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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

西東京市

文化芸術振興会

「西東京市文化芸術振興会」の役割は、例えば、西東京市の若手アーティストに演奏の場を提供したり、会
員の活動を紹介する、その他に、大切な仕事があります。それに、「保谷こもれびホール」が設立され10数
年が経ち、財団から指定管理者に移り2年半、西東京市の人口も増加し、ホールの利用料を含め音響の良
さのため、近隣（他市）からの利用が増加し、西東京市民の利用に不都合が生じています。そのための条例、
ホールの規約の改善などについて、取り組んでゆく所存です。 また西東京市にはこの地域をカバーする、
「FM西東京」（８４.２ＭHｚ）が活躍しております。そして日々、地域に根ざした放送内容を提供しています。今回
は、有賀 達郎 代表取締役からコメントをいただきました。

地域メディアと文化活動

ＦＭ西東京 代表取締役

有賀 達郎

FM西東京の有賀達郎です。我々地域メディアでは、いわゆるプロの文化活動も扱いますが
一般市民の活動も紹介します。 一般的な大きなメディアでは、プロの作品を紹介する事が
ほとんどですので、同じラジオでも違うものが聞こえてきます。音楽で言うと、一般市民の演
奏を大きなラジオ局が聞かせる事はあまりないのですが、 FM西東京では一般市民の演奏
も放送する事が出来ます。それは、地域というキーワードがある事で、演奏の純粋な質だけ
でなく、同じエリアの方の演奏という事でリスナーに親近感を感じていただけるので、紹介す
る事が出来ます。聞くための演奏としてはレベルが高くない場合もあるかもしれません。
しかし同じ地域の身近な人の演奏という事で、ラジオで聞いた人が親近感を感じるとともに
そこから影響を受けて自分でも出来るかもしれない、次は自分が演奏をする側に立てるかもしれないと思う可能性を生
み出します。それはプロの素晴らしい演奏を聞くのとは違う影響力です。そしてそこからエリアの方々のコミュニケーショ
ンが増え人々の交流の機会も増し文化活動に結びついてくると思います。 地域での文化活動の拡がりに地域メディア
をご活用ください。

こもれびホール・メインホールの「リハーサル減免」
って何のためにあるんだろう？
２０１０年６月１４日付けのこもれびホールホームページ上に、「リハーサル減免適用時のメインホール使用について」
という告知文が掲載されました。しかし、その内容にはいくつかの不合理な点あります。
（１）「客席に持ち込まれた一切の機材等は、当日終了時にすべて撤集、現状回復後に退出」とあります。けれど、現実は
リハ当日に正確に調整されてテストされた音響機材は、公演当日までそのままにしておくのはの当たり前のことです。
（２）客席通路は、「演出上の指導に限り、５名まで利用できる」とありますが、客席通路を使用した出演者の登場・退場や
演技は頻繁に行われることです。リハーサルは、安全な公演を保障するために、入念に行う必要があります。このよう
な使用は認めるべきでしょう。
（３）本来、リハ減免は何のためにあるのでしょうか。市民文化団体は経済的にも非常に厳しい中で、より良い舞台を創り
上げようと努力しています。減免料金は、使用料の３０％といっても、市民にとっては大変助かるお金です。
４月１日に施行された「西東京市文化芸術振興条例」の精神からいっても、西東京市、および、こもれびホールには、
ぜひ、もう一度考え直して欲しいものです。

振興会会員の催事
●保谷こもれびホールの利用を考える会・第15回全体会●
【日時】10月16日（土）10〜12時 【場所】住吉会館ルピナス・会議室
こもれびホールの建設時から、ホールのあり方について考え、ホールや市への働きかけを続けている「考える会」の年度総会です。
全体会にはどなたでも無料で参加できます。今後のこもれびホールに対する期待やご要望をお聞かせください。
【お問合せ】吉崎 Ｔel/Ｆax042‑463‑7505 E‑mail：hosui@mub.biglobe.ne.jp 権藤 Tel/Fax042‑421‑0499

●ウインドアンサンブル 和・アスタミニコンサート●
【日時】11月3日（水・祝）13:00〜、15:00〜（2回公演） 【場所】田無アスタ・センターコート
今流行のあの曲この曲、なつかしの曲、秋の曲、元気になるマーチ、などなど、小編成吹奏楽グループでのひと時の演奏をお楽しみください。
【お問合せ】小沢/090‑8346‑9993

●清瀬管弦楽団第4 4 回定期演奏会●
【日時】12月12日（日）14時〜 【場所】清瀬けやきホール（旧・清瀬市民センター）清瀬駅北口徒歩４分
演奏曲目：ニュルンベルクのマイスタージンガー（ワーグナー）、組曲「仮面舞踏会」（ハチャトリアン）、交響曲第３番「ライン」（シューマン）
【お問合せ】吉崎/042‑463‑7505

●第４回定期演奏会●西東京ジュニアオーケストラ
【日時】2011年１月16日（日） 開場:13 : 00 開演:13 : 30 【場所】こもれびホール・メインホール
演奏曲目●ベートーヴェン：「エグモント序曲」●モーツァルト：ピアノ協奏曲「戴冠式」 （小6、中2、中３のソリストを迎えて）
●ドボルザーク：「新世界」 【入場料】 高校生以下:500円 一般：1000円【お問合せ】高橋/042‑467‑6856

●西東京フィルハーモニーオーケストラ

第13回定期演奏会●

【日時】2010年12月26日（土）開演:14：00 【場所】 こもれびホール・メインホール 指揮：今村 能(チカラ）（ポーランド国立歌劇場音楽監督）
演奏曲目●マーラー生誕150年記念 マーラー：交響曲第1番「巨人」/ワーグナー：ジークフリート牧歌/ワーグナー：楽劇「神々のたそがれ」
より「ジークフリートのラインへの旅」 【お問合せ】西田/080‑1164‑5253 paxmanm80@jcom.home.ne.jp

●Kidsミュ−ジカルファク
トリー●
●第６回 平和を祈る演劇祭●
・東久留米市民プラザ音楽祭 【日時】10月23日（土）午後 【場所】東久留米市役所ロビー ・「サウンド・オブ・ミュージックメドレー」 /
「NEVER ALONE」「JOYFUL JOYFUL」他 【お問合せ】 ごんどう けん/042‑478‑8021

●ウエス
●第６回ト・ファン・ジュニア●
平和を祈る演劇祭●
・西東京子ども文化フェスティバル 【日時】2011年1月23日（日）午後 【場所】西東京市民会館
午後からのステージに出演し元気に踊ります！【お問合せ】ごんどう けん/042‑478‑8021

●代々木果迢会別会●
【日時】12月19日（日） 12時〜 【場所】国立能楽堂 ・小謡 浅見真高 能「安宅」小早川修 「羽衣 彩色之伝」浅見真州 「道成寺 赤頭」
浅見慈一 【お問合せ】小早川/042‑462‑9350 kobayakawa‑onoz@ktj.biglobe.ne.jp

●西東京シネマ倶楽部●
【日時】10月10日（日）西東京市民映画祭「幸福の黄色いハンカチ」11：30、15：00、
（どちらの回も１４：００の山田洋次監督トークショーがごらんいただけます。）
【日時】10月11日（月・祝）西東京市民映画祭 ・「おとうと」11：00、14：00、17：00
【日時】11月23日（火・祝）こもれび市民名画座・「花のあと」11：00、14：00、17：00
【場所】いずれも会場は 保谷こもれびホール 【お問合せ】西東京シネマ倶楽部/042‑452‑6323

●鈴水真為演奏会

第二回

歌・筝・三絃による《言の庭》●

【日時】平成22年10月24日（日）午後３時開演（２時30今開場） 【場所】紀尾井小ホール（東京都千代田区紀尾井町6‑5）
【入場料】 全席自由 一般３０００円 学生２０００円 【お問合せ】 鈴木真為演奏会事務局/Tel&Fax 042‑462‑8241
●子どもげきじょう西東京●
●第６回
平和を祈る演劇祭●
●MUR‑MUR (壁）ディナモシアター 【日時】10月9日(日）18：30〜 ・カナダからやってきたアクロバットチームの妙技 !
高学年部多摩北部合同例会 小1〜対象 【場所】ルネこだいら大ホール 【入場料】特別会員券：2000円
●サークル代表者会 【日時】10月24日（日） （会員対象）・今年度の後半と来年度の企画の検討を行います。
●学童クラブこどもまつり【日時】11月3日(水・祝） 【場所】田無小学校 ・楽しいゲームのお店を出店予定。
●サークル代表者会 （会員対象） 【日時】12月12日(日） ・半期決済報告など行います。
●Kidsミュ−ジカルファクトリー●
●西東京子ども・文化フェスティバル
【日時】1月23日（日） 【場所】市民会館 ・楽しい工作のお店を出店予定。
●第６回
平和を祈る演劇祭●
【お問合せ】・【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
☆常時、会員募集中です。（入会金/300円 会費 月/1200円）HPもぜひご覧下さい。 (火・金10時〜15時開局)
電話＆ＦＡＸ：042‑421‑5133（留守電・ＦＡＸ24時間）

振興会の文化団体紹介

Part1

未来にはばたけ、子どもたち!!
振興会に加入している子ども文化4団体に以下の4点についてきいてみました。
①会の成り立ちは？ ②現在はどんな活動を? ③今、困っていることは? ④これからの希望、
夢、
メッセージを...
西東京ジュニアオーケストラ
Kidsミュージカルファクトリー

①発足は1999年。今から11年前にこもれびホールで行われた
「子どもミュージカルワークショップ」の修了生たちが「もっとミュ
ージカルをやりたい！」との熱い思いで創ったサークルです。
②ミュージカルの上演の他、FM西東京でのレギュラー番組
「Little Musical Stars」や市民まつり、子ども文化フェスティバル
等を通し、地域の皆さんにミュージカルの楽しさを伝える活動も
行っています。
③こもれびホールでミュージカルを上演し続けてきましたが、ここ
数年ホールがなかなか取れない！子どもたちが学校行事などを
気にせず、舞台に立てる時期は限られているのに・・・
④これからもミュージカルを通し、協力し合って苦しみながらも
みんなで舞台を創り上げる楽しさを表現していきたいです! !
来年４月のこもれびホールでのミュージカル上演に向けて新メンバ
ー募集中です! !
【お問合せ】代表・佐々木 042‑453‑2968 講師・ごんどう 042‑
478‑8021 ホームページ http://kidsmf.web.fc2.com/

①アマチュアオーケストラとしての活動を通して、 情操と協調の精
神を養うとともに、 地域に根ざした文化の発展に寄与することを
目的に平成１７年１１月、それまでこの地域にはなかった青少年
のためのオーケストラが誕生しました。
②週に１回の練習をかさね、年に１度の定期演奏会のほか、 市内
の小学校でのミニコンサートなどを行っています。
③団員を増やすことです。受験や進学などでどうしても人数が減っ
てしまい、なかなか全部のパートが揃いません。楽器をしている
子供たちは大勢いるので、もっと認知度を高め、常に入団する
子供たちを増やしていきたいです。
ホール、練習場の確保 学校の行事や受験に影響しない時期を
選びたいのですが、一般の団体と同じ条件での抽選なのでいつ
も綱渡り状態です。
④未来を担う子供たちによって、 地元西東京市のこもれびホール
を中心とし、地域に根ざした文化を発展させていきたいです。
【お問合せ】高橋/042‑467‑6856

子どもげきじょう西東京

ウエスト・ファン・ジュニア

①「保谷子ども劇場」として22年前に「清瀬子ども劇場」から独立。
保谷市と田無市の合併後、西東京市の子どもたち全体を視野に
入れた活動を目指して「子どもげきじょう西東京」と改称し、現在に
至ります。
②優れた舞台芸術の鑑賞と異年齢での遊びを通して、子どもの豊
かな成長を応援する会員制の会です。（４才から入会可。）年４回
程度の鑑賞例会と様々な遊び等の交流の場を設け、親子共に
世代を越えたつながり作りを愉しんでいます。
③子どもを巡る多様な価値観の中で、直接何かの「成果」になるも
のではない生の舞台鑑賞の魅力と意義を、幼児や小学生の親
にどう伝えていくか。経済的に余裕がない家庭が増えているこ
とも非常に厳しい現実。
④子どもと同じ舞台を観ると、わかっているつもりだったその子の、
意外な面に気づかされます。 ○○ちゃんが実はロマンチストと
か、わが子も案外ちゃんと ものを考えているとか…。人は生きる
に足るというメッセージを、直に心に届けてくれる生の舞台体験
をぜひ生活に位置づけて下さい。
【お問合せ】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 Tel&Fax/042‑421‑5133

①今から10年前、地域の子どもたちが、学校の垣根を越えて楽し
くダンスを踊れる場を! という思いで創られたサークルです。
②発足当時はイベントを中心に活動していましたが、５年前に単独
でようやく発表会が出来るようになり、今年５月には第３回目の発
表会をこもれびホールで開催して大好評を得ることが出来ました。
③発表会の開催場所、こもれびホールを希望の時期に取ることが
難しくなっています。
また、練習場所にしている公共施設も取るのが大変になってきて
います。
④下はかわいい幼稚園の年中さんからかっこいい高校生まで、
総勢７０名で毎週元気に踊っています! ! 来年１月23（日）西東京
市民会館での「西東京子ども文化フェスティバル」に出演します !
是非観に来てく ださいね！
【お問合せ】代表・二之方 042‑468‑6039
講師・ごんどう 042‑478‑8021

振興会会員便り
●有澤 多津子●振興会運営委員
文化芸術施策懇談会の副座長として、 我が西東京市をどのように文化溢れるまちにするか
を検討してきました。文化や芸術といわれるものの内容にはさまざまなものがありますが、市
民一人ひとりが、自分の好みや得意とするものに合わせて日常生活の中にとり入れ、楽しん
でいくことができれば、味わい深い時間を過ごすことができるのではないかと思います。
また、私達の祖先が長い時間かけて培ってきた文化を大切にしながら、新しい時代にあった、
世界に通用する文化を築き上げていくために、若い世代を応援していきたいと願っています。

●斎藤 純一郎● 指揮者
音楽大学の指揮科を卒業して、 ヨーロッパに留学し、8シーズンを、西ドイツ（当時）の
キール市歌劇場で座付きの指揮者を勤めました。 ２０年前に帰国してから西東京市
（保谷市）富士町に住んでいます。「保谷こもれびホール」の柿落としでは、＜メサイア＞
を指揮する機会をいただきました。この度、敬愛する海老澤 敏先生が会長をなさって
く ださる文化芸術振興会が発足するということで、 私も地元で何かお役に立てるかも
しれないと思い会員になりました。よろしくお願いいたします。

●団長 大場聡史● 保谷高校OB吹奏楽団（HOB）
2000年6月に発足した、平均年齢20歳程度の、歴史も団員も若い楽団です。この大好
きな西東京で「地域に根差した活動を」をコンセプトに活動しており、 コンサートを年2
回開催しています。その他にも、多くの福祉施設への慰問演奏や、様々な地域の文化
活動にも活動を拡大し、現在は年中大変な忙しさです。団員も60名を超え、団の規模
も拡大してきた今、HOBが地域の芸術文化の交流に一役買えないかと模索していま
す。文化の交流は新たな感動を生む筈です。よろしくお願いします。

●粕谷 力●ほのぼの情報ネット 北多摩の情報誌「ほのぼのマイタウン」発行
多摩北５市（西東京市、小平市、東久留米市、清瀬市、東村山市）を結ぶ地域情報誌
『ほのぼのマイタウン』は、地域密着の生活・文化情報を発信するタウン誌です。
街を元気に、そして自分の往む街を好きになろう！をコンセプトに、足元を見直す街の
きめ細かい情報を取材しています。 創刊して２４年、今年８月に145号を発行しました。
読者層は小学生から80歳代まで、幅広い年齢層のご支持と信頼を得ています。
微力ながら、振興会の文化・芸術情報を発信するお力になれればと考えております。

編集後記

事務局にぜひお電話ください
042‑423‑0804 小田

この夏の猛暑、いかがおすごしでしたか。
暑さにもめげず、会員の皆様から秋・冬のイベントの
原稿をいただきまして、感謝いたしております。いよいよ、
当振興会も各種定例イベントへの参加が決まりました。
こもれびホールの「ビッグバンドフェステイバル2010」へ
の参加、西東京市合併１０周年記念事業に「多摩６都音
楽祭り」（仮称）後援が決まりました。これからも頑張りま
す。
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個人・団体を問わず、「文化祭」にも参加していなくて地道
にイベントを実施されている方、ぜひ、お電話でご連絡を
ください。又、現状の不満、 困っていること、何でも結構で
す。みんなで話し合える、「市民と文化サロン」も企画、
ご用意いたしております。
宛先

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 （小田方）
tel:fax042‑423‑0804
Ｅ‑mail/cbr43520@pop21.odn.ne.jp

