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よる芸術祭が関係各位の努力によ

り実施する運びとなり，６月１２．

１９の両曰が予定されております。

参加団体は，芸能部門の各連盟の

他，東海太鼓や手品を加え１０演目

の発表が予定されております。ご

盛会を期待いたします。

東海村は「独立行政法人曰本原

子力研究開発機構」本社が東海村

に設置され，Ｊ－ＰＡＲＣの完成

も近く，高度科学研究文化都市構

想のもと｢人･自然･文化が響きあ

うまち」をめざしたまちづくりが

進められておりますが，文化協会

会員の皆様には,芸術･文化の面で

まちづくりに貢献されますよう一

層のご精進を期待しごあいさつと

いたします。■

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

須藤〉告三

コーナーにつきましては，文化協

会所属の美術・書道・写真・技芸・

華道･水墨画･盆栽の各連盟の代表

が，実施に向け現在協議を進めて

おりますが｜今後は参加可能な連

盟を募ってまいりたいと考えてお

ります。

文化協会の平成1７（2005）年度

の主要行事は通年どおり行われま

すが，本年度は新たに芸能部門に

桜の花の開花の季節を間近に迎

え，会員の皆様には新たな希望と

目標に向かいご精進されておりま

すこととお喜び申し上げます。

平成１６(2004)年度の文化祭は，

出品･出演約3,800名の参加のちと

盛大に開催され，村内外の多くの

万々より高く評価されたことは誠

に喜ばしく,実行委員の皆様,教育

委員会社会教育課,文化･スポーツ

振興財団の関係者はじめ関係各位

に厚く御礼申し上げます。

さて，東海村は発足50周年を迎

え，先般記念式典が行われました

が1記念行事として｢東海村デジタ

ルミュージアム（仮称)」が開設さ

れることが決められ，文化協会も

これに協力することになりました。

この事業は平成1７（2005）年度よ

り実施されますが，その目的は次

の通りであります。

東海村の指定文化財・登録文化

財・彫刻・壱古資料等の文化財や，

村内の芸術家の作品をインター

ネット上の美術館に展示すること

により，多くの村民が東海村の芸

術・文化に接する機会を設け，芸

術・文化に対する意識の高揚を図

ろと共に，文化の薫り豊かな村づ

くりに寄与するとなっております。

また,併せて東海村の優れた芸術・

文化を村内外に発|言することによ

り，文化基盤の底上げを目指すも

のであります。村民の作品展示

東海オカリーナクラブ間での合同演奏会

武田尚子への参加（２日間
に渡り美しい音色

が響き合います）

又，村の文化祭へ

の参加，昨年度は

コミセンなどで敬

老会での発表，絆

でのふれあいまつ

りへの参加養護

学校の生徒さん達

との交流会での発

表と……地域の筈！

東海村文化祭２００４ふれあい広場で演奏
様とのふれあいの

私達オカリーブークラブは,現在，多い１年でした。

部員20名と，ちょっぴり淋しいのこれからも地域の皆さまとのふ

ですが，発足して１１年目になりまれあいを大切に]透明感のある素

す｡月に１度ないし２度,火曜日に朴な音色を楽しみながら明るい東

中央公民館に於いて`笠間より｢平海材作りに励んでいきたいと患っ

本孝雄先生」に来て頂いて楽しくております。オカリーナに興味を

練習に励んでおります。お持ちの方，是非一緒に始めませ

主な活動内容は，１年に１度,笠んか？■
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の集い」が文化の発表の場となっ

ていた。第５回趣味の集いにアマ

チュア無線は初登場した｡「広報と

うかい」第156号（昭和4５（1970）

年１１月20曰発行)では１面トップ

に「アマチュアＴＶ中継」と大見出

しで掲載されている。この時東海

中学校体育館で初出展の民謡発表

会の模様を筐か数百メートル離れ

た青年研修所にテレビ中継をした

こと｡今にしては,朝飯前のことで

あるが当時は近代科学の粋である

と報道された。華々しいデビュー

であった。

その後，趣味の集いは文化祭と

改名し会場も｢青年の家･現中央公

民館｣へ移った｡昭和52(1977)年，

文化協会が結成された。その礎を

担ったのがアマチュア無線。協会

の事務局を一手に引き受け補助規

範’文化祭の出品規定などを創っ

た。文化祭で展示パネルが無いと

大騒ぎをしたことを思い出す。爾

来，アマチュア無線クラブは電子

工学の発達にひきずられ文化協会

の保護の下に歩んできた。

今年は東海村誕生５０年である

が放送開始８０年，つくばＥＸＰＯ

’85から20年｡今｢愛地球博｣が

愛知県で開催され□ポットが働い

ている｡コンピューターの普及,イ

ンターネットＥメール,携帯電話。

瞬時に情報が世界を駆け巡る時代

になった。

国家試験だの無線機だのアンテ

ナだのと回りくどいことは置き去

りにされて行ってしまう。しかし，

アマチュア無線のアナログ通信は

ｌＬ１のぬくもりが感じられる通信で

ある｡そして,居ながらにして隣人

とのコミュニケーションが成り立

つ。アマチュア無線は商売の道具

ではなく，ｌｕｊｌの糧を養う道具であ

る｡世の中全てデジタル化｡符号化

されないあなたの生の声で心通わ

すことこそ，人らしく生きる右の

と藤信している。了■

気づいてみたら５０年

東海村アマチュア無線連盟理事長根本紀正

石神材村松村組合立東海中学校，

昭和2８（1953）年私が入学した当

時の名称，卒業の時は東海村立東

海中学校になっていだ｡このころ，

ラヂオの構造に興味を持った。朝

にはよく聞こえていた放送も夜に

は聞こえなくなる。ラヂオの後ろ

蓋を開けると真空管が３本，スバ

イダーコイル（この名称はずっと

後になって判った｡）が３枚，そし

て大きなスピーカー。並四受信機

である。コイルが手前にあったの

で触ってみた。簡単にその間隔は

変わってしまった。そして今まで

聞こえていた放送が聞こえなく

なってしまった｡驚いた｡元に戻し

てみる｡より大きく聞こえ出した。

不思議発見のときであった。

めでたく高校に合格した。東海

中の先輩に誘われるままにラグ

ビー部に入ってしまった。運動の

苦手な根本がラグビー部に入った

と，中学校の同級生は噂したとの

ことを後から聞かされに。練習を

終え探検気分で校庭の隅にある教

室を覗きに行った。聞いたことの

無い低音の効いた音楽が心地よく

耳にはいって来た。無線部の部室

であった。ここでスーバーラヂオ

とH-l会い，HiFi電蓄との出会いが

あっだ。そしてアマチュア無線と

の出会いもあった。この部にも入

りたかったがラグビーを止めるに

もいかず練習に励んだ｡しかし,無

線部の前は機会あることに通った。

窓越しに聞いた｢エデンの東｣は少

年の胸をキュンキュンと波打たせ

た。

クラスメートが鉱石ラヂオの造

り方を教えてくれた。部品は太田

市内のラヂオ屋さんで揃った。し

かし,部品を取り付けるには｢半田

づけ」と聞かされ'可のことか判ら

なかった。いまにしてみれば1lbす

かしい話である。

イヤホンを耳に入れて聞いた音

は家にあったラヂオより遥に良い

音が聞こえた｡低音も聞こえる｡感

動し尼。間もなくトランジスター

ラヂオが発売され「トランジス

ターガール｣の流行語も生れ｢小さ

いけれど大きな働き」ともてはや

された。５０年前の思い出である。

私は縁あって東海村役場に就職

した｡いや,役場職員は奉職したと

言わなければならない。

村の行事は全て手づくり。テン

トを張ったり折畳イスを運んで会

場をつくった｡全て職員がやった。

夏は盆踊り,これは青年会が主体

でやった。これらの音響係は無線

クラブと当然の役割のように回っ

てきた。それを当たり前のことの

ように!むしろ喜んで請け負った。

この夏の盆踊りは外国人も一緒に

踊ったので国際的霊踊りと「広報

とうかい」は報じた。

アマチュア無線の国家試験が講

習会で取れるとの話を聞き二つ返

事で受講することにした。しばら

くの間怠けていたので教科書を読

むのが苦痛であった。８曰間の受

講と終了試験があった。郵政大臣

の免許証を手にしたときは天上の

喜びであった。友人の紹介で中古

の無線機を手に入れ，呼出符号

｢JH1UBU」を開局できた。マイク

に向かって話をすることの難し

かったことを思い出し苦笑する。

そのころ，東海村にもアマチュ

ア無線家は高校生,原研,原電,動

燃職員など＋数人居た。クラブを

創ることになった。連絡は当然無

線でやった。東海村青年研修所で

｢東海村アトミックアマチュア無線

クラブ」は昭和4４（1969）年に誕

生した。豚の共進会と一緒にやっ

ていた文化祭から独立した「趣味



東ｉ毎村文化協会だより 2004年度版（３）

平成1６（2004）年度書道連盟活動状況報告

書道連盟山ロ獄

はな＜干葉龍享氏や植田愚i毎氏

などがギャラリー展を実施し新作

を発表するなど，ますます多彩に

なってまいりました。

ています。県の芸

術祭にも多くの仲

間だちが入選を果

たし，中央展突破

を果たして更に上

級レベルを目指す

人など……。また

自分の内なる声を

大切に個展を開催

するなどもその－

''
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こういう閏の仲間の連合体が書

道連盟かと認識して今後も多くの

活動を計画してゆきたいと言えて

います。文化協会の皆さまとも書

道連盟を通じて，良いお友達関係

を築いてゆきたいしこれがひいて

は豊かな人間性を培う基。その根

の所に画道連盟がある。そういう

ふうに壱えての活動であり計画で

ありたいと考えています。■

:菱篝臺篝

東海村文化祭２００４臨桝とミニ作昆

瞥道連盟の活動状況を報告します。

私たちの書は，字を尼だきれい

に雪くことに満足するのではなく

置いたその字に魂が宿る，あるい

は｢字｣が何事かを叫ぶそういう

圏字の羅列をもって[圏]というの

だ。

これはあるいは言い過ぎかも知

れませんがⅢ連窯会員の一人ひと

りが，秘かに持っている認識では

ないでしょうか。かく考えて圃道

連盟の年度毎の活動計画を組んで

まいりました。

つです。本年度は山□夫妻だけで

演奏は太鼓判！？

箏コンサートリトルカンパネラ岡本千邦子

事など多く抱えながらも，頑張っ

て練習していますので，演奏技術

も年々上達していますし，一生懸

命な姿からも，魅力ある演奏をお

届けできているのではないかと自

今年壱文化祭に参加させていた

だきましてありがとうございまし

だ。ここ数年,毎年舞台で｢人数が

減り続け，来年は参加できるかど

うかわかりません」と申しながら

信を持っておりま

す。

今年度は，リト

ルカンバネラとし

て，福祉施設で，

国際交流で，地域

のお祭りで…と多

くの行事壱こな

し。人前での演奏

やその準備片付け

など多くのことを

子供たちも学びま

東海村文化
善と秋の｢芸術祭」あるいは｢文

化祭」に作品を陳列して皆さまに

鑑賞していただくほかに，総会行

顧につづく｢籔刻体験教室｣を開い

て籔刻がこんなに面白いものとは

知らなかったと感嘆の声！「小川

聖世先生の書道講演会｣には,出席

言全員が感動感激の体験をいたし

ました｡また.多くの石刻刻字作品

の採集をめざして｢拓本教室｣など

も計画しています。

こういう構想を通じて多くの先

人古人たちが書の歴史の中に残し

てくれた業繊を学び，豊かな人間

I住を培おうと努力しています。ま

た隔年ごとですが，楽しいバスの

研修旅行を通じて会員相互の親睦

と研鋼にも努めてまいりましだ。

〃
１Ｕ

東)毎村文化祭２００３での〉寅秦

した。だんだん年齢壱上がってき

たこともありますが，舞台運営も

子供にちの手で行うことができる

のも,間近かと期待もしています。

日本伝統の楽器｢第｣を，さらに

未来へと伝承してくれる若き奏者

たちが育ちますよう努力してまい

ります。

まだ文化祭に参加させていただ

けましたら，さらに成長した子供

たちの発表をお聴き，そしてご覧

戴きたいと思います。■

右，どうにか今年も参加させてい

ただくことになりました。アン

ケートには｢来年もぜひＵと害さ

んお書きいただいているのですが，

参加者＝演襄壱が増えない，お客

様が増えない,が毎年の悩みです。

だだ演奏に関しましては，多く

のお客様に｢この場だけでは,また

これだけの来場害ではもったいな

い」とおっしゃっていただいてお

り，太鼓判を押していただいて

る！がな？と思っています。メン

バーの子供たちは．部活や学校行

それから，単に学ぶだけでなく

内外に多くの作品発表を行い，世

間的評価を得ることも大切と害え
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東海村文化祭２００４に参加して

東海村文化財ボランティアの会会長須田秋夫

いです。

私達食推も昭和4３（1968）年に

発足し，諸先輩方の活動を受け継

ぎ，現在会員数135名で活動を続

けております。

文化祭の時の食生活展は沢山の

村民の方達に，食を通した健康づ

くりに関して私達の活動をＰＲで

きるとても大切な事業です。

私達の会は，養成講座を修了し

匠方達が会員となり,毎年テーマ

に沿った研修や実習を何度か行い，

それを地域の方達の健康づくりへ

と広めて行く活動をしております。

主な事業として，夏休みには小

学生の親子を対象とした親子料理

教室，中学生を対象にヘルスサ

ポーター養成講座，文化祭での食

生活展,そして村の受託事業で乳

幼児検診晴の離乳食やおやつづく

りのサポートまた,私達が－番力

を入れている事業として，村内６

箇所のコミュニティセンター地域

の万々を対象とした地区伝達講習

会（料理講習）です。

「私達の健康は私達の手で」を

モットーに，これからも関係機関

の方ﾉﾏの協力を得て，時代に応じ

た食への取り組みと生活雪'攪病や

様々な病気予防，衛生に関する１情

報提供等村民の皆様の健康づくり

にお役に立って行きたいと思って

おります。■

東海村文

化財ボラン

ティアの会

は，平成

1５（2003）

年８月に発

足した新し

い会です。

村の文化祭

には，初め

て参加させ

ていただき

ました。今

回は，東海

アドヴァイザーの艤瀬誠先生（中央）と

て，保護することの大切さを感じ

て頂きたいというのが会員の願い

です｡この他,桜の調査,自然調査，

トウキョウサンショウウオの保護

活動，稀少動植物の調査と保護活

動,文化財の調査と保護活HiU,広報

紙の発行等，継続的に実施してい

ます。

「東海村文化財ボランティアの

会」の腕章をつけた菅を見かけだ

ら一声かけてください。■

村の文化財の－部と会の活動成果

を出展し，大勢の村民の方に見て

頂き好評をはくし会員一同喜んで

おります。

さて,本会の目的とする所は｢東

海村教育委員会と協力し，東海村

の文化財の調査,保護,活用及びそ

の琶及啓発と実践活動，会員相互

の親睦と教養の向上を図ること」

にあります。この目的に沿ってこ

の２年間,今ある村の歴史,文化及

び自然の保護・活用にと幅広く活

動しています｡そして,今ある東海

村の文化財を今以上の物にして，

次世代の子供たちに残し伝えるべ

く活動を進めています。

会員は現在22名で，各分野で活

躍した多彩な経験を持つ人の集ま

りです。アドヴァイザーの廣顛誠

先生の指導を糧に，その専門知識

を活かしながら会の活動を盛り上

げています。私だちの活動成果の

１つに｢東海村文化財マッブコの作

成があります。年々減少していく

村の巨木を惜しみ，今ある樹木を

守るために調査を行い，３３件の巨

木を登録文化財として村の制度に

登録しました｡是非皆さんには,そ

の木の持つ歴史と姿の見事さを見

食推の活動

食生活改善推進連絡協議会

会長今橋絹枝

東海村発

足５０周年

という事で

すが，ここ

数年の福祉

やボラン

ティア活動

そして村民

参加のまち

づくりの成

長ぶりは自

在見張る患

’

｢鐘 零了琶

”

中学生参加によるヘルスサホーター慧成講座
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原点は奉仕の精神

東海ライオンズクラブ佐藤正美

ケ連盟が発足したのであります。

当初の事業は,夏の東海まつり，

文化祭等への参加であっだが，昭

和6３（1988）年の理事会で新たな

発表会が決定され！この事業を

チャリティカラオケ発表会の第１

回とし,出演壱,一般入場壱の方々

に福祉の心で臺金をお願い，募金

は村の社会福祉協議会にステージ

上で贈呈しました。

現在，連盟では年に４つの事業

を中lujIに活動しておりますが，特

にチャリティカラオケ発表会は今

年で連続18回にわたり社会福祉協

議会に募金の贈呈が出来ましたの

は，皆々様の福祉活動に対するご

理解の賜物であり，111Aより御礼を

申し上げます。■

承知のことと思い

ます。村民の万は

じめ,全国の方が，

ボランティア精神

を持ち，新潟の復

興を旨指し支援活

動を進められてい

る方を見ますと感

動するばかりであ

ります。私共東海

ライオンズクラブ

￣

＝==一三二＝理室醤

』

へ

1A，

鍵i雲』|澪
Ｇ蕊蕊蕊露

而

『壹垂

》。ｮ]:田匡２塁

：巳，いろんな率|土

活動を通し地域の

皆様と共に奉仕の喜びを共感でき，

更に奉仕の輪が広がればと願うば

かりであります。

最後になりますが，東海村50周

年の節目を迎え今後益々村が発展

することを願うと共に，当クラブ

も新たな発展に向け会員一同努力

してまいります｜今後共ご支援の

程宜しくお願い致します。■

索)毎村クリーン作戦

東海ライオンズクラブは，ライ

オンズの原点であります奉仕の精

神にたち還り「地域に密着した奉

仕活動」を目指して活動を進めて

おります｡実際の活動は,村内が少

しでも綺麗な環境であることを願

い害,秋には村内のクリーン作戦，

夏には東海まつり仁於いて，子供

さんはじめ多くの方に毎年楽しん

で頂いておる金魚すくい，又秋に

は，文化祭に於いて新鮮な野菜等

のバザー！更に原子力事業所はじ

め村役場を会場とする献血活動の

支援等を中心に，村民皆様のご協

力を頂き活動を進めているところ

であります，この場を借りまして

日ごろのご協力に感謝申し上げます。

昨年は，新潟中越地震はじめ災

害の多い年であったことは，「災」

の漢字一文字で表されたのも，こ

仲間を集めてバンドを

始めてみませんか

音楽連盟

ロック＆ハワイアン

コンサート

鈴木徹

カラオケ連盟は，

カラオケ連盟橋本動

音楽連盟MFTには’これまでに

ロック，ニューミュージック，

ジャズ，ハワイアンなど，幅広い

ジャンルのバンドの万々が参加

し，東海村文化祭で楽しい演奏を

披露してきました。楽器を演奏し

たり，歌を歌ったりすることが好

きな人は一杯いるのですが，バン

ドを組むとなると，望む楽器を演

奏する人がいなかったり好きな

音楽のジャンルが違ったりして，

なかなかむずかしいものです。

せっかく組んだバンドも，卒業

や転勤などを機に解散してしまう

ことも多かったりします。でも，

バンド活動は楽しいものです。が

んばって仲間を集めてバンドを始

めてみませんか。言演奏していた

人は，思い切ってもう一度バンド

を組んでみませんか。みんなで東

海村の音楽活動を盛り上げていき

ましょう盆■

昭和6０（1985）年当時，カラオ

ケ演奏が大流行，どこの家庭にも

カラオケ機械とテープは当時８ト

ラックと言われにテープをセット

で購入されて，雨の曰などは膿作

業を休みにし，カラオケ仲間が集

まりカラオケ類奏

で歌っていた頃

で，各集落にはカ

ラオケ愛好会，同

好会と言ったグ

ループがあいこ

のグループに連盟

発足の呼びかけを

し，代表を出し協

議の結果昭和６０

(1985)年４月１日

付け19団体によっ

てⅢ東海村カラオ

’
Ｉ

Ｆ 二

！ 灘Ｉ
一

躍
､２F

カラオケ発表会での贈呈式
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ベント性を持たせました｡村当局’

文化協会長にもご指導を仰ぎ進め

ております。

この記念展を契機とし，アート

□－ド展,芸術祭，文化祭を発展，

充実させて村民多くの皆様が美術

に閏1LAを持って頂くことを念頭に

美術文化を通じて明るい街作りの

一端を担うことが会員の想いでも

あります。■

東海村発足５０周年東海美術連盟創立３０周年

記念美術展のこと

美術連盟理事長高橋忠治

今年美術連盟で

は東海村発足５０

周年・東海美術連

窯創立３０周年の

節目の年に当た

り，記念美術展の

－大イベントを昨

年より進めており

ます。

これまでに連盟

創立１０周年,２０周

年と記念の事業を

行ってきました。

￣
－－

夢Pa-

｜画一一』

璽
雪副翔劉學

i雪､～ 東海村教育研究会の変遷

東海村教育研究会会長

塙久
東>毎村文化祭２００４絵画彫刻展会場

美術館では集害し得る内容の条

件があり,又応募団体も数多く,富

査を受け条件を満たし認可となり

ます。作品内容の審査，過去の実

繊，イベント性などが審査の対象

となり’これまでに数度美術館と

の対応を図り実施の条件を整えま

しだ。

今回の記念展では東海村発足５０

周年でもあり,展覧会の名称を｢東

海村発足50周年・東海美術簿窯創

立30周年記念美術展｣と命名し,イ

行ってきました。今年は東海村発

足50周年とも重なり，美術連盟の

地域の文化活動の一端を村内はも

とより県内外に発信すべ＜，創立

30周年の記念事業を特別の想いで

進めております。

連盟会員の理想でもあり，美術

家の理想でもある，これまでの自

信作を施設の整った最高の会場で

展示したい想いがあり，会場を茨

城県天lujI記念五浦美術館に計画し

ました。

市町村合併に閏する特例法が施

行され，郡内の教育界においても

その改編が行われている。

那珂郡教育研究会の４６校体勢

が，３月１５曰をもって終了する。

那珂郡教育研究会は,東海村,那

珂町，大宮・瓜連町，山方町，緒川

村の５町村をもって構成されてい

たが,令回の常陸大宮市,那珂市の

誕生により郡が３つの支部に分

かれ,那珂郡教育研究会,那珂市教

育研究会，常陸大宮市教育研究会

となり，それぞれ新たな路線を歩

むことになった。これまで多くの

歴史を培ってきた那珂郡教育研究

会の伝統を，これからは東海村単

独で運営していくことになる。

今後,教育研究会規約･組織･運

営方法･研究集会の在り方等々,検

討を加え徐々にではあるが態勢を

確立していきたい。

なお]東海村としては,今後も必

要に応じて,那珂市･常陸大宮市と

協力体制を取りながら，研究会の

活動が続けられるよう働きかけて

いきたいと思う｡また,教育研究態

勢の確立と研修意欲の向上‘並び

に那珂郡教育研究会の維持のため，

今まで通り那珂郡教育研究会発表

会並びに研究協議会を開催してい

く予定である。■

東海村文化祭２００４に参加して

東海村教育研究会音楽研究部湊裕子

今年度も村文化祭の一環として,

小中学校音楽発表会を東海文化セ

ンターにて開催させていただきま

した。

村の文化祭では，実に多くの団

体の万々が展示やステージ発表等

に向けて熱lujlに準備や練習を重ね

ていらっしゃることを知り改め

て東海村文化層の厚さ.幅広さに

感服した次第です。

小中学校音楽発表会では，リ

ハーサル曰も含めて２曰間とって

いただいていることで，ゆとりを

もって準備や発表に取り組むこと

ができました。事前の実行委員会

で諸団体の代表の方々にお会いす

るたび,小中学校への暖かいご配

１MNを感じ‘とてもありがだく思っ

ています｡この場をお借りして,111Ａ

からお礼申し上げます。

おかげさまで，音楽会は’合唱・

合奏ともに各学校の特色がはっき

り出されるようになり１年々技能

や表現力が向上してきているよう

に感じます｡他校の演奏を聴き,互

いに交流を図れろ灘重な場として，

こども達もこの曰を楽しみに待っ

ています。保護者や地域の方々の

ご声援を励みに，今後もさらに質

の高い演奏を目指してがんばって

いきたいと思います。

最後になりましたが，事務局の

方々の文化祭開催までのご苦労.

ご尽力に感謝申し上げます。■
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詩吟で脳の前頭前野を刺激１１

芸能連盟霞朗詠会晴嵐会佐竹説子

同じ課で働いていたため，昼休み

同僚と指していたら、）11局３段が

来て，おまえ筋が良いようだな！

指導してやると基本から指導して

頂き，３ケ月位は２枚落ちで１０番

に１番位しか勝てなかったが，そ

れから１年が過ぎた頃から天分宥

分になってきた。更に１年後には

完全に２枚落ちを卒業することが

できた。

この頃から目方会将棋部の入部

の話があり，誘われて１ケ目１度

開かれる日立会将膜部大会に参加

するようになった｡昭和35(1960）

年には２段を認許されＡクラスで

指せるようになった。日立製作所

では全社大会将棋大会と茨地区大

会将棋大会があり，各工場代表５

名の中に私も入って指すように

なった。

それから曰立市より昭和５０

(1975）年に東海村に来て，１年後

に東海村将棋連盟に入りました。

その後平成1４（2002）年には樗模

の部で，ネンリンヒックに茨城県

代表で出場しました結果は全国で

ペスト１６でした。

現在材の将棋連盟は事務局長の

秋葉光一様と共に悟棋の指導を

１ヶ月１度第２曰曜曰に中央公民

館にて行っております。

将棋というゲームは，１手違い

で勝負が決まるので名人といえど

も気は抜けないので，頭の老化を

防ぐには，ｈ典も身近な頭のスホー

ツではないかと思います。５０代６０

代を過ぎた皆さん,今からでも遅

くはありません，始めてみましょ

う｡そして`いつまでも言々しい頭

を持ち続けて，新しい言えを積み

重ねて楽しく頑張りましょう。■

含‘音読

と単純計算

が前頭前野

の働きを良

くし，脳の

活性化にな

ると注目さ

れている。

ある愛護老

人ホームで

は認知症

の入所壱に

１１１
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哨嵐会恒例の自作新書和歌の会

今私達が－書危慎している事は，

若い人達や．小中高生に曰本の伝

統文化の１つであります吟剣詩讓

道を伝承して欲しいと言う事です。

若い会員が増えないので,なかな

かその機会がありません。総合学

習の一時にでもその時間を作り’

青少年健全育成の教育として取り

入れたらとうか．と思っております。

芸能部門では１７年（2005）６月

に第１回東海村芸能部門芸術祭を

開催いたします。それぞれの部門

で活躍されております万ﾉﾏの出演

により村民の皆様に喜んでいにだ

ける様実行委員会で検討しており

ますので東海の文化発展のためこ

協力をお願いいたします。■

その療法を用いたところ．循むつ

がとれたお年寄りが増え，意欲的

になつだと実証しています。詩吟

は正に音読療法を実践していると

言っても過言ではない。大きな声

を出して漢詩を吟じ，脳と身に活

力を与えています。霞朗詠会の全

国会員の２０％は９０歳以上の方々

で元気に吟を愛し活灘しています。

私達の会晴嵐会は，古来より曰

本人が愛した誇歌の神髄に共蝿し，

その心に響く朗々たる吟詠と，優

雅なる詩舞，剛健たる剣舞とを一

体化させ，人々に深い感銘を伝え

る事が出来るよう白々勉強してお

ります｡また東海村内はもとより，

県のイベント等に参加協力をした

り施設慰問ボランティア等をし

ながら会員の研鑛と吟導鯖神の高

揚に努めております。臓嵐会恒例

の自作新舂和歌の会も22回を重ね

て来ました。日頃日常生活の中に

一人一人が観察力と感性を高め，

31文字の中にいかに自己表現をす

るか,作る苦しみ,作る楽しさ､出

来た喜び１を通して自作の和歌を

発表する事が生涯学習である。と。

続けております。

将棋今昔

将棋連盟武藤隆義

東海村50周年おめでとうござい

ます。

さて，私が将棋を指し始めたの

は，昭和3１（1956）年に日立工場

に入社し疋暗からである。当時工

場代簔の１人であった川見３段と
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芒興味深い話が聞けましたｅ

発表菅の中には，発表内容をよ

くまとめ，とてもよく練習してき

だ人,ほとんど暗記してきた人,あ

まり曰本語が上手ではなく少し発

音が聞き取りにくいけど，111Aを打

つ話で感動を旨.えてくれた人など

がいて，会場を埋めに約１００人の

聴衆の万だちに新鮮な篭きと感動

を言えてくれました。

最後に始めから終わりまで聞

いていただいた村長から感想と励

ましの言葉を頂きました。

写真は,「曰本の学校とアメリカ

の学校の違うところ」というタイ

トルで発表されたマギー・ジェン

センさん（アメリカ）■

東海村発足５０周年を迎えて

東海村国際交流協会小林健介

ヨ人の曰本語スピーチ
東海村は，１７年

(2005）３月に発

足５０周年を迎え

ます。この50年間

で東海村の人ロは

３倍強に増え，財

政も数桁アップし

ました。

スポーツや文化

面の活動でも大い

に進展があり，_

例をあげれば，

ホッケー競技では

ｌＵ

ｌｉｊ:iｉ
Ｎｗ
ｎ

Ａ■

￣

可

マギー・ジェンセンさんのＢ本語スピーチ

を紹介したり外国人の人たちか

ら自国の文化を紹介していただい

たりしながら，お互いの文化を理

解しあいⅢ国際的感性を磨くこと

ができる，そのようぼ機会をさら

に作っていきたいと言えています。

また，外国人の方たちの日本語会

話能力の増進に対するなんらかの

動機づけに寄与するためにまた，

異文化理解を進めるために文化祭

を舞台に,これまで２回｢外国人の

曰本語スピーチ」を開催いだしま

したが，今後も継続発展していけ

ればと害えております。

今年は東海村発足５０周年であ

り次の50年を展望する時５０年

後のこの地域はもう｢国際化｣とい

うキーワードがなくなっていて，

国際交流協会もなくなっている，

そのような町にしていければと

願っております。今後ともよろし

くお願い致します回

東海村が国体やインターハイの会

場となり，東海村のスホーツ少年

団で育った子どもの中から全曰本

クラスの選手が生まれました。

文化面では，広範な活動が行な

われてきましたが，外国人との交

流も盛んに行われてきました。米

国アイダホフォールズ市との姉妹

都市交流は２０数年間の歴史を型

ね，この間650名を越す人たちが

東海村からアイダホに訪問してい

ます。また，原子力との関係もあ

り多くの外国人が東海村内外に

滞在され．その方たちとの交流も

行なわれてきました。

これらはこれまでの東海村と原

子力との共存共栄によるところが

大でした。

現在，原研の中に大強度陽子加

速器が建設中であり，平成２０年

(2008）には稼動されます｡その利

用のだめに国内外から多くの研究

者やその家族の万々が東海村を訪

問され，滞在されると期待されて

います。

この方たちの受け入れのため，

また，この新たな好機をまちづく

りに活かすだめに，東海村国際交

流協会が約４年前に創設されまし

た。これまでも外国人との交流活

動を進めて参りましたが，舎後は

さらに充実させる必要があると考

えています。これからも曰本文化

2004年度文化祭

ときわレールクラブ

薬師寺一成

ときわレールクラブを通して鉄

道模型の紹介，運転を始めさせて

いただいてはや４年になりました。

最初は実行委員会の多大なご協

力にもかかわらずアピール不足で

入場言が少なく心配でした。しか

し年を重ねることにお客様も確実

に増え毎回色々と趣向を凝らした

催事になってきたと思います。

バーチャルリアリテイ晴代と言

われる昨今ですがやはり実際に動

き回る鉄道模型を目にしているお

客様を見ていると､実物から受け

る感動と驚きには大きなものがあ

ると感じております。また小さい

お子様にはフラレールコーナーを

設けましたが，時を忘れて夢中に

なって遊んでいる姿はみていてと

てもかわいらしい風景です。一昨

年より登場した記念入場券が思い

のほか好評でした。

令後はまだ企画段階ではありま

すが,ペーパークラフトコーナーな

ども設けお客様と一緒に楽しめる催

事にしたいと害えております。■

写真の説明

平成１６年(2004）１１月６曰（土）

外国人による曰本語スピーチ

東海村文化祭２００４の￣畷とし

て,第２回｢外国人による曰本語ス

ピーチ」を中央公民館で開催しま

した。発表書はアメリカ，イラン，

インドネシア，タイ,中国，ドイツ

の６カ国からの１０人であり．とて
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お話の種を飛ばす 術祭に参加し，文化祭にも作品展

示し又各地区コミセン祭り等にも

発表展示する等活墨しています。

なお‘その間に我々独自の発表

展示会の実施及び各地の有名美術

館等の見学研修，その間にスケッ

チ旅行と総会を兼ねて，那須方面

に１泊研修を実施しております。

水墨画に関心のある万は壱壱男

女を問いません，一緒に描いて楽

しみませんかⅢお待ちしております。

電話O2g-283-1701木名瀬■

たんぽぽの会鎌田まり

だんぼほの会

は１図書館ボラン

ティアとして，図

翻館の行事に参加

し厄り，土曜日の

午後２膳から図書

館の〈お話コー

ナー〉で読み聞か

せをしています。

叉，幼稚園や小学

写真連盟の活動状況

写真連盟理事長

河野弘

東海村写真連盟の活動状況を紹

介します。

主な事業として，村の文化協会

等の企画の壱とに４月のさくら

まつり５．６月の芸術祭，１１月の

文化祭と,連窺羊催の書の撮影会・

写真展（奥日光・裏磐梯方面)，写

真講座など開催して掘ります。

さくらまつりと文化祭は一般公

臺の写真コンテスト(公開冨査)に

より,賞金･副露が授害されていま

す。芸術祭は東海駅ギャラリーに

展示し，毎年力作が飾られており

ます。

文化祭では1６（2004）年度，７１

名97点が出品されました。サイズ

も半切としまして，作品も充実し

ております。

東海村は発足50周年の節皀蚕迎

え,文化･芸術面においてもｌＴ化

の波に乗り,近い将来,デジタル化

の展開も計画されております。そ

ういう中で，写真連盟も会員一人

ひとり個性のある作品づくりに期

待して濁ります。

連盟会員は現在91名でありま

す。般近はデジカメと言われてお

ります。テジカメでも銀塩でも気

軽に試みてはいかがですか。

写真連盟の役員にはいつでもど

こでも運廠せずに声をかけてくだ

さい。■

枝からの依頼も多東海村文化祭２００４カーテンシアターの上演

＜‘いろいろな所

でお話会を閏いています。中てもう｡」という気持ちが沸いてきます。

大きなイベントは文化祭への参加絵本やお話は，単にストーリー

と言えるでしょう｡毎月,文化祭にを知識として伝えるものではなく

向けて，大型絵本やカーテンシア大人たちから子どもたちへの

ターなどを作り,上演しています。《愛》を伝えるものだと思っていま

多忙な中なんとか時間をやりくす。次の時代を作っていく子とも

りして続けてこられたのも，子とたちの心が、愛で満たされていた

ちだちの笑顔に出会えるからです。ら，きっと素敵な世界になるので

｢ありがとう叉来てね｡」と笑顔では……と願いつつ,曰々お話の種

エールを送られると,「よし頑張るを飛ばしております。■

水墨画淳照の活動

水墨画連盟木名瀬昭吾

水羅両撞盟の活

勤状況について紹

介します。

前回は２団体で

したが，今回より

１団体増えて３団

体で橘成されてお

ります。以下連盟

の行事等につい

て，概略ですが紹

介します。

近年水墨画は隠

れにブームとな

り,各地で癸表晨

！

『

ヨ

東海ステーションギャラリーでの作品展示作業

会員同土和気あいあいの内に会員

相互の親睦を深めながら，勉強に

励んでおります。毎月の勉強会に

は専門の講師を招いて勉強会を実

施しております。

団体の活動としては，東海村芸

り，各地で発表展示会等が催され

ておりますが，私達の団体も他地

区の水墨画団俸と比較しても劣る

頭はないと皀員しております。

さて，私達の会ではみんな同じ

趣味として水墨画客習っており，
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多くの人に花とのであいを

華這運照高野敏子

後の課題としては,現在の華道.い

けばなに関して，人々の閏llLjlが低

下傾向にあるということ。伝統文

化である華道の誇らしい美しさを

最大限にお伝えするには，毎曰の

生活にどう結びつけ！どうしたら

若い世代の万ﾉﾏに興味を深めても

らい浸透してゆけるものか……。

たった一輪の花でも目にとまり

癒されることがあるはず。お－人

お－人が関心を高められ，こく皇

近にそして家庭に，心が癒される

花をいけあげ習慣化してゆくこと

を望むと同時に，今後は！「生き牛

きとほころぶ笑顔」を，「人と花々

との躍動の場｣を,数多く作りたく

思っております。そしていけぱな

人□がますます増えてゆくことを

願ってやみません。■

平成1７（2005）年３月東海村発

足50周年，記念すべき飛躍の年と

して大変喜ばしい限りです。

私共の華道連盟も平成１７

(2005）年４月１Ｂより２１周年目

を迎えることとなりました（いけ

ぱな同好会発足より通算２９周年

目)が,連窯殼立の折りには幾度と

なく教育委員会に寄せていただき，

｢組織作りはどうするか？会員の饗

り万は？行事の持ち方は？規約は

どのようにして作ったらよいか？」

と担当の職員の万と再三再四打ち

合わせを行い。詳細に亙り多大な

るご指導をいただき，連盟の基礎

ができ上がり設立できましたこと

を記憶に残しております。

会員が一丸となって作り上げた

連盟も，長い年月を経て毎年滞り

なく行事をこなし，作品を展示す

る意欲や方法，それに会員の技量

等，設立当初から比較すると素晴

らしい努力の跡を伺うことができ，

大いなる前進を遂げていると自負

させていただいても過言ではない

と確信いたしております。

何事もなく安泰の時期がずっと

長い間続いてまいりましたが,今

東海太鼓保存会一その由来と抱負

東海太鼓保存会会長山崎国光

等に>員奏させていただいています。

その他，国際交流のイベントや保

育所の行事に招かれたり，小学校

の音楽授業の指導補助などにも声

をかけていただいています。

和太鼓は，「伝統芸能」として曰

本各地の祭りやイベントになくて

はならない和楽器ですが，最近で

は｢和太鼓集団｣と称するプロのグ

ループが数多くあり全国ツアー

を行うなど，「魁せる音楽」として

も脚光を浴びています｡また,福祉

施設や医療機関などでのリハビリ

や，小中学校の音楽授業に「和太

鼓｣を取り入れるなど,とても皇近

なものになっています。

東海太鼓は｢保存会｣とはいえ素

人ばかりの同好会ですので’力量

不足ではありますが，東海村の文

化活動の－端を担っているという

責任も感じています。今後も皆様

の暖かい励ましのもとで，多くの

人たちの｢東海太鼓」として,和太

鼓の楽しさを伝えていきたいと思

います。■

東;毎まつりでの)寅奏

「東海太鼓保存会」は，平成４

(1992)年に結成されました｡東海

村には古くから伝わる太鼓のリズ

ムがありませんでしだので！まず

はオリジナル曲を作ることが先決

でした｡そこで,茨城出皇のギター

奏者｢寺内だけし｣氏に作曲を依頼

し「東海黒松四季太鼓」を完成さ

せ,オリジナル曲としました。この

曲は太鼓曲としては難しいもので

すが,日々練習に励み,東海太鼓と

して村のイベントに参加できるよ

うに一生懸命頑張りました。

現在は，村松晴嵐をイメージし

に「晴嵐太鼓」（平成８（1996）年

作)とともに,東海太鼓の代表曲と

し，村のイベント「さくらまつり」

｢夷冨まつり」「ｌ－ＭＯのまつりI
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化祭でお茶席を設けておりました

が，昭和6３（1988）年より総合体

育館を会場として各種の展示や催

しが一堂に行われるようになって

以来,お茶席の入場壱数も増え,多

くの方々に｢茶の湯｣を楽しんで頂

いてあります。

また，平成元（1989）年度から

は芸術祭に参加し，ほぼ５年ごと

に｢チャリティ茶会｣を行って皆様

方のご協力を頂いており，深く感

謝申し上げます。

平成３（1991）年からは,阿漕ケ

浦公園で行われる｢さくらまつり」

に毎年野点茶会を催しております。

また，アイダ､ホフォールズ市の

方々との交流茶会を行い］楽しい

ひとときを共有することができま

した。

他に研修として茶道講演会，)懐

石料理の講習会，お炭についての

講演会や野草(茶花)の講演会､県

内外の文化財を訪ねる小旅行など

を，会員間の親睦も兼ねて実施し

ております。

以上40余年にわたる茶這橇窯の

足跡を並べてみました。今後も各

団体が協力し合って諸活動をさら

に充実させると共に，皆様方のご

加入を願い’連盟としてのますます

の発展向上高望んで止みません。■

茶道連盟の歩み

東海村茶道連盟神永悦子

井坂法子

茶道連盟の前身である｢茶道部」り，１３年間その４団体が一丸と

は,昭和３８(1963)年から農業祭.なって,茶道の本旨である"和敬漬

文化祭・趣味の集いなどの村の文寂”の精神の普及に精進して参り

化行事に毎年参加して参りましたましだ。

が,文化協会の設立と同時に｢茶道平成1３（2001）年には心目会・

連合会｣になりました｡当時の構成いちえ会･清風会･松韻会･富貴の

は原研茶道部・知足会。原電茶道会が加入し茶道連盟は９団体･会
部・煎茶三彩流の４団体でした。 員数１３４名と飛躍的に大きくなり

昭和60年（1985）年には「茶道ましだ。さらに1４（2002）年には

連盟｣と改称しましたが,構成は原松風の会も加わり，現在は1ｏ団体

研茶道部･煎茶三彩流･知足会の３が１つとなってますます活動の環

団体でした｡その後昭和63(1988）を拡げております。
年に若葉会が加わって４団体とな行事としては旱＜から毎年の文

村の花“スカシユリ”は何処に咲いていますか

東海村山草連盟山崎国光

東海村は当年発

足５０周年を迎え

た。当山草連盟

も，東海村文化協

会の一員として，

現在会員は52名，

平成1７（2005）年

で結成２３年にな

る。会員の協力・

協調・親睦を基本

に，山野草の特性

の知識吸収・植え

付け・管理の実技

底どの謡凄Ｉ会山

展示会に開花した"スカシユリ"を

展示したが，プランターに植え付

けされた“スカシユリ皿は,菫は太

く，背丈は高く，花は頑丈に生育

し，壱はや自生の“スカシユリ”の

姿など見られなかった。村も行政

として"スカシユリ''の増殖の協力

音を募るなど動き始めたが，自生

地エリアを早急に確保したうえで，

しっかりした増殖計画のもとに取

り組まねば，変種の“スカシユリ”

が氾濫し’これが村の花になって

しまうことを懸念しているこの頃

である。■

プランターに植え付けされた“スカシユリ'，
などの講習会，山

野草の自生地観察研修旅行，年２６０(1985)年に村の花に指定され，

回の連需主催の展示会と東海村文当時は村の海岸線の至る所に自生

化祭展示部門での作品の発表を活していた様だが,現在では,立ち入

動の中lllj1にしている。これらの活り禁止の原子力施設の中に細々と

動と併せ,自然環境の保全･保護に見られるのみとなっている（らし

努め１地域社会の文化発展へ寄与い)。

していくことが我々の目標である。当山草連霊が結成20周年を迎え

さて,季節の移り変わりと共に，た平成1４（2002）年，村の花“ス

風'情に満ちた様々な花を見せてくカシユリ”の増殖への協力という

れる山野章｡東海村の花"スカシユ事から，発芽３年のⅢスカシユリ”

リ”も山野草の１つで，イワトユの苗をプランターに植え付け，会

リ,ハマスカシユリと＝われる｡東員全員で育成に取り組み始めた。

海村発足３０周年を記念して昭和植え付け後２年経った昨年の夏の
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ジャズダンス＆フラダンス連盟の活動について 文化祭囲碁大会の運営手法を囲碁

連盟役員の合議制で決定していま

すが，今年度は村内企業，商工会，

碁会所及び囲碁愛好団体等の代表

者を含めた役員構成により運営を

行い村民全体の囲碁大会規模に拡

大し新たに文化祭村民囲碁大会の

名称で実施致します。これにとも

ない通常における活動の強化を図

り参加者の倍増を狙います。

その第２は，年１回の宿泊研修

を新設致します。毎年場所を変え

て実施し文字通り２曰間を囲碁三

昧で過ごし会員相互の親睦を深め

てまいります。参加者は１５名以上

を自標と致します。

第３は，近隣市町村及び地元企

業との親睦を兼ねた大会を年２回

実施しており,特にＡ・Ｂの２クラ

スに分けて対戦を行うなど初心者

及び低級壱にも気軽に参加できる

機会を設けております。

その他，毎月中央公民館で月例

会を実施しておりますが，毎回第

２曰曜Ｂ午前9:００から20名前後の

会員が参加して試合が行われ１～

５位までを表彰しております。

以上向蟇連盟では，上記の活動

を積極的に推進し村内の囲碁発展

に努力し，会員相互の親睦と優れ

た創造'性の改善研鑓による棋力の

向上を目的に努力しております。

又,予算は年会費２，０００円と村から

の補助金で活動の大半を賄ってお

りますので気軽に入会の希望をお

待ち申し上げております。■

田所栄子

本年は，村で毎年開催されてい

る東海村文化祭に参加している芸

能部門が一体となり新たな芸術祭

の開催を計画しています。この催

しは，芸能部門相互の交流を深め

るとともに技能や芸術性を高め

ることを目的としています。ジャ

ズダ`ンス＆フラダンス部門もこれ

に参加し踊りに磨きをかけたいと

思っています。

また,研修にも取組んでおり,年

２～３回程度プ□の公開レッスン

への参加や芸術鑑賞等を行ってい

ます。ジャズダンス部門では

ニューヨークブロードウェイで活

躍している現役プロダンサーによ

る公開レッスンに参加し技術の向

上に努めています。

ダンスに興味のある方はぜひ私

達と一緒に踊って見ませんか。お

待ちしております。■

東海村発足50周年を迎えられま

したことをjllj1よりお祝い申し上げま

す。

ジャズダンス連盟は，新たにフ

ラダンスの万々を仲間に迎えジャ

ズダンス＆フラダンス連盟として

活動の幅を広げております。主な

活動の場として東海祭，ふれあい

祭，文化祭です。更に東海村の

万々との交流を深めるため村内の

各コミュニティセンターでの催事

への参加やお年寄りの療震施設な

どへの訪問等に取組んできました。

会員は，東海村の在住のメンバー

が殆どを占め，子供から大人まで

幅の広い会員構成となっており

地域の方々とダンスをとおして文

化の向上と芸術性の追求・発展に

努めております。

ジャズタツスとフラダンスとが

部門ごとに発表会を催しています。

平成１７年度囲碁連盟の活動

囲碁運韻水原正元

囲碁の発祥は中

国大陸で４千年の

歴史を持つと言わ

れております。日

本では源氏物語

や，徒然草にも出

て来ますし，戦国

武将の棋譜も多く

残っています。囲

碁は誠に優雅で高

尚な趣味とも言わ

れ，特に最近は

薮薮

ご
り

■

が
。
Ⅲ

乏喀

ｙ

鍵
藝譲:;iｌ…jIjMW鮒, 雪ア

グ

｝； 編集だより

遅くなりましたが，東海村文

化協会だより２００４年度版をお

届けします。

2000,2002-2004年度版の編

集を担当してきましたが，今回

を最後に職を離れることになり

ました。いつも快く原稿執筆を

引き受けて下さった諸賢に感謝

し，本紙の発展を祈ります。

2004年度事務局長篠原遙

一

碁会風景

に今年度は東海村発足50周年を迎

えた事で’囲碁連盟としても新た

な企画を創設するなど活動の発展

に努力し各事業の推進を図ってま

いります。

その第１が毎年開催している

｢ヒカルの碁｣の影響で子供さんの

囲碁人□も増加し又，老化防止に

もよいと言われております。

－万,東海村囲碁連盟は,東海村

文化協会の－組織として位置づけ

られて活動をしておりますが，特


