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文化芸術振興会

イベントしてみませんか？
皆で

意見交換 してみませんか？

文化し合う振興会。

市民と

平成２２年４月１日より「西東京市文化芸 術 振 興 条
例 」が 施 行されます。この振 興 条 例 は 市 民 が 文
化芸術を享受し、
創造し、発信できる文化芸術の香
り溢れるまち、心豊かに暮らせるまちを目指すもの
です。私たち西東京市文化芸術振興会も、設立浅 い
団体ではありますが、心意気といたしましては、これ
を機に、
市民の皆様の日頃の文化芸術活 動を推進す
る為に具体的な活動を開始するつもりです。文化芸
術活 動の援助のみならず、
活動の

場の確保

や横の活動情報の交流のお手伝

い、相 談に至るまで細かい目配り

に留意し、
市民の文化芸術の活動

推進にお役立ちたいと考えており

挿絵/髙島 美希(会員）

ます。又、文化芸 術を愛する様々な分野の方が集まる和気藹々とした西東京
市唯一の文化芸術サロンを目指しています。皆様におかれましては個人、団
体を問わず、 文化芸術に関心のある市民の方々が、
ぜひ当会に加入いただき
、ご一緒に市における日常的文化芸術活動を盛り立てていただきたく思いま
す。振興条例ができあがり、施行されるというだけでは、実際に生きた振興
条例とはいえません。これを軸として、生命を吹き込むことこそが、例え小さ
な事例からでも始められるならば本望だと考え、私ども振興会では活動を始
めて行くつもりです。

「西東京市文化芸術振興会」

この１年の活動と次年度の活動予定
①平成21年度の活動の歩み
A. 保谷こもれびホールの自主事業の内、振興会の推薦企画に対し、振興会の後援名義をつけた。
・「ジャズコンサート・大隈 寿男トリオ」・「仲道 郁代ピアノリサイタル」他
Ｂ. 当会員の自主企画に関して振興会の後援名義をつけた。
・「春光の舞」/西東京市新現代邦舞連盟 ・「西東京HULAフェスティバル2010」
・「西東京フィルの第九」 ・「平成２２年参加・体験・感動！ふれあいこどもまつり」
Ｃ. 保谷こもれびホールの申請方法及び施設に関する要望書を作成提出。
ー利用者登録（認定）制度の提案ー
（提出先）西東京市/保谷こもれびホール/保谷こもれびホール利用者協議会
要望書作成に際して、保谷こもれびホールの利用者と、保谷こもれびホールに
関心のある個人及び、団体の文化芸術に携わる人達にアンケート記入を依頼、
回収、集計し、資料として添付した。
D. 機関紙 「市民と文化」・創刊号（2009.6.1）２号（2009.9.1）３号（2010.1.1）号外（2010.3.4）発行
E. ホームページの開設/「Yahooに開設」 http://www.geocities.jp/ntshinkoukai/index.html

②平成22年度の会員企画及び参加事業
A. 確定企画
1.「西東京HULAフェスティバル2010」 2010年４月11日（日）保谷こもれびホール
2.「ミッドサマー・ビッグバンド・フェスティバル」 2010年８月８日（日）保谷こもれびホール
B. 予定企画
1.西東京市合併１０周年記念催事企画
ジャズコンサート 多摩六都ビッグバンド合同演奏による、組曲「西東京JAZZ 」（佐藤 允彦
作 編曲 指揮）
2.春の振興会コンサート
秋の文化祭に対して、春の振興会コンサートとして
「西東京市アーティストフレッシュコンサート」（仮）を企画
3.子ども達を中心とした事業の推進と支援
4.振興会会員による、自主コンサート・イベントの企画
5.「シンポジウム」・「フォーラム」企画
6.「市民と文化サロン」開催企画
7.機関紙・「市民と文化」発行

振興会会員の催事
●子どもげきじょう西東京●

●西東京フィルハーモニーオーケストラ 第１２回定期演奏会●

●ファミリー寄席『柳家はん治落語会』
笑う門には福来る！市内在住の実力派 柳家はん治さんの
落語会に、ご家族 お揃いでぜひいらしてください。
（小３以上対象）
【日時】4/18（日）14:00〜15：00（13：45開場）参加費500円（
資料代）
【場所】住吉会館ルピナス大広間（和室）
●うきうきバーベキュー
食材持ちよりで楽しむバーベキューです。
【日時】5/15（土） 雨天順延 10：00〜14：00
【場所】武蔵野中央公園（グリ‑ンパーク）
●人形劇団京芸『潜水海賊キャプテン・グック』
【日時】5/23（日） 午後４時３０分〜５時４０分
【場所】東村山中央公民館ホール
＊詳しい情報は子どもげきじょう西東京ＨＰを参照ください。
【お問合せ】電話・ＦＡＸ：０４２−４２１−５１３３ 鈴木 綾
http://www.tokyo‑stay.jp/kodomogekijo‑nishitokyo/

●交響詩「フィンランディア」（シベリウス作曲）
●組曲「マスクとベルガマスク」（フォーレ作曲）
●パヴァーヌ（フォーレ作曲）
●交響曲 第５番（チャイコフスキー作曲）
【日時】７月１9日（月・祝）開場13：30 開演14：00
【場所】保谷こもれびホールメインホール 安部 克彦 指揮
西東京フィルハーモニーオーケストラ
【お問合せ】080‑1164‑5253(西田）
paxmanm80@jcom.home.ne.jp

●西東京市がつくる文化フェスティバル●
●西東京市がつくる文化フェスティバル
【日時】７月１１日（日）開場10：30 開演11：00
【場所】保谷こもれびホールメインホール 一部 新舞踊・古
典 二部 フラダンス、サルサ、ジャズダンス、フラメンコ
【お問合せ】文化フェスティバル実行委員会 花柳 苑 042‑
463‑2172
【後援】西東京市文化芸術振興会/西東京市教育委員会

●「西東京平和の日」のイベント●
●Song&Dance=Peace（ミニコンサート）
【日時】4月11日（日）午後
【場所】田無アスタセンターコート
【出演】KIDSミュージカルファクトリー
【お問合せ】 ごんどうけん/０４２‑４７８‑８０２１

●第3回発表公演●
●「Wonder in the Mirror｣小１〜高校生までの
楽しいダンスショー
【日時】5月1日（土）①14：30〜②18：00〜
【場所】保谷こもれびホール・メインホール 全席指定500円
【出演】ウエスト・ファン・ジュニア
【お問合せ】 ごんどうけん/０４２‑４７８‑８０２１

●フォーレ「レクイエム」●
●市民が作り、運営し、演奏する「西東京モーツァルト祝祭
合唱団」
出演・合唱・西東京市モーツァルト祝祭合唱団
指揮・エッディ・デ・ナダイ（ヴェネチア音楽院）
ソリスト・坂井田 真実子（ソプラノ）加賀清孝（バリトン）
オーケストラ・西東京モーツァルト祝祭管弦楽団
コンサートマスター・荒井 雅至
賛助 出演・ムーサ児童合唱団
【日時】5月23日（日）14：30開場、15：00開演
入場料2,000円（全席自由）
【場所】保谷こもれびホールメインホール
■主催・保谷こもれびホール
西東京モーツァルト祝祭合唱団・フォークレクイエム演奏実
行委員会
【後援】西東京市、西東京市教育委員会
■助成・財団法人地域創造
【お問合せ】TEL 042‑421‑1919（保谷こもれびホール）
TEL 090‑8435‑9750 (印田）

●代々木果迢会●
【日時】4月23日(金)18時半 代々木能舞台 能 「千手」小早川
修（4月11日(日）14時より、同会場にてプレ・レクチャーあり）
【日時】5月26日(水)18時半 青山能 能「頼政」小早川 修
【日時】9月21日(火)16時 武田同門会 能「玉井」小早川
修 能「三輪」武田 文志
【日時】9月25日(土)13時 東京観世会 能「松風」観世清
和 （ツレ小早川 修）
【お問合せ】お申込は、小早川まで。０４２−４６２−９３５０
kobayakawa‑onoz@ktj.biglobe.ne.jp

●ミッドサマー・ビッグバンドフェスティバル2010●
●夏の夜をビッグバンドの競演と綾戸 智絵のジャズボーカ
ルでお楽しみください。
【出演】・笹路正徳Japan All Stars
・熱帯ＪＡＺＺ楽団
・ラ・ムシカ・サブローサ（西東京市民バンド）
・Northern six big band （西東京市民バンド）
・ゲストヴォーカル 綾戸 智絵
【日時】８月８日（日）12：30開場 13：00開演 入場料6,000円
友の会5,500円（全席自由）
【場所】保谷こもれびホールメインホール（ロビーにて、ビー
ル他のドリンクサービスがあります）
【後援】西東京市文化芸術振興会
【お問合せ】TEL042‑421‑1919 (保谷こもれびホール）
TEL 042‑461‑8660(高松）

●西東京シネマ倶楽部●
●こだいら市民名画座
【日時】４月１６日（金）１１時、１４時 「劔岳点の記」
【場所】ルネこだいら大ホール
当日一般1000円、高校生以下800円
前売一般800円、高校生以下600円
【日時】６月９日（水）作品未定
●こもれび市民名画座
【日時】５月１５日（土）１１時、１４時、１７時 「ディア・ドクター」
【場所】保谷こもれびホール
当日一般1000円、高校生以下と６５歳以上のシニア800円
前売一般800円、高校生以下と６５歳以上のシニア600円
【日時】７月１０日（土）作品未定
連絡先：西東京シネマ倶楽部 電話０４２−４５２−６３２３
●田無混声合唱団第１４回演奏会●
●曲目 世界の歌 ヨーロッパから南米まで「こんどるは飛
んでゆく」他６曲 日本の歌 北海道から九州まで「そうらん
節」他５曲
●オペラ合唱曲 タンホイザー他３曲
●混声合唱組曲「心の四季」高田三郎作曲
●指揮 中瀬日佐男 ピアノ 藤井裕子
【日時】９月１２日（日） 開場１３：３０ 開演１４：００
【場所】保谷こもれびホール メインホール
【お問合せ】TEL042‑463‑2127 (井口）

西東京市

文化芸術振興会

第2回・総会

当日は現会員、そして会員以外の方で、個人、
あるいはグループで文化・芸術活動を楽しんで
いる方、また、活動に関心のある市民の方の積極的なご参加を、お待ちいたしております。
総会に引き続き会員を交えて皆様との意見交換の場として、
「市民と文化サロン」を開催いた
します。簡単な昼食と飲み物をご用意させていただきます。参加費はワンコイン 500円です
。総会とサロンと両方合わせてご出席下さい。

日程
場所

4月17日
（土）
西東京市民会館

大会議室
（3階）

午前11時 第2回・総会
午前12時 市民と文化サロン 参加費500円（昼食・飲物付）
総会当日は引き続き「西東京市文化芸術振興条例」が 4月から施行されることにつ
いて、条例の持つ目的や内容についての 説明会と、市民パネラーの皆様とのパネル
ディスカッションが西東京市主催で実施されます。

午後2時１部・条例の概要説明
2部・パネルディスカッション
テーマ/｢地域に根ざした文化の創成について」
パネラー/坂口 光治（西東京市長）・海老澤 敏（文化功労者顕彰 モーツァルト研究家）
田中 大蔵（保谷こもれびホール館長） 有賀 達郎（FM西東京プロデューサー）
主催/西東京市

「西東京市文化芸術振興条例」は、私たち市民が文化芸術を享受し、創造し発信できる、
「文化芸術の香りあふれるまち、心豊かに暮らせるまち」を目指すものです。私たち市民
にとってかけがえのない文化振 興条例について、理解をする貴重な場です。この機会に
皆様、多数のご参加を、お待ちいたしております。

編集後記

「ご存知ですか、１０周年！」
田無市＋保谷市＝西東京市

「西東京市文化芸術振興条例」が４月から実施されま
す。この条例は、西東京市民にとっても誇れる条例で
す。私共、「西東京市文化芸術振興会」も、改めて、ス
タートを切るときでもあります。
現状の振興会の状況では、具体的な活動を実行する
には、まだまだ力不足です。西東京市で音楽・美術・
舞踊・映像・伝統文化・演劇・芸能分野で活動されて
いる、あるいは興味を持たれている個人、団体の皆さ
ん！振興会に加入して、日頃の創作活動の発表・意
見交換の場として結集し、西東京市民レベルでの
文化芸術発展のために、力を貸してください。

２００１年（平成１３年）１月２１日に田無市と保谷市が
合併し、早くも来年平成２３年は西東京市となって１０
年目を迎えます。又、本年度「西東京市文化芸術振
興条例」が４月１日より施行されます。
このことをふまえ、来年は市合併１０周年記念イベント
が用意されています。市民参加企画募集もあるかもし
れません。お楽しみに。
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