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20万都市にふさわしい1.:300人規模の|ホ■ル建設を―
!

市民会館の老朽化による取り壊し計画に関連して、第一次試案を公表 :

西東京市は老朽化による市民会館の取 り壊 しに伴い、同

跡地に市民会館 と中央図書館、公民館の 3館合築複合化案

を提示 した。当然のことながら各施設 とも現有規模を大幅

に縮小せ ざるを得ない状況 とな り単に規模のみならず、利

便性や充実性等の観点から多くの市民から強い反発、反対

の声が相次いだ。

当振興会でも当市の文化施設のあ り方を考える絶好の機

会に直面 し、さらに首都圏においてコンサー トホール不足

が生 じる、いわゆる 「2016年問題」 として大きくクローズ

アップされていることから、この機会に20万都市にふ さわ

ることとした。

まず、多くの市民が利用 しやすいことを第一に 「高齢者、子 ども、障がい者にも配慮すること」

を優先 しバ リアフリー化を進めるとともに、座席はゆとりのある設計 とし、ロビー、ホワイエ

(ギ ャラリー)を 充実させ、市民交流の場 としての空間を目指 している。

またホール機能も重視 し、音響効果が高く評価 されている長方形の 「シューボックス (靴箱 )

型」を一案 としつつ、音楽専用ホールに限定せず、多 目的ホール としての機能も備えることを基本

とした。

同様の施設 としては、めぐろパーシモンホール (1200席 )、 東京オペラシティ (1632席 )、 所沢

ミューズ (2002席)等があげられる。

なおこの構想は第一次試案で、これから文化関係者に限 らず広 く市民の声を取 り入れ反映させ、

よりよいプランにしていきたいと考えている。ぜひみなさんのご意見ご感想をぜひお聞かせ くださ

い。振興会ア ドレスcap nstokyo@max.odn.ne.jp          (記 :赤澤立三 )

「定期総会J、「 市民文化サロン上が開催されました|:

4月 23日 (土)、 フレン ドリーにおいて、丸山市長、田中こもれびホール

新館長をお招きして、第8回定期総会が行われました。 海老澤敏会長は

「今年から大学を退職 したので、できるかぎりお手伝い していきたい」 と

の挨拶があ り、赤澤副会長からは 「今後の市全体の文化 ビジヨンを考える

と、田無駅近 くに1300人規模のホールが必要だ」 と提案 され、今後市民の

意見を取 り入れながら検討 していくことにな りました。

終了後行われた 「市民文化サロン」では、会員である米田慎哉 さんが

「西東京から発信する社会貢献 ミュージカル とは !」 と題 して講演 されま

した。

自殺対策 ミュージカル 「やまない雨J等の作品の創作のご苦労や、これ

からの希望などを熱 く語 られま した。今年度も当振興会は、市民の方々の

東京オペラシティ・リサイタルホール(HPより)

しい市民文化ホールの建設構想を提案す

文化活動を支援 していきたいと思います。 (記 :権藤 成 )



会員イベント・ニュース :

■子どもげきじよう西東京
●6月 26日 (日 )第 29期 定期総会 ルピナス会議室 40:00開会

29期からの げきじょうの方向性などについて話し含います
●7月 末～8月初  国立オリンピック記念青少年総含センター

「出会いのフォーラム」で上演される作品の中から 数作品選んで鑑賞します
問) Tel. 080-4342-0499  (晰奎熊奏)   Fax 042-422-2307
e―mall kodomogekijyont@yahoo.oo.」 p

■西東京フィルハーモニ…オーケス トラ 第21回定期演奏会
●7月 3日 (日 ) 」4:00開演 (司 3:30開場) 保谷こもれびホール メインホール

入場料 ¬000円 (全席自由)

不□田一樹 指揮 チェ□独奏 :矢 □里菜子 (西東京在住 。第¬0回 ビバホールチェロコングール第 1位 )

【プログラム】 。モーツァル ト作曲 歌濠」「魔笛」序曲
・ドヴォルジャーク作曲 チェ□協奏曲 □短調 。ラフマニノフ作曲 今日今日曲 第2番 ホ短調
間)080-η η64 5253(西 田)E― mall ntpo― boxOhotmail.oom HP http://ntpo.exb og.」 p/12

♪♪ 7月 23日 (土)11:00～ こもれびホール 第20回記念 ロビーコンサートに出演します ♪♪

■青少年自報予防ミュージカル「つまづいても」(仮題 )早稲田大学小野記念講堂(予定 )

●¬0月 19日 (水 ) 16:00開演 (予定)他 の公演も予定  入場料 無料・全自由席 (先着順 )

【内容】大学生が学業不振、プラックバイ ト、就活などで追い込まれて自殺未遂に至る。
そこから両親、友人の理解を得て回復へと至る道のりを描いたミュージカル。
問)特定非営利活動法人 社会貢献ミュージカル振興会 米田
爬号)042-42¬ 一¬¬54   E― mall infoOmusc― jp.org   HP http://musc―jp.org/

■西東京市茶遭運盟 市民文化祭参加
●10月 29日 (土)田無公民館不□室 裏干家 第η学習室大日本茶道学会
●40月 29日 (上)ひばりヶ丘公民館 裏干家
●40月 30日 (日 )表 干家

●」」月3日 (本 。祝)こ もれびホール.ェ ン トランス 大日本茶道学会
●¬4月 6日 (日 )こ もれびホール.小ホール 不0風席裏干家立礼席表千家

各席 お菓子代 200円

問)042-465-5980(熊倉) 西東京市茶道連盟

■「第12回平和を祈る演■無」
●7月 30日 (土 )13:00開 演 (12:30開 場 )

●7月 31日 (日 )12:00開 演 (可 ¬:30開 場 )

保谷こもれびホール 」ヽホール
【上演演目】
・語り 常田富士男の世界「猫貸し屋」
・シンプルステージ「貧乏41m語 」 (30日 )

。シンプルステージ「父と暮らせば」 (3¬ 日)

・朗読劇「水色の空が消えた日」
・ コンサー ト「Beyond Nlne」

合ξt4ぶ金Υ
:♀屋 弓轟蘇

500円  (全 )寅 目共通券 。全席自由席 )

■ドリームウェストフインドォーヶストラ第7回演奏会「ハピネス」●6月 12日 (日 )14:00開演  (¬ 3:30開場 )

FS舌雰摯ズ「丁穿ゴζ↑多堪弓Ъ↑ξ飛努バ宝炉
自甲)ト

ップォブザヮ_ル ド・スターパズルマーチ
 菖ぼ

タデ~ナイト ・ハピネス ・恋のフーガ ほか問)080-1553-6360(中

■躾蔀淋 、鳥路盗趙ミ}―ジカルワークシ∃ップ」開催
http://www.kidsmf.net/   https://www.faceb00k.cOm/kidsmfws/



■シテ方観世驚 小早川蒙
●6月 42日 (日 )14:00 代々 木舞台 代々 木果遇会「玄象」(シテ浅見慈―・龍神 」ヽ早川泰輝)5500円
●6月 25日 (土)13:00 宝生能楽堂 朋之会「小督」(シテ 武田志房・ツレ 」ヽ早川修・トモ 」ヽ早川泰輝)6500円
●9月 16日 (金)18:30代々本舞台 代々木果遇会「葵上」(シテ小早川泰輝・ツレ武田祥照0ワキ福王不□幸)5000円
●9月 24日 (土)13:00 梅若能楽院 東京観世会「班女」(シテ 」ヽ早川修)6300円
●10月 1日 (土)13:00 宝生能楽堂 朋之会「葵上」(シテ 郷三枝子氏・ツレ 」ヽ早川泰輝)6500円
●10月 28日 (金)18:30代々本舞台 代々木果追会「鉢本」(シテ小早川修・ツレ浅見慈一・ワキ宝生欣哉)5000円
●12月 9日 (金)18:00 宝生能楽堂 鎮仙会「安達原」(シテ 」ヽ早川修)6500～ 4000円
●音読謡会予定

・5/8「 玄象」 06/19「小督」 07/17「鶏鵡小田]」 08/14「班女」 09/11「松浦佐世姫」
・ 10/9「 重衡」・11/η 3「安達原」・¬2/11瞼鼓」
いずれも、日曜日10:00-12:00、 九段生涯学習館にて。2000円・学生500円・小学生以下200円 。要予約
問)Tel&FAX 042-462-9350   E― mail kobayakawa_o@yahoo.co.jp

■西東京市ジユニア・ユースオ…ケストラ第8回定期演奏会～設立10周年配念コンサート～
● 7月 18日 (月・祝) 13:30開演 (43:OO開場)保谷こもれびホール メインホール

入場料 1000円 (全席自由) 高校生以下 無料
・「美し<青きドナウ」・ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」 等、親しみのある者曲コンサート
問)042-467-6856  (雇 壽布雪)

■ウエストファンジユニア
●10月 群馬県高崎市榛名′3、るさと祭りに東久留米代表として参加予定

■Rhythm of infinly(Kidsミ ュ…ジカルファク トリーOB0 0G団体 )

●8月 13日 (土 )14日 (日 )こもれび小ホールにて10周年ライプ開催予定
Facebook  https://www.facebook.com/rhythmOfinfinlty/

■ウインドアンサンブル和 第14回定期演奏会
●6月 18日 (土 )14:00開演 (43:30開場)保谷こもれびホール メインホール

入場無料・全盛自由 年齢制限ございません 車椅子席 親子鑑賞室 ございます
【プログラム】・ソング・オブ・ライフ (「 世界遣産」テーマ曲) ・青春の輝き (カ ーベンターズ)

・ヴイヴア・ムジカ !(A.リ ード) ほか
間) 050-5848-9764  E― mail apricot@gwinds.net  HP http://sound.」 p/fOntana

■IJ富 27回偏閣籠Hl変OBり:●覇‖ヨ震ヨ■Hagは  2016:HOB SUMMER CONCERT!
～ビッグバンド・シヨーケース～
●8月 27日 (土) 15:00開演 (14:30開場)保谷こもれびホール メインホール

入場無料 (全席自由) 【プログラム】 ・「ビッグバンド・シヨーケース」
・「ザ・ ドリフターズメドレー」 0ほぷリジナルアレンジ 第 1弾」 ほか
間)090-6654-1259(広報ワタナベ)HP http:〃 hwn8.spaaqs.ne.jp/supersat

■ノーザンシツクス・ ビッグバンド
●10月 2日 (日) 西東京市姉妹都市 山形県北斗市「源氏祭」に友好出演
●14月 6日 (日) 西東京市民文化祭に参力0 コール田無 詳細未定

問)042-461-8660 (雇 議を公)

■こもれびホール市民名画座「国際市場で違いましよう」
●7月 9日 (土 )保谷こもれびホール メインホール 上映時間①ll:00～ ②14:00～

入場料 。大人1000円 (前売800円 )0シニア (65歳以上)900円 (前 800円 )

。子ども (高校生まで)800円 (前 600円 )

韓国で歴代2位となる観客動員数η410万人を記録した大ヒット作。朝鮮戦争での肉親との離別、
西 ドイツヘの出稼ぎ、ベ トナム戦争への出兵など、釜山の国際市場を主舞台に、韓国の現代史を通して
激動の時代を家族のために生きたひとりの男の生涯をつむいだ大河 ドラマ。

過酷な人生にもめげずに家族への愛情と笑顔を絶やさず、時代の荒波を生き抜いてい<。

劇中の主人公に涙するのは万国共通の感情だ。
主演は「ユア・マイ 0サンシヤイン」「新しき世界」のフアン・ジヨンミン。

監督 ユン 0ジェギユン ・製作年 20η 4年  ・製作国 韓国 ・上映時間 127分

問)西東京シネマ倶楽部 Tel o42-452-6323 Fax 042-452-6335
E― mail center@nishitokyo― cinema com



海老澤 敏会長のモーツァルト講演会を開催 !

西東京市図書館開館40周 年記念 「縁 (ゆ か り)」 i峰 演会 「|1本 にやつて来たモー

ツァル トー日本のモーツァル ト百「Ln相 を語る一Jを 2016イ 113り 1611保 谷こ 1)れ び小ホ

ールで開催 しましたこ この講演会はlKl書館が作成 した‖}r‐『縁 (ゅ か り)一 lL束 り|(

市ゆか りの文化人を紹介―』でインタビュー取材にお応えいただいた海老洋敏氏に

よる請演会ですこ海老澤氏が作 られた レジメから内容を紹介 します .

I《魔笛》の王子 タミーノは 日本人、Ⅱ卜1本 で初めて鳴 り響いた ||||は ?、 Ⅲ『小

学唱歌集』に顔見世のモーツァル ト、Ⅳ 日本のモーツァル ト変玄J― |1本 のモーツァ

ル ト変奏曲を聴 く一、V日 本のモーツァル トの今―ポス ト・アマデ ウスー、VI(モ

ーツァル トは鏡)iモ ーツァル トと日本 との繋が りをご自身の音楽 と映像のコレク

ションを交えてや さしくユーモラスに語つていただきましたこ

ドj/li機器イ(調 のためご迷惑をおかけいた しましたが、モーツァル ト研究の 1畦 界的成でルDろ 海 b半敏lW)お

人柄を近 くに感 じられる小ホールならではの講演会 とな りました。

ご来場いただいた多くのお客様には、冊子『縁 (ゆ か り)一 西東京 |liゆ か りの 文化人を紹介 』をお持

ちム||り いただきました                    (記 :西 東京 ||「 中央 1劇 書館 ∵1崎 十代 )

西東京市茶道連盟50周年記念茶会を終えて !

風薫ろ||li天 に恵 まれ、 5月 7日 (11)に 西東京市茶道連盟 50周年記念茶会を、小平市にある |り Ч季亭

(京懐イ「)に て|IH lllい た しました,,丸 ||1市 長、前Hl教 育長、西田文化芸術振興会副会長、石毛都議会議

li、 |IFl(文 化祭中 4`実行 委itl(、  1濱山奇高1委 彙長、有澤当連盟名誉顧間の方々のご来席をいただきました

こと、深 く感 訪|||し llげ まづ .

50イ liと い う中にはご4く llな 中に伝統 文化茶道をここまで継いでくださいました諸先輩のご |キ 労を′思い

ます と共に、私たちのこれか らの J〔 務の llさ を思いました. どんな矢|1識 1っ インターネッ トなどにより得る

ことのできる多様化 された /littυ )中 で、伝統 文化はアナログの |lt界 にて、ひ とつひ とつの積み重ねの経験

を llliし て得ていくイ11月 のかかる 1)υ )ですυ)で 、これか らυ)|IL代 にどの よう|こ 継いでしヽくかが課題 となつて

います. 時代が変わったか らこそ伝統 文化の ltさ を多くυ)方 々に矢Πらせていく努力を、私たち t)日 々精進

していくことを′とヽ新 らたに致 しました

ノーザンシックス・ビツグバンド「ハートフルコンサート2016」大盛況 !

当日はお天気 ()良 く、西東京 |lil(会 館 |二 lt多 くグ)お 客様がお りとえにな り、 す‖場から30分 で満 ilと なつて

しまいま したcお客様の年齢は60～ 70代 の方が中心です そ して型、たちの7,(奏 するスタンダー ドナンバー

などは、その方たちの「F春時代の ||||が 多く、
LLさ ん1衷 か しそ う|二 聴いていえっっ しゃいました.ゲ ス トは

ジャズビアニス トの佐藤允彦さん  f_l、 た t,の バン ドυ)ア ドバイザー として 12年以 llグ )お付き合いがあ りま

す。 佐藤 さんの登場 した演奏で lt、 その I11越 したヒア ノに会場のILさ んは酔い しれてい ました、1演奏がつ

づくにつれて会場はヒー トア ッフJ会場全体がひとつになつて終演 までυ)21寺 |||が あっとい う|lllの コン

サー トで したこ

私たちは1999年 から3年の間、当時の田無 |「 が開催 した 「ビッグバン ド養成 li体 座Jυ )卒 業/11を 中心に糸li

成 されたアマチュアの市民バン ドです.:練習会場はコール ||1無
`.

ア ドバイザー として佐藤允彦さんと、六―ヵッショニス トの後藤治さんυ)

お二人を迎えて 日々練習に511ん でいます
=

私たち |ま コンサー トを大切に したいと思つています.よ い 出
1を

聞くのであ

ればCDな どがあ りますが、コンサー トにはお客様 とのふれあいがあ ります.

心の交流があ りますこそれを何より1)一 番 と考えて、お客様 との楽 しいひ と

ときをi遇 ごすために、さらに一歩先に進む努力を続けてまい りたいと思って

才3り ,主
千ド (記 :バ ン ドマスター 高松英 1)



「対話による美術鑑責」をご存知ですか?
「対li舌 による美術鑑賞Jと は、一般的には1980年 代からニューヨーク近代

美術館で開発された鑑賞方法のことをいいます。知識に頼らずに作IIIIを よく

見ることから始め、 ‐人ひとりに 「これは何だろう?」 と考えることを促 し、

様々な意見をり|き 出しながら作品の見方を深めていきます。

||「 では、教育委員会と連携 して、専門的な研修を受けたIIF民 ボランティア
「み―るさんJが小学校に出向き、子どもたちと対話をしながら美術鑑賞を

行 う取組を平成26年度からスター トしました.

この取組は、平成24年 3月 に策定した文化芸術振興計1山 iを lll進する()の で、

1ど t)の観察力・′思考力・コミュニケーション能力の向 11を 図るとともに、文化芸術活動を支える市民ボラ

ンティアとの協働を目的としています.

今年度は、市内小学校全18校 で実施する予定で、そのうちの 2校では、学校での鑑賞授業と併せて美術館

訪間授業を実施する予定ですc

Fど もたちからは、 「たくさんの絵を見て話したり、友だちの話を聞いたりするのが楽しかったJと いう

声が多く寄せ られ、先生からは、 「小学校の授業であまり発 i争 しない r^も 積極的に発言していたJと いう驚

きの声もありました。

美術鑑賞には正解・不正解がないということが、 r‐ ど1)た ちの発言を引き出すことを容易にしています。
「対話による美術鑑賞Jは 、人々の′とヽが1,か になるITk組 だと確信 していますので、小学校だけではなく、誰

もが家庭や職場で気軽に取り組めるような手法を考え、まち全体に広げていきたいと考えているD

最新情報は、市ホームページ等で随時お知|ら せ しますので、ぜひご覧ください.

(記 :西東京市文化振興課主査  l:藤興治)

矢口里菜子さんプロデュース「名手たちによる弦楽六重奏」!

西東京市出身で、第 101口 |ビバホールチェロコンクールで第 1位 を獲得 し、その後 目党 ましい活躍を続けて

いる新進チェ リス ト矢 ||||!莱 r‐ さんが、保谷こもれびホールで 「名手たちによる弦楽六重奏 |を フロデュー

ス、矢 口さんの先/11の 山崎仲 rさ ん t)特別出演いた します。

矢国さんは20H年、西東京 |li1 0Fl年 記念 「西東京フレッシュアーテ ィス トコンサー トJ(11振興会企1由 i)

でも最優秀賞を獲得|｀埼振興会で 1)イ「マ:な 若 手アーティス トとして支援 しています (1

こもれびスペシャルコンサート～山崎伸子を迎えて～

「名手たちによる弦楽六重奏」
7月 211(11)1.1:001用 演 (13:30開 場)入場料2000円 友の会1800円 (全席指定)

【プログラム】・シェーンベルク 弦楽六重奏曲「浄夜 J

。チャイコフスキー 弦楽六重奏 ||||「 フィレンツェの思い||IJ

また 7月 3日 (||)に は、 ドヴォルジャークのチェロ協奏曲を西東京フィルと

協演する。                          (I記 :西 IHノ[彦 )
矢口里菜子さん

振興会は、1lM西 東京で毎月第 1土曜日の10:00～ 30分 間の番組を放i基 しています  (ス ホンサーは田島

ルーフイング) 昨年11月 に放送を開始して以来、西東京ジュニア・ユースオ~ケ ス トラ、こだいら合唱団

/西 東京フイル、 r‐ どt)げ きじょう西東京、サウン ドブライ ト (ス タジオ トライブ)、 HOB(保谷高校OB吹奏

楽団)、 lll東 京 lf茶道連盟、ノーザンシックス・ビツグバン ド、イli会 ヴ:献 ミュージカル振興会と、様々な

ジャンルの方が出演、日頃の活動を紹介させていただきました..

「Art RadioJで は主に西東京市内で文化芸仙fの 分里1で
'舌

動 している個人・

団体の方々の日1演者を募集しています.こ れまでの番組は、FM西 東京のボッド

FM西東京「Art Rado～ 西東京文化芸術振興会より～」に出演しませんか :

キャス ト (下記 tiRl′ )で聴 くことができます .

出演 ご希望の方は西田 (0801164-5253)ま でご連絡 ください。

http1//842fm.wcSt 10kyo.cO.jp/fm842/podCaSt/842pod/  (記
:西 田克彦)

左より、田島さん、長谷アナ、西田



6月 17日 (金)15:00開 場、15:30開 演

阿佐谷神明宮能楽殿

(雨天時 :隣の杉並区立第一小学校体育館 )

一般3000円 。小学生以下1000円 。
能楽師が全員無償で出演し、入場料と募金はすべて日本赤十宇社及び被災地に寄付させて頂きます。
ご都合のお悪い方は、募金だけでもお預かりします。

演目 :半能 「融 兆 (ク ツロギ)」 武田文志

舞囃子 「養老 水波之伝Jノ Jヽ早川泰輝 。「清経J武田友志 。「羽衣 和合之舞」ノlヽ早川修 。「天鼓J武田

詳照 。「船弁慶」武田宗典、

仕舞 「田村キリJ佐川勝貴 。「江ロキリJ武田志房 。「鞍馬天狗」武田崇史。
サイ ト : http://charitynOh.gozaru.jp/index.html

申込先は小早り|は で。Te1/fax 042 462 9350
メーール : kobayakawa_oOyahoo.co.jp

●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～

西東京市の文化向上のために、皆さまと考えた文化芸術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 していきます。また市民が考えた企画を応援 していきます。

西東京での文化振興にご興味のある方、意見交換してみたい方、アイディアをお持ちの方、文化活動をされている方との交流をしてみたい方、ぜひご連絡ください !【 HP】 http//nishttokyo innfo


