


「市民と文化」西東京市文化芸術振興会 会員催事
■第11回平和を祈る演劇祭 保谷こもれびホール小ホール
7月 25日 (土)26日 (日)開演 25日 13:0026日 11:00(開場30分前)平和の大切さを、広く市民の皆さまと共に考える機会に。
朗読劇「この子たちの夏」芝居「父と暮らせば」ひとり芝居「ピノキオ」 朗読劇「ヒルダのレタス畑」以上4作品を2日間、8ステージ上演しま丸
入場料 大人1000円 子ども500円 (全演目共通)問 )平和を祈る演劇祭実行委員会 042-255-0168(大森)

■ギャラリー「SPACE KOH(ス ペース コウ)」
●「ザッカーニバルのかえる展」6月 4日～8日 かえるをモチーフにした手作り作品展
●「パリのアクセサリーと小物展」6月 10日～15日  HP:http:〃 homepage2.nifty.com/space― koh/

■自開症スペクトラム啓発ミュージカル・プレビュー公演 (仮)

コール田無多目的ホール 8月 22日 (土)開演13:30～  17:00～ (予定)

自閉症スペクトラム(自閉症・アスペルガー症候群・ADHG。学習障害などの発達障害)について、理解していただくためのミュージカルで丸
平成28年度から全国の小。中学校で上演することを目指しており、その前段階として、本公演の主要な部分を抜粋したプレビュー公演を上演いたし
ま丸 歌やダンスを交えて、わかりやすく描きま丸 問)特定非営利活動法人社会貢献ミュージカル振興会 042-421‐ 1154E―mail atn@atnづ p.COm

■劇団銀河ラボ 平成 27年度公演日程
●第6回公演「セチュアンの善人」 コール田無 多目的ホール 入場無料 10月 31日 (土)2回 公演(時間未定)

志賀さんの演出で、ブレヒト作品に挑戦で丸故・林光さんの素敵な歌も、ピアノの生伴奏でお届けします。「善人」とは?人間は善良であり続けることができるのか?|

■西東京市民映画祭2015開催要項
保谷こもれびホール西東京市民会館 9/59/20 10/310/1711/21 入場料前売800円 当日 1000円
この映画祭は2001年、保谷市と田無市が合併し西東京市が誕生を記念して開始された。劇場映画の上映と併せて自主制作映画のコンペティションも
開催している。1回から11回までの審査委員長を地元在住の映画監督・佐藤純禰氏(現在は名誉審査委員長)が務めた。上映された映画の監督を
ゲストに招いたトークショーなども開かれ、佐藤純爾始め、降旗康男、深作欣二、小泉莞史、滝田洋二郎、山田洋次らが会場に訪れている。
問)西東京市民映画祭2015実行委員会 東京都西東京市田無町6-4-13 電話042-452-6323 FAX042-452-6335
E‐ mail center@nishlokyo―cinema.com 公式HPア ドレス http.ll、ww.nishttokyo―cinema.com

■ウインドアンサンブル和 第13回演奏会 保谷こもれびホールメインホール
6月7日 (日)1330開場 1400開演 (入場無料・全席自由・未就学児入場可)

西東京市民吹奏楽団ウインドアンサンブル和(いずみ)第13回目の定期演奏会。クラシックからポップスまで、さまざまなジャンルの曲を演奏。
問)HP:http:〃 soundjp/fontana/ E― mall:apncOt@gwinds.net 050-5848-9764 ※演奏依頼も随時受付。

■丁OKYO―Westウインド・オーケストラ 第29回定期演奏会
保谷こもれびホールメインホール(入場無料)10月 12日 (月・祝)13:30開場、14:00開演
西東京市民吹奏楽団創立43年目の今年は、須藤信也先生の指揮で、「春の猟犬」(A.リード)、「風紋」(保科洋)、 呪文とトッカータ(J.バーンズ)、

荘厳序曲「1812年」(チャイコフスキー)他を演奏しま丸  問)吉崎090-9961-0166 E―mail info.tokyowest@gmall・ co m

■西東京フィルハーモニーオーケストラ第 20回定期演奏会
保谷こもれびホールメインホール 2015年7月 12日 (日 )1320開場 14ЮO開演
入場料 1000円 (全席自由)にもれびホールにて発売中)主催 :保谷こもれびホール/西東京フィルハーモニーオーケストラ 才旨揮者 :和田一樹
西東京フィルの定期演奏会は第20回を迎えブルックナーの大作交響曲第4番「ロマンティック」に挑戦します|フランスの洒落た「ペレアストメリ
ザンド」ウイーンの香り温れた「こうもり」と三曲三様の魅力を人気。実力ともに抜群の新進若手指揮者和田一樹氏の指揮でお楽しみください。
☆開場後 ロビーコンサートがあります。 問)E―mail ntpo― box@hotmall.com 西田080-1164-5253 HP http:〃 ntpo.exblogjpハ 2/

■第25回定期演奏会「2015!HOB Autumn⊂onen!」
「～15 years Ann市 ersary～」 保谷こもれびホールメインホール 9月 19日 (日 )13:30開場 14ЮO開演
「となりのトトロ～コンサートバンドのためのセレクション～」「倭国奏総集編第十篇」「ディープ・パープルメドレー」等多数
間)広報:090-6654-1259(渡部)HP http:〃 hwm8.spaaqs.neJp/supersat/index.html

■ドリームウェストウィンドオーケストラ第6回 演奏会 ～響 ～
(日 )13:00開場 14:00開演

昴魃 :

則)【 8月】夏のお楽しみ会(お料理と工作で一日遊びます)【12月】冬のお出かけ例会

■Kidsミ ュージヵルファクトリー
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本邦初演の演奏を交えた
海老澤 敏氏のモーツァル ト講演
9月 と12月 にこもれびホールにて開催
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田無生まれの田無育ちの世界的モーツァルト研究家第一人者0海老澤敏氏のレクチャーコンサートを9月 6日 (日 )と

12月 6日 (日 )の 2回、保谷こもれびホール (メ インホール)に て開催します。【こもれびホールと当振興会との共催】
9月 は声楽を中心としたお話しと演奏で「モーツァル トオペラーアリアと重唱の饗宴」と題し新進気鋭の若手
2人の歌手によるオペラ「フィガロの結婚J、 「ドンジョヴアンニJな どから有名なアリアなどが歌われます。
12月 の「室内楽の饗宴」ではモーツァル ト自身「今までで書いたもののうち最良の作品」と語っている傑作
《ピアノと管楽器のための五重奏曲 K452》 と本邦初演となるヴアイオリン0ソナタ (R.レヴィン補筆完成版=
K.Anh.47〈546a〉 とピアノを伴う室内楽の名曲をそれぞれの名手たちによる演奏を楽しみながらの講演です。
海老澤氏は国立音楽大学学長永年努められるとともに文化功労者として顕彰 (西洋音楽分野では初)された

世界的な音楽学者で、現在でも全国各地で講演されその軽妙な語り口と新鮮で充実した内容は多くの方々の
好評を得ています。(当振興会会長も創立以来就任されています。)
どうぞ多くの市民の方々と他市からのクラシック愛好家 (中でもモーツァル ト愛好家 )の方々のご来会を
お待ちしています。                                  (記 :赤澤立三)

●Kidsミュージカルファクトリー発表rAt演大成功 ::
ゴールデンウィーク最中の5月 2日 03日 、こもれびホールメインホールにおいてKidsミ ュージカルフアクトリー
発表公演『You can't stop the Musた Jが開催されました。
当サークルが最も力を入れている2年に一度の本公演。今回は小学 1年生から高校 3年生まで総勢 88名が出演
しました。おかげさまで、3回行われた公演はすべて大盛況で終えることができました。
Kidsの 公演ではいつも、ミュージカルを通して音楽の持つ力の素晴らしさを伝えています。
4ケ月に及ぶレッスンの中で、子ども達は個々の課題と真摯に向き合い、仲間と切磋琢磨し、妥協しない役作り

に勤しんできました。最近の子ども達は根性がない、易きに流れやすい、すぐに諦めるなど、嘆かわしい言葉を

耳にしますが、Kidsの子ども達にそんな言葉は無縁です。

自分の限界に挑むひたむきな姿は、お客様の心を揺さぶり、多くの感動を生みました。Kidsミ ュージカルフアク

トリーは昨年創立 15周年を迎え、新たな歴史の幕を開けました。次世代のフレッシュなメンバーが続々と育ち

^^‐ ^キ 4- ´あム、ことヴらグだltE各 どガ六l′ ヽ̂                 (実 行委員長 山口祐美子)

つつあります。これからもどうぞご期待ください。



伊豆大島復興応援 コンサー トを振 り返 って

西東京ジュニア・ユースオーケストラは、ゴールデンウイーク
中の 5月 5日に大島町立つばき小学校で開催されるコンサート
のため、5月 3日 から2泊 3日 の日程で竹芝桟橋より高速ジェット
船に乗り、伊豆大島へ行ってきました。
このコンサー トは、一昨年の秋の台風により死亡者 33名、
行方不明者 3名 (い まだに見つかつていません)と いう多大な
被害が出た同じ東京都の大島町の方々に「自分たちの出来ること
で少しでもちからになりたい」という気持ちから計画され、日本
アマチュアオーケストラ連盟のA2方式に採用されトヨタ自動車
の助成金を得て「トヨタコミュニティコンサー ト」として実現
しました。小学 2年生から20代前半までの団員と、演奏・生活
それぞれのお手伝いの方を含め、総勢58名の大移動となりまし
たが、お天気にも恵まれて初めての演奏旅行を楽しめました。
遠く離れた地での広報活動でしたべ 地元の教育委員会をはじめ
関係者の方々がポスター貼 りやチラシ配りのほか、広報誌や
防災無線で呼びかけてくださったおかげで、会場となった小学校
の体育館には200名の島民の方々にいらしていただけました。曲目は、3月 の定演で演奏したベートーヴェン
の交響曲第7番とピアノ協奏曲(中 3ソ リスト)からそれぞれ第 1楽章の他、よく知られているブラームス
のハンガリー舞曲第 5番や、となりのトトロの「さんぽ」などを演奏しました。中でもハンガリー舞曲での
指揮者コーナーや大島町にある小学校 3校 (つばき小、さくら小、つつじ小)の校歌のオーケストラでの
演奏はとでも好評でした。団員の子どもたちも実際の災害現場を目にし、島内のミニ観光もできて、それぞれ
心に残った有意義な3日間だったと思います。 (事務局長 高橋令子)

百憲豪[R数で製嵯謂粋 ′(

7月 5日 (日 )こ もれびホール市民名画座「グレース・オブ・モナコ公妃の切り札」
時間①ll:00～ ②14:00～ 保谷こもれびホール (メ インホール)
【解説】オスカー女優グレース・ケリーとモナコのプリンスの結婚は、20世紀の
おとぎ話として現在も語り継がれている。人気絶頂でハリウッドを去り、モナコ
公妃となったグレース・ケリー。フランスからの圧力によって、存亡の危機に
さらされたモナコ公国。公妃になってからのグレースの真の姿と国際政治の
激しい舞台で国を救うため、愛する家族を守るため、活躍する女性をニコール・
キッドマンが感動的に演じている。

(フランス映画/上映時間:104分)

監督 :オ リヴィエ・ダアン 出演 :ニ コール・キッドマン、ティム・ロス
主催 :西東京シネマ倶楽部 042-452-6323

●西東京市文化芸術振興会は どんなところ こんなところ
(1)「つなぐ」～人の横との繋がり～

鞭 駆 鰍 僣重[   聰 。
命 朧 聘 i鋼 魃 六 u、

(2)「考える」～縦の繋がり～
鱚分等♂警子/ばあ攪漂炉響まふ讐岳七孔tを害畠套里雇だ薯見喜ま讐ま宇Fは皆さまに気軽にご参加いただける場を

(3)「行動する」～動き～
雷雪曇事P警指卑長3亀境覧基甚甚豫健電]急進雀専事のさまざまな問題を解決すべく、市民レベルの視点で行動して

【厚曼需協島孫驚続 .石イデイアをお持ちの方文化活動をされている方との交流を


