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●いきな り3館合築問題が浮上
.

駅近 に 1300人規模の文化 ホールの建設 と全市 的な見地 での文化施設のあ り方 を…

田無駅近くの市民会館 (公会堂)の老朽化が進み、あと数年で 50年の耐用年数が到来する事態となった。

その事態をきっかけに、同会館の建て替えを機に田無庁舎に隣接している中央図書館と田無公民館 (こ の 2館

は耐用年数があと 10年)を移設して 3館合築複合化案が急浮上した。

3館合築複合化は既に他の多くの市区で見られ、利用する市民からは利便性の点からも歓迎されているものの、

施設の充実性や利便性は欠かせない重要なポイントになっている。

当市は旧田無市と旧保谷市が合併して10数年を経過し20万都市となったが、合併以来庁舎統合問題等が積年

の重要な懸案事項となっている。その中にあって文化施設の要である

市民会館や中央図書館、公民館は全市的な視野で見直す必要があり、

単なる建て替え問題や総量抑制だけの視点からの計画は将来的に

大きな禍根を残すことにな りかねない。

現在の中央図書館は手狭なうえ「中央図書館」の機能を充分果たして

いない現状があり、同館と公民館、市民会館をそれぞれ 3分の 2に

縮小する計画に至っては文化軽視の批判に耐えられないものである

と言える。

「 ワ ン コイ ン文 化 交 流 会 」で も多彩 な議 論 が続 出 !

昨年暮れに開催された当振興会の「ワンコイン文化交流会～文化施設のあり方を考える～」(`15.12.6於 :保谷

こもれびホール)で も活発な意見が交わされた。市民会館の耐震性はかなり良くあと 10年は使えると聞いて

いる、市民の利用も多い中で急速 合築問題が出てきた。もっと地元での文化を育てることを構想しつつ考える

問題ではないか、会館をはじめ市民が最も多く利用する文化的重要施設を、狭い敷地に無理やり押 し込むよう

なことはあまりにも唐突で乱暴な提案だ…、等々。一案ではあるが中央図書館はいこいの森やその周辺 (東大

農場等を含め)、 泉小学校跡地等、余裕のある敷地に建てるべきで、現在地には分館 (分室)で残 して「中央

図書館」は機能的にも文化的シンボルに相応しい施設が望まれる等が一提案として出された。また当市におい

ても高齢化社会が進む一方、他市区には優るとも劣らない文化活動が盛んで、居住地での文化施設のよリー層

の充実を望んでいる市民も多い。またこれらの事情に加え都心部のホール事情が年々減少 (閉館 。改修等)傾

向にあり、駅近 (田無庁舎近辺)に 1300人規模の文化ホール建設を望む声も少なくない。近年では民間の活

力を活用した複合施設 (豊島区役所や千葉県鎌ケ谷市ほか)の事例が各地で成功しており、自治体の財政難の

解決にも貢献している状況があり、当市でも耐用年数到来した建物を単純に建て替え、縮小化を進めるのでは

なく、将来的展望を見据えた禍根のない積極的な計画、対応が切に望まれるものである。

●【重要なお知らせ】

「市民と文化」前号にてお知らせいたしました、市内文化団体の情報集約発信サイト

「Art Fields of Nishi Tokyo」 について、西東京文化芸術振興会は、諸般の事情により

今後一切関与せず、また、当該サイトの運営業者とは一切関係がありません。



「市民と文化」西東京市文化芸術振興会 会員催事
■西東京市茶道連盟五十周年記念茶会ご案内  四季亭 懐石料理 」ヽ平市 (送迎バス有 )

平成28年5月 7日 (土)1100 大日本茶道学会(濃茶席)裏千家(薄茶席)表千家(立礼席)

多数の皆様のご来席をお待ち申し上げておりま丸  問)042-465-5980(熊倉)

■Юdsミ ュージカルファクトリー  西東京市民会館 入場無料

「第15回西東京市子ども文化フェスティバル」舞台の部に出演します 1月 24日 (日 )13C10～

小学生から高校生まで総勢80名のSong&Danceショーです。 HOB(保谷高校03吹奏楽団)さんとのジョイントステージもありま丸

問)Tel&Fax 042-478-8021ご んどうけん E mail kds_mf@yahoO COjp

■西東京ふれあいこどもまつり 20η 6 保谷こもれびホール メインホール

1月 31日 (日)● 10:00～ 1230ワークショップ「世界に1つ !オリジナルキューブ パズルを作ろう!J1500円

●1230～ 13Ю O回 ビーパフォーマンス「タップダンスミニライブ &ワークショップ」無料

●1500～ 16Ю O超絶技巧の一輪車コメディサーカス「Wにty Lookの プテイ・ブティーズJ2000円

今年も楽しい企画がもりだくさん!ご家族お揃いでぜひお出かけください。

問&チケット申込)留守電&FAX 042 422 2307 E mailkodomogekり yont@yahoo cojp

■ウエス ト・フアン・ジュニア 第6回発表会

15th annⅣ ersary「 プリンセスのゆううつ～the pttncess s a pinch!」 保谷こもれびホールメインホール

●5月 7日 (土)018時～ ●5月 8日 (日 )● 13時～②17時～ (※ 開場時間は各開演の30分前)

入場料:500円 (全席指定)問 )westfunjr@gma cOm

■第40回記念秋耕展 @国立新美術館 国立新美術館3階展示室 3B
絵画・写真・工芸 入場料:500円 (2名様まで有効)70歳以上は無料 会期2月 3日 (水)～ 15日 (月 )2月 9日 (火 )休館日

主催:秋耕会 後援:文化庁・東京都 入場時間は1000～ 1730(最終日入場は1500ま で)

問)E mail:skanOns@gmallCOm TELЮ 90 3599 4052(木 村 か のん)ブ ログ :httpゾ/sun ap teacup com/senjukanOn/

■保谷高校OB吹奏楽団第26回定期演奏会「2016!HOB Splng Conce威 !」

保谷こもれびホールメインホール 3月 26日 (土 )13:30開場 14:00開演 (※ 時間は多少変更になる可能性があります)

【プログラム】伝説の長寿番組メドレー、魔女の宅急便セレクション、ディズニーファンティリュージョン!他

問)09066541259(広報渡吉D

■ウインドアンサンブル和(いずみ)ファミリーコンサートVo1 4「ウインターコンサート」
コール田無 多目的ホール  入場無料 こども入場可 1月 31日 (日 )14ЮO開演 (1330開場)

小編成のアンサンブルから吹奏楽まで、さまざまなジャンルの曲を演奏しま丸

小さなお子様から、ご年配の方まで、みんなで楽しめるプログラムをご用意しました。お誘いあわせの上、こ来場ください。
問)HP httpゾ /soundjp/fontana E mallapncot@gwindS net 050 5848-9764

■西東京フィルハーモニーオーケス トラ 第 21回定期演奏会
2016年 7月 3日 (日)14:00開 演(13:30開場)保谷こもれびホールメインホール
和田一樹指揮 チェロ独奏:矢 口里菜子 (西東京在住・ビバホールチェロコンクール優勝)

【プログラム】
・モーツァルト作曲 歌劇「魔笛J序曲 ・ドヴォルジャーク作曲 チェロ協奏山口短調 ・ラフマニノフ作曲 交響曲第2番 ホ短調
問)08011645253(西 田)E― maii ntpo box@hOtmailcom  西東京フィル HP http:〃ntpo exblo9jpん 2

■ハー トフルコンサー ト ノーザンシックス・ビッグバンド定期演奏会
西東京市民会館公会堂 5月 15日 (日)1400～ 17ЮO 問)0424618660/― ザンシックス・ビッグバンド(高松)

■シテ方観世流 」ヽ早川家

●2月 13日 (土)1300開演 宝生能楽堂 朋之会「百萬J(シテ」ヽ早川泰輝)

●4月 9日 (土)1300開演 宝生能楽堂 朋之会「須磨源氏J(シテ」ヽ早ノイ修)

:晟i:L!蕪」器 鱚 六畢覗if氾勒2弔
■西東京 Hulaフ ェスティバル 2016  保谷こもれびホール メインホール

演者募集中(2月 4日 木必着)

16-1529金子晴子方
)



●「海老澤敏氏のモーツァル トレクチャーコンサー ト」大成功 :

こもれびホールと当振興会 との共催で開催された 2回 のレクチャーコンサー ト

が開催された。

第 1回 は 9月 6日 モーツァル トの声楽を中心 としたお話 と、新進の若手声楽

アーテイス トの演奏。第 2回めは 12月 6日 モーツァル トの室内楽の饗宴、本邦

初演を含むヴアイオリンソナタや、自身最良の作品と語っている木管楽器とピアノ

のための 5重奏曲の演奏。当時のヨーロッパでの活躍ぶり、モーツァル トの本当の

死因は自殺でも毒殺でもないことなど、モーツァル トの世界的権威であり、文化

功労者の海老澤氏ならではの軽妙な語 り口で語られた。

ご夫人の小川京子さんの若々しいピアノ演奏、共演 したアーティス トも名手を

そろえることで、現在最高の演奏を聴かせ、お客さまの喝采を浴びていた。お客さまの入 りも、評判も

たいへんよかったため、ホール指定管理者 とも相談 し、引き続き次年度以降の企画も考えていきたい。

12月 6日 のコンサー トを聴いたお客さまの声です。「小り|1京子さんの演奏は今迄聴いたことがなかったの

ですが、その素晴らしさに耳を疑いました。モーツァル トそのものが乗 り移ったみたいな表現力ですね。

管楽器 との五重奏ではホルンの伸びやかな音色、他の管楽器の音を包み込むような包容力のある響きが

本当に素晴らしいと思いました。鈴々たる出演者での貴重な素晴らしいコンサー トでした」

●西東京市民映画祭 2015自主制作映画コンペテション本選会開催 :

西東京市民映画祭 2015年度自主制作映画コンペテション本選会が

2015年 11月 21日 に保谷こもれびホールで行われた。

会場では 1作 1作の上映に拍手が起こるコンペティションならでは

の雰囲気の中下記の各賞が選出され、若い監督たちとその仲間たちの

喜びの声が上がった。

<最優秀作品賞>「虹の麓まで」高岡 尚司監督 <優秀作品■ 12位 |>「バン屋の息子」日原 進太郎 監督

<優秀作品賞 (3位 )>「恋する河童」井上博貴 監督

<西東京市長賞>1作品賞)なめくじ劇場 THE MOVIE 2015「君の瞳に恋してる」イッキ監督

<西東京市議会議長賞>1演技者賞|「虹の麓まで」藤枝 優希 <特別賞/東
~Jl商

工会会長賞>「犬の夢」李旭埜 監督

<奨励賞/東町商栄会会長賞>「スキップとドロップ」大川祥吾監督

<ASA学生賞>1学生作品第 1位 )「青く瞬く」清り|1昌 希監督 (桜美林大学)<観 客グランフ リ賞>「強いひと」中泉裕矢 監督

<アニメ優秀作品賞>「犬の夢」李旭埜監督 <シネマ倶楽部特:t=>「 リセット」神宮司健 監督

●《保谷こもれびホール開館20周年プロジエクト始動 :》

保谷こもれびホールは、市民文化の拠点となる文化ホールを、という市民の願いを受けて生まれました。

以来、ホール主催の様々な催事に加えて、多くの市民企画が発信されています。

オープニング・ 5年 010年・ 15年の節目にも市民主体のイベントが行われました。

2018年 にはいよいよ 20周 年を迎えます。そこで、保谷こもれびホールの利用を考える会 と西東京市

文化芸術振興会メンバーとで「20周年プロジェクト」を立ち上げ、市民の手で 20周年を祝うイベントを

実現させるべ く、ホールや市にはたらきかけを始めています。

こもれびホール指定管理者の方でも、記念事業共催に意欲を示 してくださっています。プロジェクトチーム

では、20周年の記念の年を市民の手で盛り上げていくために、広く市民の皆さまのご協力をお願いしたい

と思ってお ります。 (こ もれびホール 20周年記念事業プロジエクト 吉崎直子)



当振興会の理事田島国雄さんのご好意で、振興会の新番組が FM西東京にできました。

放送は毎月第 1土曜日の 10:00～ 1030(第 2土曜日の同時間に再放送)

番組タイ トルは「Art Radio～ 西東京市文化芸術振興会より～」。 (84。 2MHz)
内容は 振興会の会員や、西東京を拠点に活動する様々団体や個人の情報を発信する。

ホス ト役は副会長の西田克彦。昨年 11月 の第 1回のゲス トは、西東京ジュニア・ユースオーケス トラ

の事務局長・高橋令子さんと事務局次長・青木美紀子さん。

第 2回は昨年暮れに多摩六都フェアで西東京フィルと共演 した、

こだいら合唱団の実行委員長・剣持庸一さん。

新年 1月 2日放送の第 3回では、子ども劇場の実行委員・鈴木綾

さんと広報の後藤尚子さんに、 1月 31日 (日 )に こもれびホール

で開催される「西東京ふれあいこどもまつり 2016」 で催される

数々のイベントの魅力を話していただいた。

聞き逃した方は下記のポッドキャス ト配信でパソコンなどで聞く

ことができる。

http://842flnowest― tokyo.cojp/fin842/podcast/842pod/

第 1回ゲスト 西東京ジュニア・ユースオーケ

ストラの青木さん 。高橋さん、アナウンサー

の長谷さん、西田 (左から)

我々市民 8人の「チーム 24分ですむまち」が内閣府の政策アイデアコンテス トに応募し907件の中

から 10件に選ばれ、 12月 13日の最終選考でビザ・ ワール ドワイ ド賞を受賞した。

これは国が公開しているビッグデータ RESAS(地域経済分析システム )を使って政策アイデアを提案す

るというもので、西東京市は特徴が無い、誇れるものが無いと言われるが、市民は便利で気に入って日々

生活をしている。そこに近隣との連携も取 り入れることでさらにこのまちを良くし誇 りを持てるまち

になれるということをデータで示 し提案をした。

吉祥寺への直行バスとその発着所に駐車場付きのマルシェを開設、帰りには地元の農産物を買つて帰る。

さらに地元野菜をカットした半加工品も販売し、忙しい方でも安心出来る素材の料理を作れる、その他

一店逸品など物産も販売しよう、地元農産物が少ない他市区

からの消費者の呼び込みも可能に、というもの。

また、西東京市には様々な活動をしている団体や意欲のある

個人が多く、その市民力をうまくプロデュースすることで今後

西東京らしさを打ち出し、誇 りの持てるまちになれることも

提案した。市民力を活かすことで文化芸術など様々な分野でも

誇 りあるものを生み出せるのではないかと感じている。これ

からも意欲あるみなさんとともに活動をしていきたい。

文責 有賀達郎 (FM西東京 )

西東京での文化振興にご興味のある方、
してみたい方、ぜひご連絡ください ! 【厚易需喬出屏穐蘇な存ふ.l亀

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

石破茂 地方創生担当大臣を囲んで

●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～

西東京市でそれぞれの立場で文化芸術活動をしている個人・グループに「出会いの場」(交流の場)、 親しみやすい内容の
「ミニサロン」など「つなぐ」場を作つていきます。

(2)「考える」～縦の繋がり～
個人やグループが文化活動をしていく上でいろいろな問題があります。当会では皆さまに気軽にご参加いただける場を
設けています。その場で皆さまが直面している問題を一緒に考えていきます。

(3)「行動する」～動き～

F詈曇事P番指卑理3亀貿縫基吾甚豫催ti急進lξ毒4「

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


