のまちづくりの理念は

｢人･自然･文化が響きあうまち｣で

あり創造性豊かな文化のまちづ

くりを目指し，優れた芸術鑑賞の

機会や文化活動の場の創出に努め，

村内芸術家の育成など，村民と一

体となった文化のまちづくりを進

めるといわれております。

会後開催される文化祭は村民の

期待に応え，村の発展にふさわし

いものでなければなりません。皆

様方の一層のご精進とご努力を期

待し御礼のごあいさつといたしま

す。■

平成１５年(2003)度東海村文化

祭は,文化協会加盟１９連盟と児童

生徒作品展,高齢者作品展,外国人

の曰本語によるスピーチ等１９団体

計38団体の参加のもと,１１局１曰

より１１円Ｓ曰までの間,総合体育

館,文化センター,中央公民館を主

会場として行われ,展示･芸能.催

事部門それぞれ盛況の内に終始す

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

の関係害をはじめ関係各位に厚く

御礼申し上げます。

東海村の文化祭は多岐に三って

おり極めてレベルが高く，近隣市

町村に誇れる文化祭であります。

それは出品，発表害の方々の中に

数多くの方が県,内外の発表,展示

会等で受賞の栄に浴されている

方々の指導と,出展,出演者の創意

と工夫，更には努力によるもので

あります。更に皆様方のご精進を

お願いいたします。

東海村は現在建設が進められて

いる大強度暘弓加速器施設（J-

PARC)の施設が３年後稼働いたし

ます。このため高エネルギー加速

器研究機構（ＫＥK)，つくば市より

J-PARCの先陣として約200名の研

究員が移住して参ります。

稼働後は外国から年間１，０００～

1,200名,国内から3,000余名の研

究者の来村が予定されております。

叉国立大学の独立法人化，そして

環境美化作品展に寄せて

美しい東海村をつくる会

会長神永悦子

村内小專校の４年生から６年生

までの高学年生を対象に，環境美

化ボスターコンクールを実施して

きました｡第１回から第１４回まで

は，「東海村」と「美しい東海村を

つくる会｜の共催で実施し,「私た
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東海村文化祭２００３を

終えて

ときわレールクラブ

薬師寺一成

鉄道模型の展示運転で東海村文

化祭に参加を始めて３年になりま

す｡おかげ様で年々来客数が増え，

合年からは会場も増設となり，運

転コーナーも初めは２つだったの

が４種類５つを数えるまでになり

ました｡毎年来場される方も多く，

とても楽しみにしているとの意見

も多数ありました。

この種の運転会ではとかく展示

運転のみの場合が多いのですが,

東海村文化祭では最初から来場音

にも運転を楽しんでいただくとい

う意味で体験運転コーナーと，後

にプラレールを設置し，たくさん

の吾供達(時には大人も)に喜んで

頂いています。

また近郊地区の鉄道模型愛好家

が参加できる運転会としての位置

付けも，参加当初からの大きな目

的でしたが，こちらも毎年参加害

が増え‘クラブメンバーの増員と

参加車輌の増加という効果があげ

られました。合後も来場害に楽し

んでいただけるよう活動していき

たいと思います、■
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民謡「磯節」に魅せられて

芸能連盟民謡楽楓会下屋敷重廣

私が小嶋楽楓先生率いる民謡楽

楓会に入会させていただいてから，

早くも４年が経とうとしています。

この間，東海村文化協会の催物に

毎年楽しく参加させていただき感

謝申し上げます。

私ごとで恐縮ですが，私が民謡

を始めたのは,平成１２年(2000）

２月の磯節全国大会決戦大会にゲ

スト出演された小嶋先生の｢磯節ｊ

を聴き，その名調書に魅せられた

のがきっかけでした。会思えば全

く失礼な話ですが，私は名調吾の

余韻をまだ持ったまま，先生が着

替えをしているところを訪ね，

ぶつつけに門下生にしていただく

ことをお願いしました。

私は茨城の地に移り住んで40数

年になりますが,生の本格的な｢磯

節」を聴いたのはその時が初めて

でした。この地が生んだ曰本三大

民謡の一つと＝われるすばらしい

｢磯節」と，この地に住みながら私

のように長い間触れる機会を持た

ない方がもしおられるとしたら’

ほんとうにもったいない話だと思

います。

「磯節｣は転勤節とも言われるそ

うです。会社に勤めている人が転

勤の声がかかる１０年前後でやっと

何とか唄えるようになるというこ

とだと聞きました。自分で稽古し

てみてそのことは正に実感します.

難しい名曲であるが故に魅力もま

た大きいのでしょう。

私が｢磯節｣に意きつけられるも

う一つの理由は0日の文句にありま

す｡磯で名所は……,潮風吹こうが

波荒かろうが……，波の花散る

……，浜千鳥……等々その文句が

私の生まれ育った故郷の風景と全

く二重映してあるからです。

６０歳からの手習いで始めた民謡

のおかげで，先生とご一緒させて

いただいている公民館での民謡教

室,老人施設への民謡慰問,中専校

への民謡指導などボランティア活

動を通して多くの方々との交流が

でき，かつ益々健康になって楽し

い第二の人生を躯歌しています。

どうぞ皆さん｢磯節｣を一緒に楽し

もうではありませんか。

（Ｈ16-3-9記)回
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東海村文化祭２００３を

終えて

東海太鼓保存会山崎国光

鍵
東海太鼓保存会は,毎年,野外特

設ステージで和太鼓の演奏をさせ

て頂いております。

屋外なので当曰の天候が心配さ

れるところですが，幸い雨に崇ら

れる軍なく，無事に発表すること

ができました。和太鼓の演奏はい

つも１５分程度のものですが`文化

祭では１時間のステージでしたの

で，演奏の合間に「ひょっとこ踊

り」や｢盆踊り」を組み入れ,一般

のお客様の参加も呼びかけました。

客席として椅吾が並べられ，ほぼ

満席状態でしたが，なかなか参加

してくれる方は少ない様です。

会年は文化センターで演奏でき

たら……という意見もあり,申し

込んだのですが，曰程が折り合わ

す断念しました。文化センターで

の観客の多少はわかりませんが，

｢太鼓はどこでやっているの？」と

訊かれることもあるので，一般宮

には野外特設ステージの場所がわ

からないということだと思います。

太鼓だけでなく，文化祭の曰程

や会場,内容等も,その湯に行かな

いとわからないということが多い

と思います。もっと事前にわかる

方法（例えば大きな壱板を設邇す

るとか，含曰の催事の案内を会場

前に明示する等）があればいいか

と思います。

東海村のこどもからお年寄りま

でが楽しめる文化祭です。会場の

都合もあるでしょうが展示部門な

どはもっと期間を延長し，芸能部

門も,朝早い時間に発表するより

次週の土『曰に移動できたらなど

と思います｡さらに,苦い世代(中・

高生)にＰＲできる何か新しい企画

がほしいと思います。

東海太鼓保存会も,何とかＰＲに

励み‘会員を増やして活気のある

和太鼓を演奏して文化活動に貢献

して行きたいと思います。■

書道連盟の活動状況

書道連盟理事長山口歎

書道連盟の最近の活動状況を報

告します。

平成１５年(2003)度の定例的な

活動は`前回にも紹介しましたが，

あらためて合年度をふり返りなが

ら紹介します。まづ最初は善の総

会とそれに付随する研修行事です

(これは研修旅行と講演会を隔年毎

企画実行)。これは毎年好評で会員

外が会員と同数くらいの参加があ

ります。開かれた書道連盟の在り

方が皆さまに知られるようになっ

てきたことを物語るもので，心強

く感じております。年１回の企画

行事ですが書道連盟創設以来＝年

度で２８回になりました。こうした

努力の跡を，私達はおおいに語っ

ていいのではないかと自負してお

ります。

展覧会としては善の芸術祭，秋

の文化祭，冬のアートロード展の

３大行事ですが，村の中にしっか

り定着した行事なので，連盟の総

力をあげて参加しております。こ

の中で力をつけ各個人は各々所属

するグループの中で多彩な活躍を

しています｡また`美術連盟や写真

部門と比較すると個展開催が比較

的少ないのが課題でしたが，毎年

開催する山□夫婦震の他に，昨年

は植田さん，会年は副理事長の干

葉さんが待望のステーション

ギャラリー展を開催する予定なの

で，徐々ににぎやかになってくる

のではないかと期待しています。

このへんが定例的な行事ですが，

含年度はさらに蒙刻教三も開催し

て視野を広げる試みをいたしまし

た｡蒙刻とは難しげな三葉ですが

実際は曰本人なら誰でも知ってい

るハンコを自分の手で刻すことを

いうので，大変興味のもてる分野

です。会員外の方も加わって３月

28日中丸コミセンでにぎやかに開

催，蒙刻はこんなに面白いもので

あったかと大好評でした。添付写

真はそのときのものです。これか

らますます内容を充実して謬道連

盟に入っていてよかったと言って

もらえるような連盟にしたいと‘

役員一同張り切っています｡興味

のある方はどうぞ入会下さい。Ｂ

本人が最も身近に感ずる書道を我

がものにする絶好の機会だと思い

ます。■

編集だより

東海村文化協会だより２００３
年度版をお届けします。
会回も,文化協会に限らす,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。
投稿歓迎,次号の原稿は１１月

末までにご用意ください。

事務局長篠原遙
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文化祭への想いと囲碁・

将棋の普及を目指して

囲碁・将棋連盟

生田目篇
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外国人の日本語によるスピーチ
露、議二

平成１５年(2003)度の文化祭も，

前年度の反省を踏まえ工夫・改善

され`全体的に見れば,それぞれ立

派な内容で，成功だったと思いま

す。文化祭は地域文化の発信源と

して，また文化振興に担い手とし

て,常にマンネリ化を排し,諸文化

活動の臺盤拡大を目指して，ます

ます発展していってもらいたいも

のです。それと同時に文化祭の性

格・方向性,村民の意識･関心を高

めるＰＲ活動,村内にある多くのミ

ニ文化活動との関連づけ‘高校生

(若者）等の参加問題，参加団体の

増加に伴う２部制の実施など，よ

りよい文化祭を目指していくため

の課題も沢山あるかと思います。

当蓮饅では文化祭は毎年参加し，

もっとも大きな行事の一つですが，

毎年参加者(小･中学生も)が増え

てきているので，合後はさらに会

場設営や運営面でも工夫を凝らし

ていかなければと思っています。

現在70名近い会員がおり，定例会

として毎局第２曰曜曰に中央公

民館で実施。年会費２，０００円（毎

回，昼食と賞品付き)，その他，年

２～３回の対外試合を実施｡毎回，

会員の自主的な運営の下に，和気

藷々と対局を楽しんでおります。

さて,囲碁(将棋）は古くて長い

歴史を持ち`最初は貴族･公家から

武士階級へ,そして庶民の娯楽､文

化として親しまれ発展してきまし

た。現在は特に囲蟇はインターナ

ショナル的ゲームとして世界へと

広まっています。対局を通して創

造力･集中力も高まり,総合的に物

事を捉える姿勢が身につくとか，

人間教盲にも大いに役立つとも聞

いております。（→５面に続く）

外国人のスピーチはとても面白い

東海村国際交流協会小林健介

Letuｓｈｅｑｒｔｈｅｖｏｉｃｅｏｆ

ｆＯｒｅｉｑｎｐｅｏｐｌｅ

１１月３曰，外国人の方々に‘日

本語で‘ご自分のご意見やお言え

を,発表して頂く場をもうけまし

た。公募により，７ヶ国１２人の

方々の参加を頂きました｡また,会

場にあふれるばかりの聴衆の皆様

の参加も得ることができました。

Tokai-muralnternationalAsso‐

ciation

KensukeKobayashi

Tokai-muralnternationalAsso-

ciationmadethefirsttrialto

hostaneventwhereforeignna‐
tionalswouldexpresstheirfeel-
ingsandthoughtsinJapanese，
asapartofTokai-muraCultural
FestivaL

第１部では,発表者の皆様方に，

｢曰ころから害えておられることＬ

｢ご自分の国の紹介」などを，発表

していただきました。

「短い時間で｣，また，「なれない

Ｂ本語で｣,ですが,「曰ころの勉強

の成果」を発揮して,「曰ころの思

い｣を伝えて頂きました。

話し方も上手で分かりやすく内

容もとても新鮮で示唆に富むもの

でした灸

１２ｆｏｒｅｉｇｎｓｐｅａｋｅｒｓｆｒｏｍ７

ｃｏｕｎｔｒｉｅｓｗhosefirstlanguage
isotherthanJapanesegaveus
theirfrankanddirectvoiceThe

speakersshowedustheirfranl〈
thoughtsandfruitionoftheir
dailystudiesinJapanesethor-
oughly．また，会場一杯の聴衆の皆様に

は,琶段なかなか耳にすることの少

ない「外国の方の,曰本語での生の

声」を聞いていただくよい機会と

なったものと，思っております。

Theaudiencewasvelrymuchin-

terｅｓｔｅｄｉｎｔｈｅｉｒｓｐｅｅｃｈａｎｄ
ｍｏｖｅｄｂｙｔｈｅｍ
Ａｌｓｏ,asmallteapaltytogether

withspeakerswasheldafter
speeches・
Wehopethesewouldgivethe
audiencenewfindinqs．

第２部では，発表者を交えての

懇談を行いました。

スピーチと懇談を通じて，いろ

いろな国のかたがたとの，国際的

な交流‘国際理解が深まる湯に

なったものと思っております。

Wewouldliketothanl<ａｌｌｏｆｔｈｅ

ｓｐｅａｋｅｒｓａｎｄｔｈｅａｕｄｉｅｎｃｅfor
joiningus．

ありがとうございました。 |圏ＴｈａｎｋｙｏＵ
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(→４面の続き）

また，右脳を刺激しボケ防止に

もなり，生涯学習の一環として曰

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

しいと思います｡さあ～,挑戦して

みましょう。

いつでもご加入を歓迎します。

囚
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2003年を顧みて

食推会長小川志つえ

2003年を顧みて私達莨推員には，文化祭は１年

間勉強した事を，発表する湯でご

ざいます。

合年度は，糖尿病について挑戦

致しました。

糖尿病は`全国１位に数えられ、

予備群を加えて６，０００万人と＝わ

れており，東海村も死亡率は１位

となり`村長さんも,グラフにより

示されたので驚いておりました。

色々と展示により，村民の皆様

に糖尿病予防をわかりやすく発表

し,又2,000人分の試食を行い大好

評をいただき，私達も満足しまし

た｡高齢化の進む合日生活習'慣病

のリスクを減らす目標を持って協

力しております｡私達食推員は,２１

世紀に向かって一層の協力により，

東海村の国保利用が少なくなり‘

更に健康家族が増え豊かな，明る

い東海村になる事を願い会員一同

頑張っています。

さて，私達の会は食品を扱うの

で,早い内は計算が出来ません｡補

助金の中てやりたいので,￥5,000

以上は内訳をと申されても計算で

きず,（１６年(2004)度は)何で挑

戦するか？によりますのです。私

も会年度で,会長を引退します｡よ

ろしくお願いします。■

華道淳照高野敏子

花材は草花とは一緒にお使いにな

らないとか，特に古典花の立華に

驚かれ，小さな花器に沢山の花材

が入ること，その彩りに関心を示

しておられました。

いけ花の歴史や，作品が展示に

至までの作琶の心境や作品の満足

度,又草花の名称,それに展示され

ている作品がご自分の好みか否か

等楽しそうに話され，細部にわ

たってのご質問に，関心の深さを

うかがわせていただきました。こ

せこせしていない度量の大きさを

アイダホフォールズからのお宮様

よりいただき‘お誉めの言葉に改

めて明るく華やかな会場に目を移

しました。

2003年の文化祭において,会員

の協力はもちろんのこと，合後私

共華道を琴ぷものに課せられた，

曰本の華道という伝統文化の継承

を‘来村されたアイダホフォール

ズ市の方々より強く感じさせられ，

印象深い文化祭となりました。大

きな３回の行事を中心に合年度も

つつがなく終えることができまし

た。■

風薫る５月，そして新緑の美し

い季節，東海村芸術祭華道展の参

加を皮切りに合年度の行事を開

始，村内外より多くの皆様のご来

訪を受け｢一歩前進｡」と会員一同

いけ込みに精出しました。７月の

暑い最中，福島県の緑水圏への研

修旅行。自然の中て花木や草花を

満喫でき，親睦を深めた－曰でし

た。

１１月文化祭。龍生派・小原流・

池坊・松風花道会・草目の５流派

(合口古流松藤会は欠席)により大

作・申作・小品と作品に幅をもた

せ,古典花から現代花まで,清楚で

それていて華やかに，明るい雰囲

気のもとに，展示することができ

ました。

会年度は，東海村と姉妹都市ア

メリカ合衆国アイダホ州アイダホ

フォールズ市より訪問団とし１９人

の皆様が来村し，文化祭会場にお

いてになり，いけ花展コーナーを

興味深く熱心にご覧になって下さ

いました。

大胆な枝や葉を配した作品に関

して．アイダホでは枝等大きめな
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会後共この様な形で継続出来れば

素晴らしく他に語れると思って居

ります。

さて,私共水墨画揮盟の2003年

度の活動状況をお知らせします。

私共では,芸術祭`文化祭参加の他

に，各地の美術館の見与研修によ

る技術の向上に励んで居り，又近

隣で同じ水壁画を趣味として習っ

て居る人達の作品発表会には，積

極的に見專研修を行って，各人技

術の向上をはかって居ります。

芸術祭，文化祭発表後は反省会

として，１泊研修会を実施して居

り会員一同和気露々として毎月

の練習曰には実技の勉強に励んで

居ります。又会員の中には他市町

村の公募展に出品して入選入賞等

を果たしております。合後共生涯

専習としてなお一層努力して行く

害えです。

水墨画に関心のある方は，一緒

に描いて楽しみませんか，お待ち

してます。■

東海村の美術活動

美術連盟高橋忠治

＜の方が入賞，入選を票たしＩＤ{強

く感じております。これからも東

海村の美術の面での文化向上を図

り活動したく言えます。多くの村

民皆様の入会参加をお待ち致して

おります。■

文化祭の実行委員会の運営につ

きましては，実行委員長を始め皆

様のご努力に1,1から感謝申し上げ

ます。

美術連盟の活動は次の３つのイ

ベントを３本柱に据え発表を行っ

ております。１つは毎年２月から

４月末日まで行われるアートロー

ド展です｡街の商店や庁舎,又会社

銀行などの壁面をお借りし，生活

空間の美術館として展示を行って

おります。

２つ目は芸術祭に鯵ける，大作

主義の展示で各々の芸術性の主

張を行っております。

３つ目の文化祭では，一般の

方々を勧誘し，広く村内の美術愛

好家に呼びかけ出品を依頼しまし

た｡合年度は１５名の方の応募があ

り又大変喜ばれました。

こうした発表の場とは別に，多

くの村民の参加を目途に文化ス

ポーツ振興財団のご指導を頂いて

の絵画教室や美術連盟の主催する

コミュニティセンターでの絵画教

室など毎年開催しております。対

外的には海外,国内の姉妹都市,又

近隣市町村との文化交流展など計

画しております。昨会海外展の出

品`東京都美術館での中央展,県芸

術祭‘近隣市展などの公馨展に多

キク作りのたのしみ

菊花連盟須藤一也

園芸が盛んになりブームといわ

れています｡キク作りには，１．花

や姿が美しいもの,２.いろいろな

種類を集めて楽しむもの,ａ栽培

管理にある程度手がかかり，技術

を要するもの,などがあります。

（－，７面に続く）

水墨画

水墨画連盟

木名瀬昭吾

東海村文化祭については，近隣

市町村の文化祭と比較しても，内

容も充実して居り立派で他に語

れると思って居り，厳しい村の財

源より多額の補助釜を出して頂き

関係する方々に感謝申し上げます。

Ｉ
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東海村文化祭2003を

終えて

東海村教育研究会

音楽研究部湊裕子

人の会員を擁する世界最大の国際

奉仕団体です。ライオンズクラブ

のモットーは｢ＷｅＳｅⅣe(われわ

れは奉仕する)」ですが，東海ライ

オンズクラブは，この精神で地域

の奉仕活動に励んで参りますので，

合後とも，皆様のご支援をよろし

くお願いいたします。■

(→６面の続き）

ただ美しいというだけではなく，

毎曰丹精こめた手入れにこたえて

より美しく咲いた時のよろこびは

格別です。特にキク作りは栽培の

うえて｢むずかしさ｣があると言わ

れます。

花木であれば－度植えておけば

それほどかかりきりの世話をしな

くとも，ある程度の花は咲いてく

れます。キクはもともと丈夫な草

花で放っておいても花は咲きます

が，丹精こめればこめるだけ結果

があらわれます。

ちょっとした｢コツ｣をつかんで

'情熱と愛Ｉ情をもってキク作りを始

めてみませんか。菊花展で見る様

な見事な花を咲かせることも夢で

はありません。■

合年度初めて村教研音楽部長を

仰せつかり４回にわたる文化祭実

行委員会に参加させていただきま

した｡そこで分かったことは,村に

は本当に数多くの文化団体があり

幅広い活動をしておられること，

それぞれの団体の活躍を披露でき

る場を設定するために，事務局を

中心に綿密な打合せをしておられ

ることなど，陰のご苦労を知るこ

とができました。

また，小中專校言楽会のために

数々の温かいご配慮をいただいて

いることをしみじみと感じ，感謝

の気持ちでいつぱいになりました。

音楽会ではたくさんの方々にご鑑

賞いただき，吾ども達にはおおい

に励みになっています。おかげさ

まで，それぞれの專校が自分たち

の特色をだしながら‘より良い演

奏を目指して切嵯琢磨し，年々向

上しているように思います。

これからも楽しく充実した言楽

会を創り上げていきたいと壱えて

おりますので，会後ともご支援の

ほど，よろしくお願い申し上げま

す、■

東海村文化祭2003を

終えて

音楽連盟

ロック＆ハワイアンコンサート

鈴木徹

１１月１曰(土)の夜に恒例のロッ

ク＆ハワイアンコンサートが開催

されました。

会回，ハワイアンの部はお馴染

みのコーラルリーフに加えて,ヒ

ロアイランダースにも参加してい

ただき,フラダンスも交えて,南国

気分を満喫できる素敵なステージ

になりました。

□ツクではがらりと雰囲気を変

えて,合口はじめての参加になる３

人編成のザ・ショットガンガール

が，威勢のいい厚みのある言を聞

かせてくれました。

ロックとハワイアンの組み合わ

せには確かに違和感もありますが，

すごく違う音楽を聴いてみるのも

いいものです。ぜひ味わってみて

ください。■

ライオンズクラブの

バザーについて

東海ライオンズクラブ

土尻滋

東海ライオンズクラブは,毎年，

東海村文化祭でバザーを行わせて

いただいており，クラブのメン

バーから自牛的に提供された様々

な品物（中には高級ブランド品も

あります)や,直接農家から買い付

けた野菜や票物を販売し，また手

作りの食事も提供しております。

昨年の｢東海村文化祭2003｣て

は，約１００点の品物と白菜やねぎ

などの野菜，それにクラブメン

バーの奥様たちで構成するライオ

ンズ・レディーズが作ったカレー

ライスを販売いたしました。日曜

曰の朝１０時から総合体育館前で行

いましたが，販売開始時間の前か

ら多くの常連のお害様たちが集ま

り結局，約３００人(推定)の皆様

に来ていただき,３時間あまりで完

売することができました。収益金

は，当クラブの地域の奉仕活動に

使わせていただいております。

ライオンズクラブは'９７年の歴

史を持ち,世界190ケ国に約140万
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要望を,文化協会,実行委員＝肺び

に事務局が調整しながら運営され

ている｡従来`文化祭の展示部門設

営寶用は全て村からの援助で行わ

れていたが,本年度から参加団体

も参加賀を出すなど運営ｔの改善

と，展示会場レイアウトの工夫も

された。文化祭の準備から閉会ま

での事務局の苦労と努力に謝意を

述べたい。

一方，展示会に参加する言とし

て,残念に思う雲もあった｡展示会

場に歩行不自由な方々が車イスで

来場された。総合体育館の重荷書

の入り□に乗用二が駐車され‘車

椅子で進入出来ない状態になって

いた。乗用車の移動を館内放送し

たが移動されず，周辺にいた人た

ちが車椅吾を抱えて入場をしてい

ただいた。この乗用車が移動され

たのは,展示会の終司時で,運転言

は和服を召したある参加団体の関

係言であった。出展関係言のマ

ナー，モラルの向上の必要性を痛

感する一輔であった。

東海村山草連盟も，文化祭の展

示部門に参加し，山草会会員が丹

精込めて作り上げた約１５０点を展

示し,草花の可憐さ,美しさと作品

の出来映えを多くの来場盲に観賞

いただいた｡また,展示会湯の一角

では，会員が点てたハーブティー

の試飲会を実施すると共に‘屋外

では,会興が持ち寄った山野章の

展示即売会も実施し‘多くの方々

に好評を博した。

文化祭展示部門の各団体の展示

内容は，回を重ねるごとに向上し

ている｡当連盟としても,会員個々

の栽培技術の更なる向上に努め，

展示技術も高め，来場言に感銘を

与えられる作品の展示が出来るよ

う研讃し,東海村文化祭の発展と

共に成長していきたい。囚

太極拳を通して健康の輪作り

東海村太極の会櫛田浩平

改めて知る機会ともなり，参加言

にも楽しみとなっております。

また会員一同での親睦旅行も楽

しみの一つで，昨年は奥会津の秘

湯「日中温泉｣に宿泊し，喜多方や

古い街道の家並みが残る大内宿な

どを訪れました（写真)。もちろん

宿の朝は早起きして太極拳です。

最近東海村でも高齢言対象の健

康づくりに対する支援活動が盛ん

になっているようです。いろいろ

な人がいますので・好みにあった

健康法が選べるよう様々な機会を

作ることは良いことだと思います。

その中て，気功や太極拳は何と

言っても二千年以上の実蕊のある

健康法であり,多くの人に親しん

でもらえればと思います。

我々の会でも地道に楽しく，そ

してこれからも長く活動を続けて

いきたいと言えています。円

平成元年(1989)以来活動を続け

ている我々の｢東海村太極の会｣は

ＮＰＯ法人｢曰本健康太極拳協会｣て

琶及している太極拳を通し‘健康

づくりを中lD1に独自のボランティ

ア活動そして旅行や懇親会などを

楽しみながら続けてきました。例

年の東海村文化祭にも参加してい

ます。昨年の文化祭は好天に恵ま

れ，参加者一同気持ちよく表演す

ることができました。ご来場頂い

た霞宮，特に体験コーナーに参加

して頂いた方々に感謝申し上げま

す。

我々のボランティア活醐として

は，村内の公共の場所を選んで早

朝に周辺を清掃し，その後軽く気

功太極拳で体をほぐし解散する，

という内容で年数回実施していま

す。

場所としては東海村教育委員会

で発行している「東海村故郷かる

た」に詠まれた場所の中から適亘

選んでいます。最近では権現山古

墳や東海駅周辺のクリーン作戦を

行いました。

この活動は，早起きしての美化

活動と太極拳での健康づくりに役

立つだけでなく，それぞれにとっ

て近くの場所とはいえ必ずしも知

識のなかった村内の史跡や自然を

東海村文化祭の

発展を祈る

東海村山草連盟山崎国光

東海村文化祭2003が,文化セン

ター‘総合体育館を主会場に盛況

のうち終司した｡文化祭は`参加団

体から出される多種･多様な意見．


