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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

第３回・総会

日程/2011年5月14日（土） 場所/西東京市市民会館・プレイルーム（５階） 時間/午前10時〜12時

プログラム

●第３回・総会
●「ヴァイオリン･デュオ ミニコンサート」 演奏：大塚杏奈＆内野春菜
■ソロ・室内楽 ・オーケストラで活躍する若きヴァイオリン奏者による演奏をお楽しみください。
【演奏曲目】
◎ドヴォルザーク：ユモレスク ◎ゴセック：ガヴオット ◎イギリス民謡：グリーンスリーヴズ
◎日本民謡：中国地方の子守歌 ◎モーツァルト:2つのヴァイオリンのためのソナチネ〜第1楽章
大塚杏奈

平成22年度西東京市文化芸術振興会主催イベント

「市民と文化」サロン・リポート
〜やったｧサロン大成功!〜

2011年1月15日（土）午後２時〜保谷こもれびホール

リハーサル室に於いて「東大農場の歴史と文化」をテーマに、沖縄から
送られたヒマワリの花にかこまれた、 美しく楽しいサロンが開かれまし
た。ピアノ演奏のあと、小山田 勇治さん（ＮＰＯ法人西東京花の会理事）
の花と オープンガーデンについてのお話しと、 久野 雍夫さん（一級建
築士・東大フィールドボランティア代表）による 「農場博物館」の建築の
文化的意義についてのお話をビデオでみながら、うかがいました。
終わりに、みんなで「大空と大地の間で」を合唱し、なごやかなサロンの
カーテンが下りました。
（担当・千葉 匡江）

平成２３年度西東京市文化芸術振興会事業計画
●「西東京ニューカマーアーティスト フレッシュコンサート」
クラシック音楽の殿堂､保谷こもれびホールで西東京市の若きアーティストを､応援しよう!
●目時 ２０１１年５月２９日（日） 午後２時開演（午後1時開場予定）
●場所 保谷こもれびホール メインホール
ロビーイベントとして、お茶席をご用意いたしました。（西東京市茶道連盟）
子ども達の創作による、「招き猫」達も、お待ちいたしております｡（と−ちか−ちアトリエ）

●第３回「市民と文化」サロン
●テーマ 「西東京市を中心とした、コミュニティメディアの役割｣（仮題) 日時は未定

CAP

振興会会員の催事

●代々木果迢会●
４／２２（金）１８：３０〜 代々木能舞台 代々木果迢会 能「杜若」観世銕之丞ほか
４／２４（日）１０：００〜 国立能楽堂二階大講義室 謡音読会「道成寺」
５／２２（日）１０：００〜 国立能楽堂二階大講義室 謡音読会「夕顔」
５／２７（金）１８：３０〜 代々木能舞台 代々木果迢会 能「歌占」浅見真州ほか
６／１２（日）１８：００〜 妙寿寺 代々木果迢会特別公演 能「鵜飼」浅見慈一ほか
６／１９（日）１０：００〜 国立能楽堂二階大講義室 謡音読会「土蜘蛛」「猩々」
６／２１（火）１６：００〜 観世能楽堂 武田同門会 能「夕顔」小早川修ほか
●西東京フィル
ファミリーコンサート
７／１６（土）１１：００〜 観世能楽堂 武田同門会別会 能「乱 双之舞」松木千俊・小早川修ほか
７／２４（日）１０：００〜 国立能楽堂二階大講義室 謡音読会「紅葉狩」
８／２８（日）１０：００〜 国立能楽堂二階大講義室 謡音読会「敦盛」
９／１８（日）１０：００〜 国立能楽堂二階大講義室 謡音読会「山姥」
９／３０（金）１８：３０〜 代々木能舞台 代々木果迢会 能「野宮」浅見慈一ほか
お申込・問い合わせ先 /小早川
TEL・ＦＡＸ042‑462‑9350 メール kobayakawa‑onoz@ktj.biglobe.ne.jp ホームページ http://kobayakawa3.web.fc2.com/

●【西東京シネマ倶楽部】●
●第６回 平和を祈る演劇祭●
●市民名画座「武士の家計簿」
【日時】５月２１日（土）１１：００、１４：００、１７：００の３回上映 【場所】保谷こもれびホール
当日、大人１０００円、６５歳以上のシニア９００円、高校生以下８００円 前売、大人、シニアとも８００円、高校生以下６００円
●市民名画座、作品未定
【日時】７月２３日（土）こもれびホール
●西東京市民映画祭２０１１ 第１０回自主制作映画コンペティション 市民審査員の募集
全国から短編映画の公募を行っております自主制作映画コンペティションも今年は１０回目を迎え、会場をこもれびのメインホールに移して、映画愛好家
の市民の方に市長賞などを選んでいただく市民審査員を募集いたします。
【最終予選】８月２８日（日）１２：００〜１８：００ 谷戸公民館
【本選】９月２４日（土）１３：００〜１７：００ こもれびホール 両日、または本選に市民審査員として参加いただける方を募集しております。
【しめきり】７月３１日

●ノーザンシックス ビッグバンド● 2011年N6BB定期演奏会
【日時】2011/5/29(日）【場所】西東京市市民会館公会堂【出演】ノーザンシックス ビッグバンド【ゲスト】/日本のジャズシーンをリードするジャズピアニスト
佐藤允彦(pf) 開演/14:00〜 入場無料 【お問合せ】 高松 Tel&Fax 042‑461‑8660 【後援】西東京市文化芸術振興会

●kidsミュージカル・ファクトリー発表公演●
kidsミュージカル・ファクトリー発表公演/ミュージカル｢となりの芝生はPON POCO PON｣
【日時】 2011/4/23(土)18:30 ・2011/4/24(日)13：30/17：30 (全３回公演) 【場所】保谷こもれびホール(メインホール) 【入場料】 ５００円(全席座席指定)
小学生〜高校生、総勢８０名で繰り広げる本格的ミュージカル待望の再演!! 【お問合せ】 ごんどうけん 042‑478‑8021 【後援】西東京市文化芸術振興会

●西東京市保谷こもれびホール共催事業●第２回

西東京市Hulaフェスティバル2011

【日時】2011/4/10(日）13:00開演予定 【場所】保谷こもれびホール/メインホール チケット代/¥3,800（全席自由）
タヒチで大人気のグループ「トアウラ」がゲスト出演します。是非、本場のパワーを肌で感じてください。
【お問合せ】金子 ０４２‑４６３−２１７２ 【後援】西東京市文化芸術振興会

●市制１０周年記念企画公演●西東京市民がつくる文化フェスティバル
【日時】2011/7/11(日） 開場AM10:30 開演AM11：00 【場所】保谷こもれびホール/メインホール
（１部）新舞踊 （２部）古典 （３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

●「トアウラ」のゲストダンサーによるワークショップ●
【日時】2011/4/9(土）19:00〜20：30
【場所】保谷こもれびホール/リハーサル室 定員４０名 受講料/¥6,000 【お問合せ】金子/042‑463‑2172
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●西東京フィルハーモニーオーケストラ第１４回定期演奏会●
【日時】５月１日（日） １３:３０開場 １４:００開演
【場所】保谷こもれびホール・メインホールにて
指揮：前田淳 曲目：ベートーヴェン/交響曲第８番、ドヴォルザーク/交響曲第９番『新世界より』
入場料：１０００円（全席自由）
問い合わせ：080‑1164‑5253 西田 E‑mail : paxmanm80@jcom.home.ne.jp HP : http://ntpo.exblog.jp/i2 【後援】西東京市文化芸術振興会

●西東京フィル ファミリーコンサート
●ウインドアンサンブル和 アスタミニコンサート●

小編成吹奏楽による、肩の凝らないおなじみの曲目を中心としたコンサートです。
●【西東京シネマ倶楽部】●
●第６回 平和を祈る演劇祭●
お買い物のついでに、ぜひお立ち寄りください。
【日時】5月15日（日）13:00〜、15:00〜（２回公演、各４０分程度）
【場所】田無駅前アスタ専門店街２階センターコートにて

●ウインドアンサンブル和

第９回演奏会●

クラシック、ポップス等、様々なジャンルの曲を吹奏楽でお楽しみいただきます。
【日時】６月２６日（日）13:30開場、14:00開演
【場所】西東京市民会館公会堂にて /入場無料
〜ウインドアンサンブル和(いずみ)〜
お問い合わせ：090‑8346‑9993 小沢 E‑mail : apricot@gwinds.net HP / http://sound.jp/fontana/

●西東京ハンドベルの会

5周年記念コンサート●

ひびけ、歌声！とどけ、愛のメッセージ！
ゲストのハンドベルチーム「ALPHA」の演奏や、オーケストラ・ピアノ・公募の合唱団との合同演奏も含め、美しいベルの響きをお楽しみください。
【日時】6月25日（土） 17:00開演 【場所】保谷こもれびホール・メインホールにて
入場料：一般2000円 お問い合わせ：090‑8435‑9750 印田

●ガリマティアス・ムジクム

第32回定期演奏会●

東京学芸大学OBを中心に発足した管弦楽団です。
【日時】7月31日（日）13:30開場、14:00開演
【場所】武蔵野文化会館大ホールにて
指揮：広井隆(西東京市在住) 曲目：ブラームス/ヴァイオリン協奏曲（独奏：印田千裕）、交響曲第3番 他
入場料：800円（中学生以下無料） 託児あり(¥1500/人）：ご希望の方は７/22までにご連絡ください。
お問い合わせ：042‑332‑6320 尾崎
E‑mail : garimamuji‑toi2011@yahoo.co.jp
HP : http://mkn3858.web.infoseek.co.jp/galimusi

●ギャラリーＳＰＡＣＥ ＫＯＨ ●
●ＥＵＲＥＫＡ プロデュース「Zakkarnival（ザッカーニバル）春爛漫」（手作り雑貨と焼き菓子）
4/1（金）〜4/3（日）
●和田勇平 個展「Y complement」（写真・ステンシルなどの平面作品）
4/8（金）〜4/10（日）
●小野晃子 絵画展「風景・植物」
4/14（木）〜4/18（月）
●アトリエぷれじーる プリザーブドフラワーの展示・講習会
4/24（日）・4/25（月）
●ＥＵＲＥＫＡ プロデュース「Zakkarnival（ザッカーニバル）薫る風に誘われて」（手作り雑貨と焼き菓子） 4/30（土）〜5/2（月）
●佐藤洋宜 「東京手描友禅 しゃれ帯展」
5/18（水）〜5/22（日）
●こしょう 高橋千英子「日本の伝統美 昔の着物展」
5/25（水）〜5/29（日）
ギャラリー SPACE KOH 和田 真澄
0704space‑koh@mbr.nifty.com tel 042‑468‑8558 fax 042‑468‑8017 http://homepage2.nifty.com/space‑koh/

●子どもげきじょう西東京●
●文学座「思い出のブライトンビーチ」鑑賞例会
【日時】2011/5/14(土） 18時〜 【場所】ルネこだいら
【日時】2011/5/29(日） 18時〜 【場所】小金井市民交流センター （入会された方は、ご鑑賞いただけます。）
●文学座手打ち公演
【日時】2011/4/29(祝）〜 5/8(日)【場所】新宿全労済ホール
●バーベキュー
【日時】５月の週末に予定
●7月・年次総会 ●８月・夏休みお楽しみ会
【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 042‑421‑5133 (火・金10時〜15時開局)
☆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。
http://www.tokyo‑stay.jp/kodomogekijo‑nishitokyo/

●子供の夢を育てる会●南の島の貝殻博物館
エコプラザ西東京にて、海の水生生物（貝殻）などの小さな紙箱利用の水族館作りと、南の島の貝殻（２０００種類）を展示。
（夏季休暇の宿題のお手伝いなど、自由研究）
【日時】５月中旬・８月中旬に１回【対象】子供 （小〜中学生）【お問合せ】清水 Tel/Fax 042‑465‑8408
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西東京市誕生10周年記念市民活動団体提案協働事業

団体名

事業名

事業概要

事業の概要

東京都理容生活衛生同業組合 祝西東京市誕生10周年記念展
多摩小平東支部
元気はつらつ 美と健康の理容

西東京市の理容店75店舗が市民の美と健康を応援するために「元気はつら
つ 美と健康の理容祭」を開催する。理容まつりの主な内容は ①理容ヘアシ
ョー、②健康トーク＆ダンスショー、③健康と安心をお届けする理容店の
事業案内（パネル展等）

西原自然公園を育成する会

市制10周年・雑木林更新10年記念
植樹及び記念イベント

市制と同じ年から始まった雑木林の若返り作業の成果が出てきている。10年を節目
に市民参加で記念植樹を行う。【平成22年度実施事業】「里山・雑木林」に関する
イベント等の開催、また、
「西原自然公園で遊ぼう」と題し、親子参加型の自然に触
れ合えるイベントを行う。【平成23年度実施事業】

西東京市文化芸術興会

西東京市アーティスト・
フレッシュコンサート

西東京市在住のプロを目指すクラシックアーティストを応募しコンサートを行う。
また、プロを目指すクラシックアーティストに観客の前で演奏してもらい、プロの
講師からプロとして必要な技術・実践的なアドバイス及びレクチャーを受ける。

きらっとシニア倶楽部

子と親、祖父母3世代で参加する
スポーツごみ拾い

子供たちの環境美化意識を高め、ルール厳守のスポーツ精神を養ってもらうため、
「スポーツごみ拾い」イベントを開催する。内容はチームに別れ決められたエリア内
でごみ拾いを行い、拾ったごみは独自の集計基準によりポイント化してトータルポイ
ントが多いチームが勝ちというルールで開催する。

青年俳優座

ライブ公演の魅力
〜演劇、語り、朗読、朗読劇〜

市民の方や市内で活動している劇団と一緒に演劇・語り・朗読劇をライブ公演で開
催し、様々な人に「物をつくる喜び」を知ってもらい、出演することによる体験や
感動を感じてもらう。

西東京ガーデニングクラブ

西東京市誕生10周年記念
西東京フラワーフェスティバル

西東京市誕生10周年を記念して、花とみどりのまち西東京市を市民協働で作り上げ
ようという気運を盛り上げるために、田無公民館等を利用してフラワーフェスティ
バルを開催し、地域振興に貢献する。

保谷高校OB吹奏楽団

西東京市誕生10周年記念コンサート

保谷高校吹奏楽団ＯＢ会から構成された吹奏楽団が10周年記念コンサートを開催す
る。コンサートを開催することで、市民と共に西東京市誕生10周年を祝し、振り返
り、新たな10年に向かう期待と活力を創造する。

東大農場・演習林の存続を 東大生態調和農学機構はどう変わるか
〜その将来像とまちづくりフォーラム〜
願う会

東大生態調和農学機構はどう変わるか〜その将来像とまちづくり〜」をテーマにフ
ォーラムを開催する。内容は機構の見学会や、ワークショップを実施。また、フォ
ーラムを開催して会場参加者と意見交換を行う。
車いす生活をされている方々とダンスを通じて踊ることの楽しさを体験してもらう

車椅子ダンスあすなろNo.２ 西東京市オールダンス フェスティバル イベントとして「西東京市オールダンスフェスティバル（第11回車いすダンスフェ
（第11回車いすダンス フェスティバル） スティバル）」を開催する。また市内の様々なダンスサークルに呼びかけをして発
表会形式で開催する。

西東京市WEB（協働コミュニティ課）
より抜粋

CAP

編集後記

ギャラリーＳＰＡＣＥ ＫＯＨ（スペース コウ）

編集後記

西武柳沢駅の南口すぐそば、赤い庇が目印のギャラリー。
白を基調にしたシンプルな空間が展示物を美しく引き立て
平成２３年〜２５年にかけて、西東京市は文化的に変化の ます。 広さも程よい３３㎡、 個展はもちろん、 グループ展
多い時期であります。西東京市誕生１０周年記念の時期で などにご利用下さい。 市内にはあまりギャラリーがありま
あったり、平成２２年４月に施行された、「西東京市文化芸 せん。西東京市または近隣在住のアーティスト・作家の皆
さんにぜひ使っていただきたい地元のギャラリーです。
術振興条例」を、市民の文化生活に具体的に反映させるた
http://homepage2.nifty.com/space‑koh/
めに、「西東京市文化芸術振興推進委員会」がスタートして 西東京市柳沢６−１−１１−１０３
います。 また、平成２４年〜２５年にかけて保谷こもれびホ ＴＥＬ ０４２−４６８−８５５８
ールの新しい指定管理者の選定が実施されます。
私達、市民の文化活動も、イベントを考えるだけではなく、
これからの文化活動の変化について、どのようにあるべき
か、という疑問を持つことも大切なことではないでしょうか。
いかがでしょう。
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