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東海村文化協会だより

■

邨内席畑柁一傘聖単鰡卜唖難塑袈懸轆鍬稀幽

て業務を推進しております。

すがご指導よろしくお願いい

足の面も多々あるかと思いま

だします。

れ一一○したので、その協力を得

本村の文化活動を振興する

私達文化協会は国際都市と

れているとの認識にだって事

とが協会の役割として求めら

〈抱負〉新メンバーと、協

だめ、各種団体を連盟として
組織化し助成することによっ
て文化活動を活性化させるこ

催、小・中学生を対象に、人

して一更に発展するであろう東

鯛鯵鍵鱸

材の礎保、底辺の拡大を目ざ

わせて皆様が楽しめ、役に立

東海村一Ｘ化協（［’だよ珈岼Ⅲ
ご爆拶

務局は、企画、実施、各種団
体へのバックアップに当たる

会としての活動はもとより各
連盟の自主的活動は、地域文

名を以て構成されてあり、協

九十九団体、会員数約千八百

文化協会の皆様万にはご健
勝で曰頃研鎖に努められてい
ることとお喜び申し上げますｃ
文化協会は現在十九連盟、

行政法人、日本原子力研究開

は比較的財政に恵まれ、独立

地方にしわよせがきているの

は、国の財政再建が表立ち、

た構造改革や一一一位一体の改革

さて国の財政再建一往目指し

おります。

一色妻電一一一して参り一乞いと考えて

生涯学習センターの早期建設

テーヨョソギャラリーの改修、

にわだＵ尽力されました前事

行が図られ、その前後の長年

営が平成十二蘆以降三年か
けて順次協会独自の運営に移

田てございます。

した。施設面では東海駅ス

が現実の姿です。幸い東海村

ことを心がけており一一○す。

思いますので、よろしくお願
いいだします。

つ協会だより荏目指しだいと

昨年八月に開催されまし
だ「文化協会総会」において、

担の設定等について関係する

スケジュ１ルの立案と役割分

更なる整備、行一臺実施に至る

る活動分野の推進体制の見直
しを図るぺく、規約細則等の

づくりに努力しだいと思って

き、それを生かした文化協会

〈泡負〉皆さんの意見を聞

。‐‐出身地岩一一一）県

化少年団」の実行団体として
の役割もあり、多方面にわた

事務局長に選任されました石

〈泡負〉このたび新任さ

れ、文化協会全体の仕事をす

る事に成りました。微力です

〈抱負〉平成十七年度から

お願いします。ご指導下さい。

合後とも、どうぞよろしく

が全力で頑張ります。

会計担当となり一一○し一に。刀不

繍鱈ｙ隷瀞

会計

事蒜高畠の館喬

上の一霞を担う所存です。

動を推進し本村の文化活動向

くの参加者を得て実りある活

います。

村主導による文化協会の運

の重責を全うすることは、大
変荷の重い役目ではあります
実を目的とするスタッフの増
員で有能な人材の刷新が図ら

傷蝋鍵騨

万々との連携を密にしより多

鱒鱒轤霊．

一三に本村の「文化祭」、「一一二
術祭」、本年度立ち上げだ「文

会の万々の協力を得て力を合

海村に、芸術文化の面で貢献
できるよう努力しようではあ

し本村の芸術文化の振興に資

化の創造と文化の薫り高いま

発機構本社の本村設置、平成

務局長篠原通氏の後を受けて

東海村文化協会
会長

ちづくりに大いに貢献してい

二十年運転開始を目ざし大強

が、幸い本総会で事務局の充

事誇弓裏議毎いきた「》「

るものと信じております。

度陽子加速器施設々霞工事が
順調に進められ、高度研究科
学文化都市一と念頭にまちづく

積極的な取り組みがみられま

平成十七年度は東海村発足
五十周年の記念すべき年でも
ありましだ。協会は事務局体
制の充実強化を図り、各連盟
もまだ展示・発表会等の企画
運営に特段の工夫がみられま
しだが、特に芸能部門による
芸術祭、美術連盟による天心

りが進められていることは喜

驫層藝鐵正，

記念五浦美術館における連盟

びにたえません。

タルミュージアムの設置など

りませんか。

東海村大字船嶋768

するため、文化少年団の設置、
優れた作品の紹介のだめデジ

炳襲発行

創立一一一十周年記念美術展の開
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平成１７年度文化･協会事業報告
開催曰
２００５/4/２
2005/4/２

運驍
連盟

三重､画斐
写真撞照

東海さくらま･つり撮影会及び公募作品展
東海さくらまつり撮影会及び公募作品展

2005/4/３
2005/4/３カラオケ連盟東海さくらまつりカラオケ発表会
刀ラオケ連盟
東海さくらまつりカラオケ発表会

茶這蓮關
2005/4/３茶道運開
2005/4/３

場所
場所

事業
事業

撮影会：阿漕ヶ浦公筐
撮影会：阿漕ケ浦公園
作品展：石神=)ミュニティ芒ツター
作品展：石神コミュニティセンター
阿漕ケ浦公園
阿漕ケ浦公園

東海さくら蓋つり野点茶会
東海さくら蓋つり野点茶会

阿漕ヶ湾公園
阿漕ヶ鴬公園

2005/4/2４
2005/4/2４山亘龍剪塞
山三連盟

春の山野草観察研修
看昌の山野草観察研修

福島県花見山自然公園緑水麗
福島県花見山自然公園緑水圏

2005/4/３０将棋連盟
2005/4/3０
将棋連盟

対外親善将棋大会

2005/5/1５

華H罰澳雲
華彊i車窯

２００５/5/2８
2005/5/２８１写真連盟
写真蓮盟

2005/6/2～6/３
2005/6/2～6/３１技芸蓮照
技芸蓮照

会員研修会

中丸コミューテイセンター
中丸コミュニティセンター

つくば実験植物屋
つくば実験植物園

ハープハーモニーガーデン
ハ・プハーモニーガーデン

三三rnj黒男ｼﾞ;市乞オニズチアＷ乍呉ヨ巨星

春の撮影旅行及び作品展

1后木県花〕。；Ｔの郷オ后木市内
栃木県花之江の郷栃木市広

研修会

長野方臓
長野方面

2005/6/５１書道蓮照
2005/6/５
書道蓮照

研修バス旅行
研修バス旅行

書道博物館江戸東京博物館
書道博物館江戸東京|専物館

2005/6/５１需栽運照
2005/6/５
盆栽痙霞

雑木盆栽の技術指導講習会

黛裁葎窯作業所
栽連盟作業所

2005/6/６１菊派蓮開
2005/6/６
菊花連盟

技術指導、講習会

会長宅

東海村・那珂町交流囲碁大会

東海村中央公屋龍
東海村中央公民館

作品展示会
作品展示会

原電テラパーク

2005/6/１２１囲碁種關
2005/6/1２
囲碁運照
2005/6/22～7/８桔芸運開
2005/6/22～7/８
技芸運照

2005/6/2６
2005/6/２６ジヤズダンヌ連盟会員技術研修会（フラダンスグループ）｜舟石川コミュニティセンター
ジャズダンス連盟 会員技術研|彦会（フラダンスグループ）
舟石)ilコミュニティセンタ…
2０
5/6/2６
2005/6/２６将棋連盟
将棋連盟
2０
２００５/７/２３
5/7/2３

水墨画蓮照
水墨i苗i蓮照

2001
2005/7】23～７１２４１美１jliT琿需
123～7)2４ 美術連盟

対外親善将棋大会
スケッチ研修会と反省会
スケッチ研||参会と反省会

裸婦デッサン会

2０
2005/7/３１１カラオケ連盟｜夏のカラオケ発表会
5/7/3１
カラオケ連盟
夏のカラオケ発表会
２（
2005/9/３１茶道薄鵲
〕5/9/３
茶〕首薄零

'’'三i；重鴎
2０
2005/gハ１１山草連盟
5/g/1１

中丸コミューテイセソター
中丸コミーｒﾋテイセソター
スケッチ：折り橋の滝
スケッチ：折り橋の滝
辰雀↑令：橦川潟泉
反省会：横川l温泉

石神コミュニティセンター
石神コミュニティセンター
ｕコカ.￣＝-1-〒_イわ～/,。．‐
中丸コミーl＝ティセンター

研修会

旧曰洲邸武秬
旧白洲邸武相

蚤ヨコマイ乍(,）言蜑忍型】Ｇ７下目言､稲
草玉作り講習及び実施

東海村中央公民館
東海村[口央公民館

2０
2005/9/１１１ヅヤズダンス連盟ｌ会員技術研彦会（ジヤズダンスグルーフ）ｌ村松コミュニティセンター
5/9/1１
ヅヤズダンス連盟 吾云員」又VmJCilTlE銘言（ツヤフメプンメソル・‐.ノノ
村松コミュニティセンター

2005/9/１８１盆栽撞照
2005/9/1８
盆栽撞照

松柏盆栽の技術講習会

2005/9/2５
2005/9/２５１将棋連盟
将棋連盟

対外親善将棋大会

中丸コミュニティセンター
中丸コミューテイセンター

2005110115~lＭ６
2005110115~１０Ⅱ６１山草連盟
山草連盟

原野に自生する山野章の観察研修
原野に自生する山野草の観察研修

五十里湖周辺高山系自生地
五十里湖周辺高山系臼牛tlhl

2005/１０/1６
2005ｎＯｎ６１盆栽連盟
盆栽連盟

官化祭卜H屏吊のﾈ志術ｷ旨蕊謡習吾含
文化祭出展品の技術指導講習会

盆栽連盟作業所

2005/１０/2３
2005/10/２３１将棋連盟
将棋連盟

対外親善将棋大会

中力,二]ミァ'三テイセンター
中丸コミュニティセンター

[司這：１重聖
2005l1q30～|鯛1
2005l1U30~1鯛１１囲碁連盟

木|内ｲ層挙/･-ｍ－ﾐﾛｽﾞﾌ[S荒園蔓:大会鷺
村内企業との－泊交流囲碁大会

i黒i死ｉｊｌｉ黒阜
湯西川温泉

２００５ノ
2005／

１１/3～１１/６

文化協会加入
１９通需他i司体
19蓮需他団体

東海村文化祭

盆栽蓮照作業所
盆栽連盟作業所

旱)ごl今石冒鴎宋)曇X11ZEンツー
東海体育館東海文化センター

中央公民館村松コミュニティセンター

200副lln9-,Ⅱ2０
200副11ﾊ9-1Ⅱ２０１美術連盟
美術蓮盟

一泊スケッチ旅行
－泊スケッチ旅行

2005/１１/２０芸饒運照
2005/１１/2０
芸能1重照

澤軽三昧綴佐々木光儀流奏絃会｜東海会館
東海会館
津軽三味線佐々木光儀流奏絃会

2005/１２/４１需栽運照
２００５
2/４
盆栽連盟

長野方面
長野万面

黛栽全船の冬自期に備戈ての手入讓逵1今｜需裁蓮照作業所
盆栽連盟作業所
盆栽全般の冬期に備えての手入講習会

２０()５
2005/12/４ヅヤズダソス連盟会員技術研修会（フラダンスグループ）｜白方コミユーテイセンター
2/４
ブャ,ズダソス連盟 会員技術研修会（フラダンスグループi）
白方コミコニティセンター
２００５
2005/１２/４１芸能連盟
Z/４
芸能蓮照

ｌ巫

２００
2005／

１２尼0～1Ｚｒ
12/20へ

芸能揮零
芸能う車窯

００６
/９
2006/1/９１写真運弱
写真連盟

東海民謡蘂帆会発表会
東海民謡楽帆会発表会

八）|'|流東海詩0合同好会
八）'|'|流東海詩0合同好会
10周年記念発表会
スナップ写真撮影

2006／
/９
2006/1/９１アマチュア無線連盟ｌ無線通信連絡
ﾉﾌﾏﾁｭﾌﾌ無線連盟
無線通|言連絡

中丸コミュニティセンター
中丸コミュニティゼンター
ホテルニュー白廟紀
)i(テル＝j-L-白琿妃

笠松運動公園マラソンコース
等松運動公園先導車､最後尾車
笠松運動公園先導車､最後尾車

ｵ弓ﾗ享寓重饅
2006/1/１１１按芸蓮馬
２００６ノ
;１

役員研修会
役員研１１参会

大；樵}蜜ﾆﾖｲﾆⅡ命(旱謹壼十ﾌｰﾉ勺一
大洗簡易保険保養センター

2006ｎ/２８１７k認画蓮顯
2８
2(〕０６／
ＺＫﾐ麺[田h里訴

天心美術館川端龍子展鑑賞
ﾌｶ己/、ﾗﾆIjl汀fﾐｇノllU而官屋づ-H翌ｉ議員

天心記念館五浦美術館

2006/2/１頃ｌ芸能蓮需
2006/2/１頃
芸能蓮需
２００６/２/５
2006/2/５

写真蓮需
写真連盟

役員及び会員視察研修
役員及び会員視察研１１参

冬の撮影旅行及び作品展

江戸東京博物館模浜美術館
江戸東京博物館横浜美術館
撮影会：裏磐梯、喜多方
作品展：舟:石Ⅱ|コミュニティセンター
作品展：舟allコミュニティセンター

2<)０６/2/1８
2006/2/１８１囲碁蓮閣
囲碁蓮閣

原研ＯＢ交流囲碁大会

原子力機構阿酒ケ浦グラフ
原子力機構阿漕ケ浦クラブ

2006/2/1９
2006/2/１９１書道運煕
書鱈;重照

拓本体験教室

中丸コミュニティセンター
中丸コミーェニテイセンター

2006/2/１９１社垂ダンス運開ｌ令昌誘流９．ソスバーテイー
2006/2/1９
社交ダンス蓮照
会巨2叉流ダンスパーティー

サブ□－ド
サン□－ド

2006/2/1９
2006/2/1９美術連盟
美術連盟

中丸コミー】－ティセソ'ター
中丸二Jミュユティセンター

コスチューム人物デツサソ会
:]スチユーム人物デツサソ会

宣化協会加入Ｔ９１重開
2006/2/2６
2006/2/２６文化協会加入１９連盟ｌ文化少年団手作り教室
文化少年団手作り教室

東海村中央公民館
東海村中央公民館

東海村文化協会だより
２００５
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東海村文化協会の構成概要
構成連盟編成団体

理事長

運照５団体高橋忠治

79人

玉霞

認５団体干葉勇夫

57人

連盟６回体村上廣美

89人

唱ワナ奏奏

182人

吟詠剣詩舞
民謡

大高義雄

167人

６団体岡田セツ子

97人

實子

127人

'０回体萩谷晴

108人

盟５団体小林勝利

131人

力楽樂

ツル合合

合ロオ弦管

三|黒義弘

連盟

ヨ芸能 這盟
長浩

須

会一滕

箏曲

尺八
津軽三味線
運照

事務局

局長|石田正久
会計|河野恵一

-下

明而

雄夫弘

義一実由

一員一藥前

大千門

二二菫

詞

塙

ワ

マノ

Ｒ・

工編幻織

佐竹千尋

芸芸彫み裁ラ物

運需

陶革木手洋リ織

佐藤康雄

搦手

副令晨

総務

会員

龍生派高野

敏子

99人

連盟’１９団体橋本動

298人

無鑓盟’２団体根本紀正

53人

連盟’２団体水原正元

25人

葦
=霊

小原流
池坊・松風花道会
古流松藤会
草月

連盟１２団体小泉曰出昊

22人

ｽ連盟’３団体石田正久

63人

='二三j亭

窯，

２団体安斎寿雄

26人

ソス連盟

ジヤズダンス田所栄子

90人

I団体山崎国光

53人

一水墨画
画連盟’３団体木名瀬昭吾

31人

総員

1,797人

一山草違 需

フラダンス

一
戸

るよう努めて参りますので、

芸能部門芸術祭の立ち上げ
大高義雄

文化協会の事務局会議メン

バー（写真連盟事務局長、社
交ダンス連盟理事長、芸能連
盟遅事長、社会教育課等）の
芸能部門では、年一回の東海
村文化祭に各連盟が参加して
おりますが、新たな行事とし

て数年前から文化祭の展示部
門で行っている芸術祭に変わ
るものとして、芸能大会（名

流大会）を芸能部門芸術祭の
計画を企画立案することに

なった。その間、何度となく
話し合いを重ね立ち上げるた

めの立案書として、事務局員
である芸能連盟代表で叩き台
を作成することとなった。

ｌ

団囿

振興財団への予算要求と（参

加連盟がそれぞれ負担できる

予算、共遣費及び総事業費の

積算を含む『実施曰程、場

所の設定、プ□グラム作成及
び会長・副会長への実行委員
長からの進捗状況の中間報告

等を得て、東海村が合年で発
足五十年を迎えた記念すべき

年に、第一回の芸術祭を平成

十七年六月十二曰と十九日の
両日に盛大に終わることがで

きましだ。

芸能部門芸術祭実行委員会の

役員紹介

実行委員長一石田正久一弦不ウンヌ
実行委員長
石田正久 踵不つプンス

音楽
事務局長一目黒義弘一音婆
事務局長

カラオケ
副零戸曼置長一橋本勤一カラオケ
副》奏瑠塞置長

会計一大高義避一芸能
大高義雄 芸能

藁員（単漉員二佐竹説子一吟詠劇詩型
壁員寧鰯邑 佐竹説子 吟詠剣誇興

愛買（牢鰯員二小林濁江一ジャズダンヌ
ヲやズダンス
笠宣く牢錺員）

委員
衣旗真美 女揮．「ラス車種
委員一衣旗真美一女函コーラス東惹

委員一清水順子一謡オ心リーナ３プ
委員
清水順子 來海オわり！ナクつプ

｜菱罠
民屋樂帆会
委員一川崎劉一民屋樂帆会
委員一山崎国光一栗海太遁侭一堂一
委員
山崎国光 東海太茜保存会

成十六年七月一一十七曰から開

委員二選鵲｜信男一手昂
｜菱舅
手品

委員一佐一睡弘子一フラダンコ
｜歪》員
佐一鴎弘子 フラダンス

委員―田所栄子一ヅャズダンス
委員
田所栄子 ジャズダンス

催し、教育委員会社会教育課

監事―河野ざよ子一時詠剣誌璽
吟詠劃諭璽
監事

の（財）東海村文化・スポーツ

東海村芸能部門芸術祭実行委
員会規約作成、平成十七年度

の指導及び肋一一一一□を受けながら

目的として、実行委員会を平

祭との違いを印象付けるよう
な精選した内容とすることを

指し、観客にはっきりと文化

て一段水準の高い芸術祭を目

祭りとしての文化祭に対比し

べ十二回行い、村民参加のお

する連盟の万々から（名流大
会）ではなく芸能大会として実
行委員会を設置するようご指
導があり、実行委員会の立ち
上げに関する協議会を三回程
行い、参加連盟を決めだ。
その結果、実行委員会を延

認されましたＣその後、関係

莇（

脳概

雲霞農』
慈術；゜祭
生2隻」

三宅§鍵曲拳己

加連盟からの反省点を踏ま－ズ

慧辮鑿
合後ともよろしくお願いいた
します。

て、よりすばらしい催しとな

展示部門河野惠’

第十八回東海村芸術祭は、

東海ステーションギャラリー
では書道・美術・水墨画・写

真の四逗盟が作品展を行い、
東海村中央公民館では華道連

盟が生け花展・茶道連盟が茶
席を催し、計六連盟により、
平成十七年五月十五曰から六

奥村雅道中沢錫寺

森屋克男井坂法子

さて、記憶が定かでない部
分もありますが、当時を振り
返って見ますと平成十六年四
月頂に、文化協会の会長及び
副会長に役場会議室にお集ま
り頂き、協会とは、別の組織
として平成十七年度から芸術
祭を実施する旨の説明をし、
。承を得だ。
まだ、平成十六年度文化協

本

月十九曰の約一ヶ月間開催さ
れましだ。

実行委員会役員一篭

村上展美小林勝利

事務局長河野惠一
河野惠一
撃務局員
事務局員

事務局員濟蹄識宰窪緬認睾

｜砒

会総会でも芸能部門芸術祭｛名
流大会）の立ち上げについて承

橋

目

期間中はもとより、準備（案
内状、看板、ポスター）や反
省会（反省会＆懇親会、会報
発行〉など、多くの万々のご

干葉勇夫不名瀬昭吾
千葉勇夫木名瀬昭吾

実行委員長一高橘忠治
実行委員長
高橋忠治

実行委皀
実行委員

華道１０臆～１７時
軍適６月１８日(±)～６月１９日(曰）
華道
臆～17時 華道６月１８日(±)～６月１９皀(曰）

監事寺門喜久雄錦木ふざ子
監事
寺門喜久雄錦木ふざ子

寒行壷巨会針型新田安江
実行垂巨会猷副

桑行委員会計正一高野灘二
突行壷員会計正
高野敏子

美

協力を得られましたことをこ
の場をお借りして御礼申し上

げます。まだ、開催期間中は
非常に大勢のお客様にご来場
を賜わり大盛況のうちに修ブ
することができました。

又、平成十七年度から、東
海村芸術祭芸能・催事部門も

開催され、文化協会に加入し
ている連盟の芸術祭への取り
組みが益々活発化しておりま

辰

勅

一秋色雲之
荻谷琴之

監
監事
事一山田恵子一盲藝
山田恵子 一一轡奉奏

叡育委員会

辻会教育課

吉沼美恵

恵

ヨユ

黒

小
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写真６月１２曰(日)～６月１８日(土】
写真６月12曰(円)～６月1Bご(±）

(最終日腫15爵まで】
(最終曰は15時芸司

水運1画６月５日(Ｂ)～６月１１曰(土）
水墨画６月５日(Ｂ>～６月11Ｂ(土）

１０時～19閥
10時～19時

村

義
弘

勝
江

剣

(目
男

よ
子

美

長

川
崎

田

野
き

関

河

沼

後期５月２９曰(Ｂ)～６月４曰(土）
後期５月２９曰(曰)～６月４ﾋﾟﾖ(土）

苧やラリー
ギャラリー-

美術前期５閂22ＢＩＢ)～５月28曰(±
美術前期５月22曰(Ｂ)～５月28日(土）

東海ステーション
東海ステーション

書道５月１５日（日）－５月21日(＝
書道５月15Ｂ(日)～５月21日〈た】

務
局

計

会筒
教委
育員
課会

棗道ｉＯ臆～１５賭
茶道
晴～常5時

利
題

す。第十九回開催に向けて、
お客様の貴重なご意見や、参

社教

奈遁６月１９曰く曰］
I最終曰睡16匿まで】
(最終と
１６時まで） 茶道６月１９ﾄ](曰）

勝

腱蕊璽 liX｣bｉｉ1iMjkl:艇櫻
匹

東海初中央公巨節
東海紺
史公民餡

小
林

'０５年度第１８回東海村芸術祭曰程
事
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爵
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ら、芸術に対する関心や暹解
を深め、尊重する態度を育て、
役員一薑
巨富
佐一嵩顧崖
団長佐讓康崖

副回長
佐泊千尋梶卒蔵
副団長佐竹千尋梶率卸
○一一
塙買子
会計寓鬘｜》

企一国髪員長干葉勇夫
企直妄員冨
一十一簔二聖｝六
企画勘謹｛目堂
高雪戟二
企画翻雲昌壁高野敏子

上

企琶委員
企画要員

企画委員癩葬総老鋪維辨奉

瀬谷鋼小林勝利

催竹践弓岡田セツ子
催竹鋭子岡田セツ子

加薩木賢目黒義
加騒不賀目黒義弘

秋雲光一田所箪專す

治

団長

化の振興に寄与することを目

箇
菫
勝
利

佐藤康雄

的とすることにあります。以

|ヨ

小
林

豊かな人間性を酒蓑すること
により、青少年の健全な育成
の一翼を担い、もって本村の
文化振興を担う人材の育成、

希望と目標達成の

上のため、芸術・文化体験、

忠

燗

底辺の拡大を目指し、芸術文

だめ、御精進され
習得教室、交流事業、その他

合

極香る季節となり、会員

ておりますことと

画

マロ正曰（曰］

藷素志討中宍公屋鑓

革搾り識守一閣擢

辻会教育醜荻谷等之芭沼霊唖
社会融宵甑
萩百馨之當沼露悪

蛎程恋・揖廷正号埜収正泪脱
迩営幾貝
迩営姿貝根本妃正井坂正規
石田正久安薊淘雄
石田正久安斎溶雄
山陶固光木名瀬昭吾
山崎固光不名瀬昭喜
Ⅲ脚圀弘河野忠一
門醐由弘河野願一
匿聯
上頚和妻皆神脇盟
階聯上家和与遥神脱塊

§

高
摂

萩

の皆様方には新春にあたり、

お喜び申し上げ談

必要な活動を実施してまいり
ます。

－９．

会回、東海村文
化少年団の発足に
あたり、’一一一口御挨
拶申し上げます。

てみませんか。お待ちいたし

・手書きのカレンダーをつ

中央公民館において、東海

二月二十六曰（曰）東海村

みよう。

味しいトン汁をみんなで食べ

い定だいて、お待ちかねの美

保木社会教育課長のお一一一一二葉を

作品は、パネルヘ展示し、み
んなで観賞した。それから久

気の中て楽しく進めることが
出来だ。完成した六十一一点の

村文化少年団の「手作り教

だ。終可後、姜どもだちは自

くってみよう。

室」が開催されだ。実施に

・ひなまつりの花をいけて

当たって参加者募集のチラ

・－９．

力で成功裏に終。することが
出来ました。
なおトン汁の調理にあたっ
て技術連盟の大勢の万々にご
協一刀頂いた事、まだいばらき
印刷（株）、帝石ブ□パンガス
（株）東海カスタマースイェー
ション様にご協力きい厄だき
一試したことに感謝申し上げま

分の作品を満足げに持ち帰っ
だ。みなさんの絶大なる御協

シを村内の小掌生に配布募
集し厄ところ、カレンダー

に三十五名、ひなまつりの

花づくりに二十七名の参加
応募があっだ。きたご父兄
の参加も二十一一一名あり、関
心の高さが同えだ。
当曰は午後十時に佐藤康
雄団長の挨拶に始まり、ご
来賓として、須藤浩
来賓として、須藤浩一一一文化
協会会長、菅谷昇東海村教
協会会長、菅谷昇東
盲次長にご挨拶｝こい

だだいた。その後、

干葉企画委員長から

iiill1i1lii'i鑿篝iii

発足にあたっては、
一一一〈行委員会の皆様、

と御指導を賜り、

ております。

ちは早速、手づくり

実施内容について説
明があり、こどもた

に取り組んだ。指導

には運営委員をはじ

め、各連盟会員が当

渥り、掲示したつく

り方の手順を見なが

ら、なごやかな雰囲

蘭ｉ

文化少年団は、東海村文化
協会の下部組織として、運営
委員会を設置し、文化協会の
各連盟代表者及び運営委員会
が認めた者により構成してお
ります。今後は、運営委員会
により新痘な企画を立案しま

改めて関係各位に

最後に、本団発展のため、
学校当局を初め御父兄の御協

に、伝統文化を体験習得させ

御礼申し上げます。

対し、心より厚く

力、御指導を賜りますよう御

すので、次世代を担う子供達

さて、東海村文

願い申し上げ、ごあいさつと

袴に東海村文化協
会及び教一言一麦曼会
社会教言課の関係

化少年団は、次世代を担う

いたします。

者の暖かい御理解

村内の小・中学生を対象に、
芸術文化｝と体験習得させる

機会を設け、子供達が楽し
さ素晴らしさを体験しなか

窺

X、
_↓

鍾魍の翻儲
ますので、各クラブに見学に
社、高韻会）、尺八の部が一

帆会、二．民謡楽楓会）、箏
曲の部が一団体（生田流宮城

す。

｜｜衣をしご覧いた這い．－に万々に
ご声援をいただいており一ざ

事が出来ればと、思っており

いらっしゃいませんか。

団体く東海尺八同好会〉、潭

まだ、各部門ごとに発表会

お待ちしております。

革工芸、木彫り、手編み、洋

私だち技芸連盟は、陶芸、

動して居ります。

会、勉強会、全国大会への参
加等と年間、目まぐるしく活

を見ますと、それぞれに濱一一壼

八団体が集結して成り立って
いる。各団体の個人活動状況

光儀流奏絃会）と分野の違う

して地域の万々とのふれあい

施設への慰問等で活動をとお

祉ふれあい祭り、コミセンま

そのほか、東海まつり、福

塁昌一寺

裁、リポンフラワー、染織物、
の七団体で形成されておりま

分野の違う団体が集合し、

技芸連照

す。陶芸は粘土を革工一云は革
を木彫りは木を、それぞれの

連盟として活動する唯一の行

ジャズダンスが、村の文化祭
に参加して一一十年が経過いだ
しましだ。そして五笙前から

を開催しております。

異なる材料を使っての作品作
りです。気がまえ、心がまえ

事としては、文化祭での発表、
桜まつりへの参加及び平成
十七年度から新痘に実施され
だ芸術祭への参加等と限られ

新這にフラダンスの一愛好言が

軽三味線の部一団体（佐々木

もそれぞれでは有りますが、

た行事だけの活動ですので、

芸能連盟として、昭和六十

やす雲のないよう次の世代に

としては、曰本伝統文化を絶

行くことを考えながら私個人

り、新しい企画に取り組んで

て頂くために連盟が一丸とな

合後、皆様にもっと理解し

あつだレッスンをしておりま
す。

高齢者までそれぞれ年齢に

楽しんでいる万は、幼児から

”美容と健康を“とダンスを

月日のたつのは早いもの、

年発足以来、平成十八年一口

て、心を合わせて技芸連盟と

も図れるようになりましだ。

現在吟詠剣詩舞の部が三回偉

継承することを努力して行こ

部が二団体二．東海民謡蘂

八州流東海同好会）、民謡の

毎年、文化祭では合同で発

優雅で心癒されるダンスを
とおして人と人の輪づくりの
中で技術の向上にレッスンに
励んであります。

けをしてコミュニケーション

品にも参加させて頂いており
ます。オンリーワンの物作
り、手仕事の楽しさを一人で

最適ですよ。

しみませんか。健康体操にも

味のある皆さん、ご一緒に楽

が参加できる踊りを」
どうぞ、私達のダンスに興

「より楽しく、たくさんの人

の場芭広げております。

つりへの参加や村内外の福祉

行きつくところは「技」、個

未だ芸能連盟って何をする団

｜杲海材発足五十周年事業のデ

（｜，霞朗詠会晴嵐会、二．

うと思っています。

互い譲り合いながら、飾り付

ジタルミュープアムの村民作

水府新刀流東海剣詩舞会、三．

思うところもありますが、お

佐藤弘子

して活動をしてゆきましょう
というのが私の、持論であり

加わり現在は、ブャズダンス
とフラダンスの連盟となりま

ジャズダンス連盟

｜試す。会員皆様のご協力によ

体？と理解されていない万も

しだ。

性は作品に出して頂く、そし

り文化祭の会場も、七団体と

多いのが残念に思います。
芸能連盟大高牧子

してはちょっと手狭かなと、

塙

も多くの万々に体験して頂く

‐Ｉ

愚:-,1i,

ご；

這ｉＵ

2005年度版（７）

東海村文化協会だより

理事露禧雲關罎でろ

壷盤》狩一實往の鑿箇
デジタルミュージアム

芸術作品を多くの人に紹介す
るコーナーであり、東海村文
化協会の七連盟（絵画・写真・
瞥道・水墾画・華道・技芸・

盆栽）にご協力をいただきま

アートロードについて

アートロード実行一壷員代表

門前由弘

ている美術制作愛好家が集ま

社会教育課萩谷琴之

デジタルミュージアムヘ

り、「暮らしの中の美術館」

東海村に在住一一ひだは在勤し

平成十八年一月四日に、イ

は、直接ゴ§準一一三三三・・ョ・く一一一・

しだ。
ンターネットを利用して村の

年一一一回作品の入琶をおこ
なって、出来るだけ多くの作
一孟｛９。

品一色展一所しだいと言えており

テーマのねらいは、芸術作

品を展示会場へ見にゆく従来
の万法にとらわれず、街並み
一と辰一派館に見立ててし一コおう
という発想にあります。
私達が曰頃利用している簗
一一一一一街の道路に沿っ一に商店の店
舗や金融機関や公的施設など
のロビーなどに会臺が制作し

芦国

一

月にわたり飾らせて頂きます。

る万や、協鐘して下さる店舗

楽にお声をかけて下さい

綱集後配

迎え、仲間は九十五名・協賛

アートロードは十八圧・目を

化についての情報発信の核に
なればと願ってます。皆様の

日常の行事と東海村全一体の文

ました。出来れば文化協会の

合回から總集方針を一新し

害は一一一十一と数える一三でＥなり

御意見を伺いたく一層じます。

事務局一同

一すしだ。あと二年で一一十周年

ントなどを話しあっていると

ということで、皆で記一念イベ

うわけです。

きき味わっていなだこうとい

ほっとしてふりかえるひとと

に、これらの作品と出会い、

など募集していますので、気

なお、｜緒に活動して下さ

て下さい。

ましたらぜひはげましてやっ

の万で活動している万があり

まいりますので、お知り合い

ただきながら活動を展開して

舎後も、村民の御支援をい

ころです。

瀞轍藷蕊緬霧鰯鵜

そして皆様がふとしたおり

定絵画・彫刻・曇・写真一と一一一ヶ
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去る三月十五日東海会館に
おいて、「理事研修会」が開
催され、須藤会長以下ご来賓
を含め二十五名が出席されま
した。

皇

をテーマに芸術の街づくりを

娼定文化財や彫刻などを見る

東海村教育長・高橋健彦氏
ことができるデヲタルミュー

目指して活動しています。

による講演「演題・東海村の

戸百

一日「⑪六こつ一）の社会教育綴か
らも入館できます。

【・汀一・一。⑲『伽穴こローヘアクセスし
ていただくか、東海村ホーム
ペープ（ゴヰロ一言三三・く－－－．８｜ハロー．

ジアムが開館しましだ。
デジタルミュージアムは、

だ。その後懇談会に入り、普
段仲々懇談の機会も限られて

Ｉ。」

すばらしい作品をぜひご薑

■且n9T室■要

文化向上と文化協会への期

東海村発足五十周年記念事業
の一環として橘築されだシス
テムで、民具や考古資料など
を撮影してデジタル化し、イ
ンターネット上で公需する

鰹享研ｲ壜

下さい。

１つ

待」が四十五分にわたり講演

いる関係者だけに、終３時間

バーチャルミュージアム（仮

■

され、現代の世相と社会の文

石忘れて曰頃の活動状況を中

平成17年度・東海杓女

上がるなか散会しましだ。
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化環境が熱っぽく語られまし

心に、活発な意見交換で盛り

患の博物館）です。
このシステム一ご利用すると、
自宅に居ながら収蔵物を検
索・観賞することが出来ます。

■A弊ＯＷＪ二局呂盈

テ”ルミュージアムJNFノ

デジタル・ミュージアムに

は、「握定文化財展示室」、「雪
盲資料・民具展示室」、「絵画・
写真展示室」、「村民作品展示
室」の四つの展示室と、樹木
や彫刻など屋外にある文化財
を見ることができる「東海村
マップ」が設置されています。
特に「村民作品展示室」に
ついては、村内のすばらしい
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東海村文化協会だよｂ
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