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あなたも してみませんか？イベント
皆で してみませんか？意見交換

市民と し合う文化 振興会。

西東京市文化芸術振興会におきましては、今まで、平成22年度4月の文化芸術振興条例施行に向け
ての遅れもあり、文化芸術活動を開始することが出来ないでおりましたが、2010年４月１日より
文化芸術振興条例も施行され、今まで暖めておりました色々な企画をいよいよ開始することにな
りました。すでに決定したものもあり、これから決定するものもあり、皆様にお知らせしてます
が、ご協力を仰ぎたいと存じ、ここに企画を掲載し、ご参加を　又、ご鑑賞をお願いするものです。

西東京市の文化発信の最大の拠点、保谷こもれびホールがオープンして早いものでもう13年にな
ります。ホールの運営も、当初の財団から指定管理者へと移行しました。この間、ホールの適度な
大きさ、音響の良さ、利用料金が他と比較して安いことなどの理由により、利用者が予想以上に伸
びてきました。そして、困ったことも出てきました。それは西東京市民が利用することがきびしく
なってきたということです。市民の税金で建てられ、運営されているこもれびホールです。「市民
の芸術文化活動の振興を図り、地域文化の創造と発展に寄与するため、　西東京市保谷こもれびホ
ールを設置する」と条例にもうたわれている通り、まず市民が優先して予約ができるより適切な
方法を、皆さんで探っていきたいものですね。

「ミッドサマービッグバンドフェスティバル2010」への参加出演（3頁の会員催事参照）
（於）保谷こもれびホール　メインホール　8月8日（日）13：00～

C=Culture
A=Art
P=Promote

西東京市文化芸術振興会

企画 1

西東京市誕生10周年記念事業企画（予定）（於）保谷こもれびホール　メインホール
「多摩六都音楽フェスティバル」出演：多摩六都ＪＡＺＺバンド全員・ゴスペル・　ウインド
オーケストラ・組曲「西東京ジャズ」の合同演奏。（2011年秋頃）作曲、編曲、指揮、
ジャズピアニスト　佐藤允彦

企画 2

西東京市アーティスト　フレッシュコンサート（予定）
（於）保谷こもれびホール・メインホール 2011年5月29日（日）市内在住の優れた新人の音楽的
人材を発掘し、コンサートを開催。

企画 3

振興会では今まで行った事のないようなユニーク性を持ったミニイベントを立ち上げたいと考えてお
ります。会場としてはこもれびホールロビーやアスタセンターコート等を予定しております。イベント
については何をするか具体的な企画はまだ決まっておりませんが、子供たちが参加できるような、伝
統文化芸術と現代芸術文化とのコラボレイトを考えております。例えば児童合唱とお茶（茶道）、マジ
シャンと華道のような？実現をするために茶道、子ども劇場、画家、ピアニスト、ボタニカルアート等。様
々なジャンルの方々が参加して小委員会を立ち上げ、ミニイベント実施に向け取り組んでおります。

企画 4 

振興会活動　いよいよ始動！

保谷こもれびホールは誰のもの？



●子どもげきじょう西東京●

【日時】７月４日(日)１３:００～　第23期総会開催　住吉会館ルピナス　会員対象

【日時】８月下旬　夏休みお楽しみ会　日程・内容は「子どもげきじょう西東京」でＨＰ検索してご確認ください。

【日時】９月５日(日)　アフリカンエキスプレス　事前交流会

26日の本公演を前に、出演者と一緒にワークショップで楽しみます。

詳細は「子どもげきじょう西東京」でＨＰ検索してご確認ください。

【日時】９月２６日(日)　１７:３０開場　１８:００開演　保谷こもれびホール小ホール第101回低高合同例会　

アフリカンエキスプレス　ｂｙアサンテプラン　アフリカの音楽家とダンサーによるコンサート。テーマは国際交流！あなたもきっ

と大地のリズムに思わず踊りだしたくなる・・・ご家族皆様でお越しください。

☆特別会員券：一般1500円　子ども（4才～小学生）1200円　

※団体割引：10名様以上まとめていただくと一割引※親子ペア2500円(団体割引になりません）

☆常時、会員募集中です（入会金300円会費　月1200円）

【問い合わせ連絡先】西東京市中町2-8-11水沢コーポ201　子どもげきじょう西東京　火・金10時～15時開局

電話・ＦＡＸ：042-421-5133（留守電・ＦＡＸ24時間）　http://www.tokyo-stay.jp/kodomogekijo-nishitokyo/

●西東京市民がつくる文化フェスティバル●

●西東京市民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

●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（多摩６都ビッグバンド養成講座卒業バンド）

・ノーザンシックスビッグバンド　（多摩６都ビッグバンド養成講座卒業バンド）　

・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）

●ＫｉＤＳミュージカルファクトリー●

●高校生と老婦人の心温まるヒューマン・ミュージカル！！　 
Rythm of　 Infinity（高校生以上メンバー）
「あの日のキミへ・・・」～my life my story～　
【場所】保谷こもれびホール　小ホール
7月24日（土）16：00～　19：00～　　25日（日）14：00～　17：00～（全4回）　【お問合せ】ごんどう　けん/042-478-8021

●ウエスト・ファン・ジュニア●

●おとなり、東久留米のお祭りに参加し、暑さに負けず元気に踊ります!!
東久留米市　市民プラザまつり　8月1日（日）15：30～頃
東久留米市南部地域センターまつり　9月11日（土）出演予定（時間未定）　【お問合せ】ごんどう　けん/042-478-8021

振興会会員の催事

●保谷高校OB吹奏楽団"サマーコンサート”　第１５回定期演奏会・１０周年記念

【日時】9月5日（月）【場所】保谷こもれびホール　曲目：ひみつ♪
【お問合せ】　大場　supersat@m8.9yao.ne.jp



●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「コンドルは飛んでゆく」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）

●山田流箏曲千枝の会●

●西東京シネマ倶楽部●

●こもれびホール市民名画座 ７月１０日（土）１１時、１４時、１７時 「風が強く吹いている」

会場：こもれびホール当日一般１０００円、６５歳以上のシニアと高校生以下８００円

前売一般８００円、６５歳以上のシニアと高校生以下６００円

●西東京市民映画祭 ９月４日（土）こもれびホール ９月５日（日）自主制作コンペティション最終予選会（保谷駅前商店街）

９月１８日（土）映画祭プラス１・こだいら市民名画座 １０月３日（日）自主制作コンペティション本選・こもれび小ホール

１０月１０日（日）山田洋次デー・こもれびホール １０月１１日（月・祝）こもれびホール

以上作品は６月現在未定です。連絡先：西東京シネマ倶楽部　電話０４２－４５２－６３２３

振興会会員の催事

●代々木果迢会●

●7月4日（日）　14時～　代々木果迢会　能装束着付レクチャー　代々木能舞台　●9月21日（火）　16時～　武田同門会　観

世能楽堂　能「玉井」小早川修　他　●9月24日（金）　18時半～　代々木果迢会　代々木能舞台　能「弱法師」浅見真州　狂言

「富士松」野村萬　（19日（日）にプレ・レクチャーあり）　●9月25日（土）　13時～　東京観世会　観世能楽堂　能「松風　見留」
シテ　観世清和　ツレ　小早川修　他
【お問合せ】お申込は、小早川まで。０４２－４６２－９３５０　kobayakawa-onoz@ktj.biglobe.ne.jp

勉強会浴衣おさらい　８月９日（月）　於　保谷こもれびホール　入場無料　開演１３時～
演目（予定）　1.七段調　2.あけぼの　3.二上がりの祝い　4.夏の曲　5.さみだれ　6.住吉　7.野路の海　8.那須野　9.千鳥曲　
10.竹生島　
【お問合せ】山田流箏曲千枝の会代表　鈴木千恵子　042-462-8241

●第６回　　平和を祈る演劇祭●

【日時】７月１0日（土）・１１日（日）【場所】保谷こもれびホール小ホール　入場料：大人1,000円　子供：５００円　全演目共通チケ
ット　参加団体：市民劇団ビオーラ・オーガニックシアター　保谷「この子たちの夏」を朗読する私たちの会
特別講演：伊藤千尋氏（国際ジャーナリスト・朝日新聞記者）　「平和憲法を暮らしに活かす」
日程表　開演時間☆開場時間は３０分前です
７月１0日（土）　１５時　天草四郎　１６時５０分　風が吹くとき　１８時３０分　この子たちの夏　７月１１日（日）　１１時　風が吹く
とき　１３時　伊藤千尋氏の講演　１４時５０分　この子たちの夏　１６時30分　天草四郎　
※「この子たちの夏」「風が吹くとき」に手話通訳があります
主催：平和を祈る演劇祭実行委員会　後援：西東京市・西東京市教育委員会　チケット申込・お問合せ　042-255-0168　大森

●第６回　　平和を祈る演劇祭●●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●

●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 　

●第６回　　平和を祈る演劇祭●●ガリマティアス・ムジクム第３１回定期演奏会●

８月１日（日）１３:３０開場　１４:００開演　調布グリーンホールにて　全席自由　８００円
指揮:広井隆氏（西東京市在住）　チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲、交響曲第４番　
【お問合せ】 吉崎　chokko1129@gmail.com　　

●第６回　　平和を祈る演劇祭●●TOKYO-Westウインド・オーケストラ　２４回定期演奏会●

９月２６日（日）１３:３０開場　１４:００開演こもれびホール・メインホールにて
入場無料　指揮:白谷隆氏　リード/第３組曲、伊藤康英/吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」　レスピーギ/リュートのための古
い舞曲とアリア第３組曲、組曲「シバの女王ベルキス」　【お問合せ】 吉崎　chokko1129@gmail.com　



振興会会員便り

平成１７年の春、西東京マジッククラブを発足させました。それ以前、私個人としては、杉並の

方で奇術クラブに入っていました。 その後、国際奇術家協会（Ｉ．Ｂ．Ｍ）という団体の会員にな

っています。数年前から多摩奇術連合会にも加盟し、市内では秋の文化祭や、春の公民館ま

つりにも参加活動しています。不思議と驚きを、美しく、見る人に喜ばれる様に表現できたらと

思っています。

●主宰　清水　寛枝●　子供の夢を育てる会/南の島の貝殻博物館　

私の求めているのは、地域の文化の原点となっている諸活動がどの様に連携して進
行しているのか、又、高齢者の私にもそのお手伝いが出来るかどうかということ。
普段から諸々のボランティア活動を通じて西東京市民の文化事業の振興策としてど
の様なことが望まれるのか、自問自答、公民館活動を通じて「幼児から成人まで」の、
そして次世代に引継いでもらうため、自分のできることは何か、試行していくつかの体
験を重ねております。今までの体験から、本会の役割は重大だと思います。どうぞ積
極的に西東京市全体を取り込んで、活発に活動していただくことを、期待します。

●会長　緑川　ますみ●西東京市茶道連盟

『伝統文化の茶道を身近に』
西東京市茶道連盟は、市の合併と共に両市の茶道連盟が３０余年の歴史に惜別の
終止符を打ち、裏千家・表千家・大日本茶道学会等、１００有余名の茶道愛好者が一
堂に会し、 お互いの融和を図りながら連盟の行事（市民文化祭茶会）等を和やかに
遂行しております。 今年度は、茶道を通し幼少期から心身の健全育成と日常マナー
の習得を重点目標とし、連盟の活動を進めたいと考えております。尚、こもれびで開
催のイベントと、お茶会のコラボが実現出来ればと存じております。

●代表　高島美希● 　＠キオッチョラ＠

現在、レッジョ教育（イタリア・レッジョエミリア市の幼児教育） を広める会＠キオッチョラ
＠の代表を務め、市内での活動の他に、 夏には武蔵野美術学園（武蔵野美術大学
法人）で、レッジョ教育の 講座を予定しています。　他に、保谷庁舎のそばで昨年から幼
児中心の子どもアトリエ講師をやっておりますが、　今秋から小・中学生を中心としたア
トリエを、講師としてやらせていただく事になりました。子どもたちと共に日々、成長して
いけたらと考えています。

当新聞も５号目となり、会員の皆様がどの公民館で何を
活動しているか楽しく取材したり、仲良くなれた気がして
いる今日です。今年度は、一面にも書きましたように振
興会もイベントに向けて始動します。又、ホールの問題点
などもチェックします。　どうぞご協力くださいます様おね
がいい

保谷こもれびホール、西東京市民会館、コール田無、
きらっと、公民館などを皆様が使用する際の申し込
み方法、使用に関するご感想、　経験した問題点などを
お寄せください。　これら施設をより使いやすく公平に利
用出来る様、当振興会はお手伝いをしたいと思います。

市の施設使用に関するコメント募集編集後記

●小峰　勲●西東京マジッククラブ　代表

202-0011 西東京市泉町2-7-24
西東京市文化芸術振興会事務局

tel:fax042-423-0804
Ｅ-mail/cbr43520@pop21.odn.ne.jp
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西東京市文化芸術振興会　＜会員募集＞

いろいろな分野で、グループ（団体）、個人の会員の皆様がすでに楽しく活躍
しておられます。皆様の入会をお待ちしております。

文化芸術振興会員募集について

・お問合せは、事務局までお願いします。

文化芸術振興会は今何をやろうとしているのですか？また今会員になればどんな活動が出来るのでしょうか？

○ 今また将来やりたい文化芸術企画を持っておられる方へ・・・・
　　入会されるとあなたの企画は様々な分野の振興会員の応援を得て実現できる可能性が大です。
○ 現在文化芸術活動されている方々が困っている問題（例えば練習場、演奏会場、展示会場の取り難さ等）につ　
　　いて会員相互の議論を深め、振興会としてその解決に努力し、時には行政へ提言します。
○ 市内にはさまざまな分野のプロを目指す有能なその方々がおられます。その方たちの発表の場を振興会として　
　　どんどん企画してゆきたい。
○ 文化芸術に「思い」のある方が集まり多角的議論と相互の交流を深め街の文化芸術の活性化を促すことが目的
　　です。場合によってはコーラス、演劇、バンド、等の協会設立への支援も行います。
○ 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芸サロンも目指しています。

毎月第三火曜日（６時３０分～）運営委員会を開催して企画や今後進むべき道を議論しております。ご興味のある方
また何かしたいと思われる方、是非参加してください。　　運営委員会は常にオープンです

＜連絡先＞西東京市文化芸術振興会　事務局　

〒２０２－００１１　西東京市泉町2-7-24　小田　義治

TEL/FAX 042-423-0804  E-mail   cbr43520＠pop21.odn.ne.jp
※ご入会希望者の方は事務局までご連絡ください。受け取り方法をご相談致します。

キ リ ト リ

キ リ ト リ

□団体年会費　３，０００円 □個人年会費　1，０００円

平成　　　年　　　月　　　日

入会申込書

西東京市文化芸術振興会　＜入会申込書＞

西東京市文化芸術振興会に入会いたします。

所属団体名　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人名　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所・TEL・FAX・メール

　　　　　　　　　　 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　

（〒　　　　　－　　　　　　　）

日本舞踊

伝統文化

みんなで
意見交換!

助け合って楽しい
イベント！

音楽 美術

芸能 演劇

映像


