
平成30年10月19(金)～11月24日(水)

31年1月7日(月)あさお古風七草粥の会

31年3月4日～10日　アルテリッカ新ゆり美術展

■　これからの主な行事　

毎年1月7日、麻生区役所前広場におい
て麻生区に古くから伝わる古風七草粥の
会を実施しております。
お囃子、童謡、カルタとり、合唱など楽し
みながら七草粥を食していただきます。

毎年３月の始めに麻生区文化協会と麻生

区美術家協会のコラボによりアルテリッ

カしんゆりのプレイベントとして、川崎

市文化財団との合同主催で開催します。

■　会報 「からむし」 (広報部編集）

「からむし」は年２回発行の会報です。

p.1　　　 美術工芸部会会員による麻生区内の風物の

　　　　　 イラストと紹介文。　最下段　目次とハイライト

p.2　　　 あたらしい風と創造のメッセージ

p.3　　　 役員・顧問・専門委員のメッセージ

　　　　　 コラム：麻生アーカイブ

p.4-5　 麻生区に貢献した個人や

　　　　　 団体を紹介

p.6-7　 文化協会イベントを報告　　　　
p.8　　　 会員の活躍　　　 

　　　　　 出版・展覧会・演奏会・発表会

　　　　　　・受賞などを紹介します。
　　　　　　　　　(個人・団体会員にもれなく配布)

31年3月9日(土)　雑学教室（アカデミー部主催）　　

■ 麻生区文化協会の年間行事　

7月　デッサン会（美術工芸部主催）

７・8月　夏休み親子教室

8・9月　俳句講座　（アカデミー部主催）

川崎市教育委員会の協力を得て、毎年

続けている行事です。親子一緒に参加し

て、科学、書道、絵画、踊り、いけ花、

お手玉などをたのしく学ぶ教室です。

今年度は、和光大学の協力も得て全部で

中央俳壇および地元俳壇の講師、さらに

地域在住の有名な学芸の講師をお招きし

た講座が8/28, 9/4, 9/11の3回開かれ

ました。毎年、開催を心待ちにしている方

がたくさんおられます。

毎年恒例のデッサン会は、黒川に稽古場

がある「劇団民藝」のご協力を得て 「舞台

衣装の女優さんを描くデッサン会」として、

一般の方の参加を募って行っています。

麻生区美術家協会の画家が指導します

10～11月　麻生区文化祭

麻生区文化協会の個人会員・団体会員の年1度の発表

の機会です。今年の文化祭の詳細はこのパンフレットで。

麻生区文化祭
プ ロ グ ラ ム

■　入会のおすすめ
　文化協会は、アカデミー部、舞台芸能部、

美術工芸部、文化サロン部、広報部という

5つの部に分かれて活動しています。

麻生区を文化の香り高い街にするため入会され

て文化振興にご協力下さい。
　　　
年会費は、個人3000円、団体1万円です。

お申し込みは、はがきで

〒215-0004 麻生区万福寺1-5-2　麻生市民館内

　　　　　　　麻生区文化協会　まで
　

■　麻生区文化祭会場案内

会場: 麻生文化センター内 麻生市民館他

新百合ヶ丘駅

消防署 麻生区役所
駐車場

新百合２１ビル 新百合ヶ丘シティビル

小田急線
町田 新宿

第３4回

麻生市民館

麻生文化センター内　麻生市民館　

10月19日(金)～10月24日(水)
美術工芸展   ギャラリー・オープンスペース

10月21日(日)
麻生フィル    14:30    ホール
文化サロン   14:00    大会議室

11月3日(土)
邦舞邦楽      11:00    ホール
吟舞吟詠      10:00    大会議室

11月4日(日)
洋         舞      16:30    ホール
俳句大会      11:00    大会議室

11 月13 日(土)～11 月24 日(水)
俳句展示              区役所ロビー

第33回麻生区文化祭邦楽部門公演より

16講座が開かれました。



10月19日(金)～10月24日(水)

菅野　明　鈴木美智子　藤田正俊　松田洋子
　　

書　　　笠木洸秋　笠原秋水　笠原逍汀　木村幾月

  城島紅秋　渡辺芳園

陶芸　　岩田輝夫  内野勝雄　深野 怜

写真　　小田島紀美　小田島寛　喜多 寛　千坂隆男

秋水書道会　市民館3F廊下オープンスペース

■邦舞・邦楽　　

麻生市民館大ホール　

出演団体及び個人

■麻生フィルハーモニー管弦楽団　　

◆第6７回定期演奏会

麻生市民館 大ホール

入 場 料　1000円（全席自由）

■洋舞　　
麻生市民館大ホール 16:30-19:30 (開場 16:00)

詳細は、洋舞用プログラムをご覧下さい。

開　　場　14:00　開　　演　14:30

◆チケット前売所

　

京浜楽器百合丘店　TEL：044-966-5121

　

電子チケットぴあ　http://pia.jp

　　

0570-02-9999（Pコード 110-551）

　
2部 かわさきマイスター宍戸シェフの軌跡　　

（新百合ヶ丘マプレ１F内）

佳寿実会、花の会、美久葉会、碓井とし子、松乃実会、

千寿美会、柳扇会、栗原美智子、都乃会、東扇会、

琉舞の会、若柳会、麻乃実会、扇栄次会、多花美会、

中西登美恵、夏蒐太鼓

詳細は邦舞・邦楽プログラムをご覧下さい。

11月3日(土)

■美術工芸展

絵画　　石原順子　佐藤勝昭　佐藤英行　志村幸男

市民ギャラリー　10:00-17:00

◆お問い合わせ◆　TEL:  044-951-1089（森）

11月4日(日)

いけばな　前期　草月流　長坂草美
　　　

手工芸　豊田洋子　山口昌子　横山馨

　 　

■第30回記念麻生区俳句大会

11:00　受付・席題の発表・選句集配布

12:00　席題の投句締め切り・大会の開会

席題句会　当日の参加者より席題１句を募集し、参加者全員　

表　彰　応募句の「一般の部」の最優秀10句に対し

◆お問い合わせ◆　TEL: 044-986-1683（山室）

麻生市民館 大会議室 11:00～16:00

◆お問い合わせ◆　TEL 044-953-7513　(坂東)

30回記念特別大賞に加え川崎市長賞他10賞が

の相互選を行い２0句まで賞が出ます。

授与されます。また、優秀句２０句に対し賞品

 ◆「一般の部」の募集は8月31日締め切りました◆ 

出演団体　
井上恵美子モダンバレエスタジオ
胡桃(くるみ)バレエスタジオ

西留広喜さん 

シャラ モダン・ジャズダンススタジオ

バレエスタジオえるどえる
吉原バレエ学園

が授与されます。「小学生の部」の応募句には

優秀賞10・佳作20に対し賞状を授与します。

■俳句展示　11月13日(土)～24日(水)

11月4日(日)

◆お問い合わせ◆　TEL: 044-989-5439 （伊藤）

■第34回吟詠大会
麻生市民館 大会議室　10:00-16:０0

出演団体（順不同）
（公社）日本詩吟学院岳窓会　
（公社）日本詩吟学院聖吟会

（公社）日本詩吟学院嶺風会　
（公社）日本吟道学院緑神会

◆お問い合わせ◆　TEL:090-3473-4400（正岡） 

11月3日(土)

第1部

第2部
藤間杜叟、山吹実愛、関りえ子、石川美代久、新藤澄扇之祥

、

花柳実根利、 坂東千寿美、若柳雅亀路、 西川扇栄次、

　

◆お問い合わせ◆　TEL:044-955-1953 (横須賀)

小学生・選者俳句展示　麻生区役所2Fロビー　

■講演会

「かわさきマイスター」って知っていますか

麻生市民館 大会議室　14:00-16:30

松並　孝　山田土筆　山本絢子　横川博行　

  森　妙子　山本彬夫

絵手紙　前川朋子

後期　嵯峨御流　田中英真　

(担当　アカデミー部)

(担当　舞台芸能部　吟舞吟詠) 

(担当　舞台芸能部 洋舞)

(担当　舞台芸能部 邦舞・邦楽)(担当　舞台芸能部　洋楽)

個人展示

団体展示

(担当　美術工芸部)

１０月21日(日)

指　　揮  川本貢司

メンデルスゾーン　交響曲第４番「イタリア」

ベートーベン　　　「コラリオン」序曲
シューベルト　　　交響曲第7番「未完成」

曲　　目

10月21日(日)

JELLY FISH ダンススタジオ
Hagaバレエアカデミー

弥生貴実菜、雅慶夢、若柳吉都雅、藤間勘七孝、沢村一寿

◆お問い合わせ◆　TEL: 044-955-6678 （山本）

篠原洋子、新藤澄会、邦楽芸能友の会、雅　会、

～パティシエの世界～

川崎市経済労働局 技能奨励担当

◆プログラム◆

2. 講演

1. 開会のあいさつ 会長 菅原 敬子

◆お問い合わせ◆　TEL:080-1290-3758（坂東）  

窓口販売 しんゆり写真工房 彩 

開場　13:30

開　場　10:30 

開　演　11:00 

1部 かわさきマイスターについて
－川崎市最高峰の匠－

イル フェ ジュール オーナシェフ 宍戸哉夫さん

聞き手 文化協会文化サロン部部長 森 妙子

3. 閉会のあいさつ お礼のことば
(担当　文化サロン部)
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