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平成２６年度  麻生区文化協会 総会次第 
 日時 平成２６年４月１９日（土）午後２時 

 場所 麻生市民館 大会議室 

司会 橋本 周  記録 広報部  

 

 第Ⅰ部 総会（午後２時～） 

   １ 開会の言葉 副会長 山室 茂樹 

   ２ 会長挨拶 会長  菅原 敬子 

   ３ 来賓挨拶 麻生区長 多田 昭彦様 

 麻生市民館長 猪瀬  敦様 

 麻生図書館長 塚原 克則様 

 川崎市総文連理事長 鈴木  穆様 

   代理 茅根正之様 

   ４ 表彰 

 川崎市文化祭奨励賞 池内 英夫様 

  渡辺 邦義様 

 文化振興賞  佐藤 英行様 

   ５ 議長選出 

   ６ 議事 

 （１）平成２５年度事業報告 （総務・各部長） 

 （２）平成２５年度会計報告並びに監査報告 （会計・会計監査） 

 （３）平成２６年度事業計画案について （総務） 

 （４）平成２６年度予算案について （会計） 

 （５）創立３０周年記念事業について （菅野） 

 （６）平成２６年度役員選考結果について （選考委員会） 

 （７）その他    

   ７ 閉会の言葉  横須賀朝子  

 

---------------------------------------------------------------------- 

 第Ⅱ部 部会      

・部の事業計画等について （各部長） 

・部の運営委員・委員の選出 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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平成２６年度表彰者紹介 
 

川崎市文化祭奨励賞（麻生区）  

池内 英夫様 

・ 池内英夫氏は、麻生区文化協会アカデミー部に所属し､運営委員及び俳句大会実行委員として、斬新な発

想を企画運営に積極的に反映させると共に､選者として、造詣の深さと高い見識をもって俳句の振興に尽力さ

れています｡また､川崎市俳句連盟副会長を歴任するなどその貢献は大であります。 

・ 地域での句会に長年かかわり、その運営に感性豊かな指導性をもって尽力されています。 

・ 自らの作句集大成として､句集｢七国峠｣を発行し､大変好評を得ています｡ 

・ 麻生区文化協会主催､恒例の｢古風七草粥の会｣実施に向けての事前の草摘み､仕込み､当日は古風七草粥

950 食の提供に率先して参加するなど､食文化の伝承に努めております。 

渡辺 邦義様 

・ 渡辺邦義氏は、麻生区文化協会美術工芸部に所属し、書道部門における創作活動には、その造詣の深さと

真摯な取り組みが高く評価されています。特に、文化祭やアルテリッカ新ゆり美術展では、斬新な作品が市民

の共感を呼び期待されています。 

・ 書道の見地から拓本に長年取り組み、特に、文学碑の文字に重きを置き、麻生区内にある若山牧水、島崎藤

村、北原白秋など、記録から消えてしまっているものを発掘し、後世に残せるよう取り組んでおります。 

・ 地域においても書道教室を開催し、素晴らしい人柄と指導力を以て書道の普及に努めています。 

・ 麻生区文化協会主催、恒例の「古風七草粥の会」において、市民への七草粥提供の取り組みに率先して参

加するなど、古風七草粥の伝承に努めております。 

文化振興賞   

佐藤 英行様 

・ 佐藤英行氏は、麻生区文化協会美術工芸部に所属し、美術を通じて麻生区の文化振興に貢献しております。

麻生区のシンボルマークを決定するにあたり開催された 1993 年のコンペでは同氏の作品が大賞となり、現在

の麻生区のシンボルマークとなっています。2012 年の禅寺丸柿サミットの開催に当たっては、同氏が美術デ

ザインを一手に引き受けました。 

・ 2012 年には、前年の東日本大震災の大津波に衝撃を受け描いた絵画作品「地鳴り」が上野の森美術館大

賞展で大賞を受賞するなど、同氏の作品は全国的に高く評価されています。 

・ この他、神奈川県美術展で幾度も入選、個展の開催のほか、麻生区美術家協会代表就任など、同氏の創作

活動を通じた地域貢献は素晴らしいものがあります。 

これらの業績を評価し、ここに麻生区文化振興賞を授与します。 

  



 

月

3(水) 役員会 18:30 第4

１０(水) 運営委員会 18:30 第1

19(金) 総会準備 am-pm 第4

20(土) 総会

（開式14:00)

8(水) 役員会 18:30 第4 14(火) 俳句講座準備委① 18:30 第3

22(水) 文化祭実行委① 18:30 第1 29(水) 18:30 第3 16(木) デッサン会準備委 18:30 第4

5(水) 役員会 18:30 第4 4(火) 俳句講座準備委② 18:30 第3

9(日) デッサン会 am-pm 大会議室･第4

１９(水) 文化祭舞台芸能部会 18:30 第3

3(水) 役員会 18:30 第4 25(木) 夏休み親子教室 9:30 実習室 9(火) 俳句講座準備委③ 18:30 第3

26(金) 夏休み親子教室 9:30 実習室

26(金) 夏休み親子教室 9:30 第1

27(土) 夏休み親子教室 9:30 実習室

28(日) 夏休み親子教室 9:30 和室･調理室

28(日) 夏休み親子教室 9:30 第1

29(月) 夏休み親子教室 9:30 実習室

29(月) 夏休み親子教室 9:30 第1

30(火) 夏休み親子教室 9:30 体育室 30(火) 俳句大会準備委① 18:30 第3

31(水) 夏休み親子教室 9:30 準備控え室

31(水) 夏休み親子教室 9:30 実習室

8月 7(水) 役員会 18:30 第4 18(日) 夏休み親子教室 9:30 鶴見川

20(火) 夏休み親子教室 9:30 実習室

21(水) 夏休み親子教室 9:30 体育室 21(水) 18:30 第3

２１(水) 夏休み親子教室 9:30 昭和音大

２１(水) 夏休み親子教室 9:30 修廣寺

23(金) 18:30 第1 22(木) 夏休み親子教室 9:30 実習室

22(木) 夏休み親子教室 9:30 琴平神社

23(金) 夏休み親子教室 9:30 体育室 27(火) 俳句講座① 12:00 大会議室･第4

4(水) 役員会 18:30 第4

3(火) 俳句講座② 12:00 大会議室・第4

10(火) 俳句講座③ 12:00 大会議室･第4

10(火) 俳句大会準備委② 18:30 第3

24(火) 俳句大会準備委③ 18:30 第3

25(水) 文化サロン実行委 18:30 第2

2(水) 役員会 18:30 第4 麻生区文化祭① 全館 16(水) 洋舞リハーサル APN

邦舞邦楽 am-pm ホール

文化講演会 pm 大会議室

麻生区文化祭② 全館

洋舞 am-pm ホール

俳句大会 am-pm 大会議室

31(木)-
7(水)

美術工芸・俳句展示

6(水) 役員会 18:30 第4 麻生区文化祭③ 全館 2(土) 麻生フィルリハーサル N 大会議室

麻生フィル am-pm ホール

吟舞・吟詠 am-pm 大会議室

12月 4(水) 役員会 18:30 第４ 18(水) 古風七草粥実行委 18:30 第1

5(日) 七草摘み 現地

6(月) 役員会 14:00 第4 6(月) 七草粥 前日仕込
13:00～
21:00

調理室･第4

7(火) 古風七草粥の会
8:00～
17:00

調理室･第2･
第3

2月 5(水) 役員会 18:30 第4

5(水) 役員会 18:30 第4

19(水) 運営委員会 18:30 第1 15(土) 雑学教室
14:00～
16:00

大会議室

4/1(火) 会計監査 13:00 第4

4/2(水) 役員会 18:30 第4

4/9(水) 運営委員会 18:30 第1

4/18(金) 総会準備 am-pm 第3

4/19(土) 26年度総会 pm
大会議室
第4

18:30 第1

参考

3月

1月

ギャラリー
オープンスペース

11月

10月

3(日)

27(日)

(からむし56号発行)

26(土)

20(水)
麻生区文化祭実

行委員会

アルテリッカ新ゆり美

術展

3(月)-

9(日)

新百合２１

ホール

平成25年度事業報告　（I）全事業一覧

本部 特別企画 部会活動

4月

大会議室･第4

9:00～17:00

大会議室

和室
視聴覚室

7月

6月

(合同委：運営委員・委員)

5月

文化祭実行委②

(総合プロ・町会用)

夏休み親子教室準
備会

舞台芸能部会(文化祭

プロ編成)

(からむし55号発行)

9月
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平成25年

平成26年

5月22日

5月29日

平成26年 3月19日

平成25年 12月18日

1月5日

1月6日

1月7日

平成25年 5月29日

全 19教室

応募

参加実数

講師

会期・会場

出品者

平成25年度事業報告　(II)本部

本部

総会
平成25年4月20日〔土〕午後 2時 平成 24年度事業･会計報告

(麻生市民館大会議室) 平成 25年度事業･予算案承認

会議

役員会
5/8　6/5　7/3　8/7　9/4　10/2　11/6　12/4

行事

｢あさお古風七草粥の会｣
実行委員長 山室茂樹

実行委員会

平成26年

七草摘み

1/6　2/5　3/5　4/2

運営委員会, 委員･運営委員
合同会

[合同委](運営委員・委員・文化祭実行委)

(親子教室準備委)

運営委員会

前日準備（七草粥仕込み他）

平成25年

七草粥の会当日（震災復興支援募金53,211円　読売光と愛の
事業団に寄託）

夏休み親子教室
実行委員長 菅野 明

準備委員会

7/25(1), 7/26(2), 7/27(1), 7/28(2), 7/29(2), 7/30(1), 7/31(2),
8/18(1), 8/20(1), 8/21(3), 8/22(2) ,8/23(1)

はがき数600以上

274人

小田島寛・紀美, 杉本長治, 岩田輝夫, 佐藤勝昭, 笠原 登, 加宮節子,
前川朋子, 笠原恒子, 上田隆義, 山本絢子, 大沢史穏, 橋本周,
井上恵美子, 菅原陽子, 赤木舞, 阿部芳子, 志村幸男, 加藤孝子

アルテリッカ新ゆり美術展
2014 (川崎･しんゆり芸術

祭 2014プレイベント)

3/3-3/9 新百合２１ホール

実行委員会

12/24(第1回)　1/16(第2回)　２/13(第3回)２１ホール研修室

　飾り付け　3/2　撤収 3/9

委員(美術家協会)佐藤英行, 塚田稔, 松田洋子, 矢野素直
(文化協会)阿部芳翠, 岩田輝夫, 小田島寛, 笠原逍汀, 菅原敬子, 山本絢子
委員長 佐藤勝昭

麻生区美術家協会 20名、
麻生区文化協会 54名 (書6名、写真6名、陶芸4名、いけ花38名)
民藝の女優さんを描くデッサン会(参加者) 27名,

オープニングパーティ参加者  約50名
参加者

7日間の参観者1501名  
 

菊池・横須賀

菅原・橋本・山室

岩田・佐藤・菅野

伊藤・菅野

岩田・佐藤・関森・橋本・横須賀

実行委員長 菅野

実行委員長 佐藤

菅原・山室

菅原

菅野

美術部門 佐藤・岩田・(山本絢子)

舞台部門 菊池・横須賀（伊藤胡桃）

催し物部門 菅野・橋本（中島邦子）

副委員長　 菊池

委員 　　（伊藤胡桃）

区民会議 委員 菅原・菅野

しんゆり芸術のまちフォーラム 理事 菅原

麻生音楽祭 顧問 菅原

運営審議会 委員 橋本

地域教育会議 委員 岩田（畔田二郎）

会員 菅原

委員 菅原

審査員 （千坂隆男）

委員 菅原

委員 菅原

　協力事業の（）内は役員以外の担当

平成25年度役員の各事業担当

舞台芸能部

アカデミー部

美術工芸部

文化サロン部

8.禅寺丸柿まつり実行委員会

本部事業
アルテリッカ新ゆり美術展

文化協会各
部会

内部事業

夏休み親子教室

広報部

3.麻生市民館

4.川崎市観光協会

5.アートセンター運営協議会

6.麻生区観光協会観光写真コンクール

7.アルテリッカ実行委員会

協力事業
麻生区

文化協会
派遣役員

1.川崎市総合文化団体
連絡会（総文連）

理事

教文各市民館ホール等審査委員会委員

文化かわさき編集委員

川崎市民芸術祭実行委員

2.麻生区役所関係

あさお区民まつり実行委員会
舞台部門
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部会 ジャンル 開催日 会場 出演者等 観客数

管弦楽
11/3

(日)
ホール 第58回定期演奏会

曲目；

1.ドボルザーク

　　交響曲第9番「新世界より」

2.R. シュトラウス

　　交響詩「英雄の生涯」

指揮；横島勝人
演奏；麻生フィルハーモニー管
弦楽団　麻生フィル団員106名,
受付回り手伝い10名

799

洋舞
10/27

(日）
ホール

第29回麻生区文化祭

あさお洋舞ぐるーぷ
約800名

出演団体17 , 個人6名,
百合丘保育園児, 夏蒐太鼓

計124名

出演団体4

65名

市民芸術祭
舞台芸能部門

3/2(土) 宮前市民館
洋舞:出演協会７区
（中原区除く）

麻生区　参加作品「眠れる森の
美女」よりプロローグ

あさお洋舞ぐるーぷより　４団
体合同１８名出演

約700名

8/27(火) 大会議室 講師：我妻民雄 46名

9/3(火) 大会議室 講師：吉森正人 59名

9/10(火) 大会議室 講師：小林和男 55名

11/1-6
オープンス

ペース

雑学教室 3/15(土) 大会議室 ソチ後のロシア 52名

デッサン会 6/9(日) 大会議室 53名

ギャラリー
 693名
(6日間)

オープンス

ペース

アルテリッカ
新ゆり美術展

3/3(月)-

9(日)

新百合21
ホール

1501名

市民芸術祭
美術部門

3/11(火)-

16(日)

アートガー
デン川崎

約1300名

文化サロン 文化講演会 10/26(土) 大会議室 講師　川染雅嗣 131名

会誌からむし55号 9/30発行 浄書室

会誌からむし56号 3/31発行 浄書室

記録担当 4/20(土) 大会議室 総会記録

平成25年度事業報告　(III)各部会の活動

邦舞邦楽演舞会　 300名

20名

演目

舞台芸能

菊池バレエ研究所 , 井上恵美子モダンバレエスタジオ, シャラ・モダ

ン・ジャズダンス スタジオ, 胡桃(くるみ)バレエスタジオ , バレエスタ

ジオ えるどえる、MIYA BALLET COMPANY、吉原バレエ学園 (7団体)

邦舞邦楽
10/26

(土)
ホール

吟舞吟詠
11/3

(日)
大会議室

第28回吟詠大会（漢詩・和歌・俳句・近代詩吟詠、
朗読、舞踊）

「同時代の作家たちと私」

1.「文学に現れる☆と宇宙」2.「寺田寅彦に見る文理融合人間」

「見落としている日本とロシアの関係」

俳句大会

10/27

(日)
大会議室  第2５回俳句大会

(1)俳句大会募集投句者数167名555句 (前回より10%増)

(2)席題句会投句者数84名84句

文化祭の応募短冊 展示21句

講師：小林和男（ジャーナリスト）

広報

編集会議・作業・発送・校正：7/12   8/9   8/29   9/10   9/20

編集会議・作業・発送・校正：１/28   2/25   3/18   3/25 

講演とピアノ演奏

アカデミー

モデル2名（小嶋佳代子さん、平山晴加さん）

11/1

(金)-11/6

(水)

絵画7名、書6名、陶芸4名、写真7名、俳画1名、絵手紙1名、木工芸1名、ミシン刺
繍1名、いけ花2名、計30名

秋水書道会

麻生区美術家協会 20名、麻生区文化協会 54名 (書6名、写真6名、陶芸4名、いけ花
38名)、民藝の女優さんを描くデッサン会(参加者) 27名

絵画：佐藤勝昭、佐藤英行、菅野明、松田洋子、山田土筆、山本絢子
書：大川恵翠、笠原秋水、笠原逍汀、木村幾月、城島紅秋
工芸：岩田輝夫、内野勝雄、太田博三、深野伶、三木裕紀子

美術工芸展

美術工芸

大会84名

俳句講座

 
 

ご報告：あさお古風七草粥の会場で行いました募金活動でご寄付いただきました 53,211円は、読売光と愛の

事業団を通じ、震災被災者子弟の教育支援にあてられます。 
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平成２6年３月

[収入の部]

科目 25年度予算 25年度決算 増減△ 摘要

会費 680,000 628,000 △ 52,000 団体33+個人96+賛助1

補助金 590,000 590,000 0 総合文化団体連合会の補助金

委託料 310,000 310,000 0 麻生区より（七草粥委託料）

事業収入 560,000 520,540 △ 39,460 俳句講座・俳句大会・デッサン会他

雑収入 2,000 79 △ 1,921 利息

繰越金 535,471 535,471 0

計 2,677,471 2,584,090 △ 93,381

[支出の部]

科目 25年度予算 25年度決算 増減△ 摘要

役務費 50,000 0 △ 50,000 本年度事務局人件費の支出なし

事務費 320,000 264,037     △ 55,963

　通信費 120,000 156,785     36,785 会員への案内送付他

　印刷費 200,000 107,252     △ 92,748 用紙・封筒・ＲＩＳＯグラフ他

会議費 150,000 128,324     △ 21,676

　総会費 40,000 29,334      △ 10,666 総会諸経費

　役員・運営委員会 60,000 60,300      300 運営委員会会議費・交通費

　会議室使用料 50,000 38,690      △ 11,310

アカデミー部 550,000 501,434     △ 48,566

　雑学教室 50,000 33,950      △ 16,050 講師および協力者への謝礼・資料代他

　俳句講座 200,000 157,546     △ 42,454 講師謝礼・郵送料・花代他

　俳句大会 300,000 309,938     9,938 選者謝礼・製本代・賞品・生花代他

七草粥の会 350,000 348,618     △ 1,382 委託料310,000円を含む

親子教室 80,000 58,000      △ 22,000 送料・葉書・用紙代他

文化祭 40,000 16,670      △ 23,330 総合プログラム作成費他

舞台芸能部 160,000 133,799     △ 26,201

　洋楽・洋舞 80,000 80,000      0 文化祭諸経費助成金

　邦楽・邦舞 80,000 53,799      △ 26,201 文化祭諸経費

美術工芸部 260,000 167,880     △ 92,120

　デッサン会 120,000 106,680     △ 13,320 モデル料・指導料・通信費他

　文化祭 40,000 21,000      △ 19,000 通信費・看板・当番手当他

　新ゆり美術展 100,000 40,200      △ 59,800 アルテリッカ新ゆり美術展負担金　他

文化サロン 30,000 30,000      0 講師謝礼、花代、資料作成・通信費他

講演会 40,000 13,650      △ 26,350 講演会用ピアノ調律費

広報部 200,000 188,800     △ 11,200 からむし55号・56号印刷代他

渉外費 230,000 177,814     △ 52,186

　市民芸術祭 50,000 47,000      △ 3,000 川崎市民芸術祭(美術部門・舞台部門)経費

　交通費 50,000 36,300      △ 13,700 総文連・文化かわさき会議交通費

　祝金 50,000 30,000      △ 20,000 区民祭・菊花大会他

　香典・見舞 30,000 41,170 11,170 香典・生花代

　その他 50,000 23,344 △ 26,656 看板作成費。発送作業費

周年事業積立金 60,000 60,000 0

30周年記念事業特別積立 100,000 100,000 0 30周年記念事業準備金

予備費 57,471 952 △ 56,519 はしご作製材料費

繰越金 394,112 394,112

計 2,677,471    2,584,090   △ 93,381

平成２5年度一般会計決算書
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月

1(火) 監査 13:00 第4

2(水) 役員会 18:30 第4

9(水) 運営委員会 18:30 第1

18(金) 総会準備 am-pm 第4

19(土) 総会

（開式14:00)

7(水) 役員会 18:30 第4 16(金) デッサン会準備委 18:30 第4

21(水) 文化祭実行委① 18:30 第1 28(水) 18:30 第3 1３(火) 俳句講座準備委① 18:30 第3

4(水) 役員会 18:30 第4 １(日) デッサン会 am-pm 大会議室･第4

３(火) 俳句講座準備委② 18:30 第3

１8(水) 文化祭舞台芸能部会 18:30 第3

2(水) 役員会 18:30 第4 25(金) 夏休み親子教室 9:30 第1 8(火) 俳句講座準備委③ 18:30 第3

25(金) 夏休み親子教室 9:30 実習室

26(土) 夏休み親子教室 9:30 実習室

27(日) 夏休み親子教室 9:30 和室･調理室

28(月) 夏休み親子教室 9:30 第1

28(月) 夏休み親子教室 9:30 実習室

29(火) 夏休み親子教室 9:30 体育室

29(火) 夏休み親子教室 9:30 第1

30(水) 夏休み親子教室 9:30 体育室

30(水) 夏休み親子教室 9:30 実習室 29(火) 俳句大会準備委① 18:30 第3

5(水) 役員会 18:30 第4 19(火) 夏休み親子教室 9:30 実習室

20(水) 夏休み親子教室 9:30 体育室 20(水) 18:30 第3

22(金) 18:30 第1 21(木) 夏休み親子教室 9:30 実習室

22(金) 夏休み親子教室 9:30 実習室

26(火) 俳句講座① 12:00 大会議室･第4

3(水) 役員会 18:30 第4

2(火) 俳句講座② 12:00 大会議室･第4

9(火) 俳句講座③ 12:00 大会議室･第4

10(水) 俳句大会準備委② 18:30 第3

10(水) 文化サロン実行委 18:30 第2

23(火) 俳句大会準備委③ 18:30 第3

1(水) 役員会 18:30 第4 30(木) 文化祭リハーサル am-pm ホール  

31(金) 文化祭リハーサル am-pm ホール

30(木)-

5(水)

美術工芸・
俳句展示

5(水) 役員会 18:30 第4 文化祭①
(30周年記念事業）

文化祭②
洋舞 am-pm ホール
吟詠 am-pm 大会議室

文化祭③

麻生フィル am-pm ホール

俳句大会 am-pm 大会議室
文化祭④

26(水) 文化祭実行委③ 18:30 第1 邦舞邦楽 am-pm ホール
(反省会) 文化サロン pm 大会議室

12月 3(水) 役員会 18:30 第４ 17(水) 古風七草粥実行委 18:30 第1

5(月) 七草摘み 現地 15(木) 雑学教室準備会 18:30 第3

6(火) 役員会 14:00 第4 6(火) 七草粥 前日仕込
13:00～

21:00

調理室･

第4

7(水) 古風七草粥の会
8:00～

17:00

調理室･

第2･第3

2月 4(水) 役員会 18:30 第4 28(土)

4(水) 役員会 18:30 第4

1８(水) 運営委員会 18:30 第1

4/1(水) 会計監査 13:00 第4

4/1(水) 役員会 18:30 第4

4/8(水) 運営委員会 18:30 第1

4/17(金) 総会準備 am-pm 第3

4/18(土) 27年度総会 pm
大会議室

・第4

舞台芸能部会

(文化祭プロ編成)

夏休み親子教室
琴平神社・修廣寺他市
民館外での教室は未定

です

参考

3月

1月

雑学教室

ギャラリー

オープンスペース

11月

10月

(からむし58号発行）

22(土)

9(日)

2(日)

1(土) am-pm ホール

(からむし57号発行)

5月

平成26年度事業計画（案）

本部 特別企画 部会活動

大会議室･第4

9:00～17:00

9月

8月

7月

6月

(合同委：運営委員・委員)

文化祭実行委②
(総合プロ・

町会用)

4月

夏休み親子教室

準備会
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平成26年４月
[収入の部]

科目 25年度予算 26年度予算 増減△ 摘要

会費 680,000         628,000 △ 52,000 団体33+個人96+賛助1(25年度実績）

補助金 590,000         590,000    0 総合文化団体連合会より

委託料 310,000         310,000         0 麻生区より（七草粥委託料）

事業収入 560,000         530,000         △ 30,000 俳句講座・俳句大会・デッサン会・親子教室

雑収入 2,000            1,000            △ 1,000 利息

繰越金 535,471         394,112         △ 141,359

計 2,677,471       2,453,112       △ 224,359

[支出の部]

科目 25年度予算 26年度予算 増減△ 摘要

役務費 50,000 30,000 △ 20,000 事務局人件費

事務費 320,000 260,000 △ 60,000

　通信費 120,000 140,000 20,000 会員への案内送付他

　印刷費 200,000 120,000 △ 80,000 用紙・封筒・事務用品・ＲＩＳＯグラフ他

会議費 150,000 130,000 △ 20,000

　総会費 40,000 30,000 △ 10,000 総会諸経費

　役員・運営委員会 60,000 60,000 0 運営委員会会議費

　会議室使用料 50,000 40,000 △ 10,000

アカデミー部 550,000 520,000 △ 30,000

　雑学教室 50,000 40,000 △ 10,000 講師および協力者への謝礼

　俳句講座 200,000 170,000 △ 30,000 講師謝礼・郵送料・花代他

　俳句大会 300,000 310,000 10,000 選者謝礼・製本代・楯・賞品代・展示用短冊他

七草粥の会 350,000 350,000 0 委託料310,000円を含む

親子教室 80,000 70,000 △ 10,000 要項発送送料・葉書・用紙代他

文化祭 40,000 30,000 △ 10,000 総合プログラム印刷代他

舞台芸能部 160,000 160,000 0

　洋楽・洋舞 80,000 80,000 0 文化祭諸経費助成金

　邦楽・邦舞 80,000 80,000 0 文化祭諸経費助成金

美術工芸部 260,000 210,000 △ 50,000

　デッサン会 120,000 110,000 △ 10,000 モデル料・指導料・通信費他

　文化祭 40,000 30,000 △ 10,000 通信費・看板他

　新ゆり美術展 100,000 70,000 △ 30,000 アルテリッカ新ゆり美術展負担金

文化サロン部 30,000 40,000 10,000 講師謝礼・通信費・資料作成他

講演会 40,000 30,000 △ 10,000

広報部 200,000 200,000 0 からむし57号・58号印刷代他

渉外費 230,000 190,000 △ 40,000

　市民芸術祭 50,000 50,000 0 川崎市民芸術祭（美術部門・舞台部門）

　交通費 50,000 40,000 △ 10,000 総文連会議出席他

　祝金 50,000 40,000 △ 10,000 麻生区民祭・菊花大会・区観光写真コンクール賞金

　香典・見舞 30,000 30,000 0

　その他 50,000 30,000 △ 20,000

周年事業積立金 60,000 60,000 0

30周年記念事業 100,000 140,000 40,000

予備費 57,471 33,112 △ 24,359

計 2,677,471 2,453,112 △ 224,359

積立金 791,137

26年度予算から 200,000

計 991,137 予備費 41,137

計 991,137

平成２6年度一般会計予算(案)

30周年記念事業特別会計
【収入】

記念事業 950,000

 



麻生区文化協会 30周年寵念事業の概要 26･4･19

1 事業 

① 記念式典 

② 記念公演 

③ 祝賀会 

④ 記念誌の発行 

2 記念公溝について

｢わが町しんゆり｣市内巡回公演 (アー トセンター)と共催

ふじたあさや氏 作 ･演出 文化協会創立時代の内容を盛 り込んでいただく予定

･ チケット 一般 2500円 文化協会として 300枚買い取り (指定席)の予定

･ 麻生区版チラシ ･ポスターを作成 

< 麻生区文化協会創立 30周年記念公演～文化協会の成り立ちって ?>という

うな内容を添える｡ 

3 日程 

10月 30日 (木) 文化祭 リハーサル 市民偉 大ホール 

30日 (木)～ 11月 5日美術工芸展 ギャラリー
 

10月 31日 (金) 文化祭 リハーサル 大ホール
 

11月 1日 (土) 文化祭 30周年記念事業 全館


記念公済 (大ホール) 

Pm l:30開場 2:00開演 4 :20終演 

pm4 :40 記念式典 祝架会 モ1･ ( )ノ) 

11月 2日 (日) 文化祭 洋舞 吟詠 全館 

11月 9日 (日) 文化祭 麻生フィル 俳句大会 全館 

11月 22日 (土) 文化祭 邦舞邦楽 文化サロン 全館 

4 今雀の協議と協力依頼について 

①	 式典 ･祝賀会


セレモニーや宴の内容 招待者 挨拶依頼 会場設営
 

②	 記念公演


チケットの販売 (8月未～ 9月初め原券受け取る)


人員配置 文化協会によるポスター ･チラシ (文化祭と合わせて)
 

③	 記念誌

編集 原稿依頼 

5 予井

周年事業積立金にて賄えると考えている｡各事業部での概算は出ているが､

なお早い時期に詳細を詰めたい｡
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