
平成26年10月31日(金)～11月22日(土)

27年1月7日(水)　あさお古風七草粥の会

27年3月9日～15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、麻生区役所前広場で、
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、席書、童謡合唱などを楽しみ
ながら七草粥を食していただきます。

本年3月の美術展にひきつづき本会
と麻生区美術家協会のコラボにより、
川崎市文化財団との合同主催にて
開催します。乞うご期待！！

■　会報 「からむし」 (広報部編集）

「からむし」は年２回（9/3０, 3/31)発行の会報です。

巻頭は、美術工芸部会会員による麻生区内の
　　　　寺社のイラストと寺社の紹介文です。
p.2は　文化協会顧問・役員からのメッセージ、
p.3では現在会員の姿を毎回本人の
　　　　執筆で紹介、
p.4-5では、麻生区に貢献した団体・
　　　　個人を紹介、
p.6-7では、文化協会イベントを報告　　　　
p.8では会員の活躍（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)

27年2月28日　雑学教室（アカデミー部主催）

麻生区文化協会創立30周年記念特別公演

講演会　(詳細未定）　

劇団わが町公園風景
わが町しんゆり

原作　ソーントン・ワイルダー

劇団わが町特別公演

翻案・作・構成・演出　ふじたあさや

麻生市民館大ホール　開場13:30 開演14:00

麻生区文化協会創立30周年記念事業

平成26年11月1日（土）

<チケット料金＞一般\2,500 小学生以下\1,000

◆ お問い合わせ：川崎市アートセンター

TEL 044-955-0107

麻生区文化協会創立30周年を迎えて

麻生区文化協会は今年度創立30
周年を迎えます。３０周年を機に
－あたらしい風と創造－を掲げま
した。新百合ヶ丘を中心に発展を
めざす麻生区にふさわしい、また
若者が住みたくなる魅力ある街の

要素として芸術・文化度の高さが問われています。
創立時の理念と熱い想いを忘れずにあたらしい風と
創造を取り込みながらこれからも活動して参ります。

翻訳　鳴海四郎

（全席指定　税込み）

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

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

創立３０周年記念

麻生市民館

麻生文化センター内　麻生市民館　

新しい風と創造

11月1日(土) 大ホール14:00-16:30 (13:30開場)
劇団わが町特別公演「わが町しんゆり」

10月31日(金)～11月5日(水) 10:00～17:00　　
美術工芸展　ギャラリー・オープンスペース

11月2日(日) 
洋舞 　　　  16:00 大ホール
吟舞・ 吟詠　10:00 大会議室

11月9日(日）
麻生フィル 　14:30  大ホール
俳句大会　　11:00  大会議室

11月22日(土)
邦舞・ 邦楽　 10:00  大ホール
文化講演会　14:00  大会議室

(（前回公演より）



■文化講演会

麻生市民館 大会議室　14:00-16:00

申し込み方法：　

10月31日(金)～11月5日(水)

松田洋子　山田土筆　山本絢子　
大川千恵子　笠原秋水　笠原逍汀　木村幾月
城島紅秋　渡辺芳園
池部健  岩田輝夫  内野勝雄 太田博三 深野 怜

小田島寛 小田島紀美 千坂隆男　西井和子

英　径夫　森　妙子
本玉秀夫

市民館3F廊下オープンスペース秋水書道会

■邦舞・邦楽　　

麻生市民館大ホール　10:00-1４:３0

出演団体及び個人

■吟舞・吟詠　　
麻生市民館 大会議室　10:00-16:０0 

出演団体
紫水流　多摩紫峰吟詠会

（順不同）

■麻生フィルハーモニー管弦楽団　　

第60回定期演奏会

会　場　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 16:00-18:30

出演　あさお洋舞ぐるーぷ

井上恵美子モダンバレエスタジオ

菊池バレエ研究所

胡桃（くるみ）バレエスタジオ

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

MIYA BALLET COMPANY

吉原バレエ学園

　詳細は　洋舞用プログラムをご覧下さい。

◆お問い合わせ◆　TEL: 044-989-5439 （伊藤）

（公社）日本吟道学院緑神会

（公社）日本詩吟学院岳風会　岳窓会

（公社）日本詩吟学院岳風会　聖吟会芳州支部

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://t.pia.jp

　　0570-02-9999（Pコード　225-909） 
　マイタウン２１チケットセンター（窓口販売）

　　（新百合ヶ丘マプレ１F写真工房 「彩」内）

◆お問い合わせ◆ 
　TEL： 044-955-1953（横須賀）

11月9日(日)

書　　 -

陶芸　 -　

団体展示

写真　 -　

俳画　 -　

〒215-0004 麻生区万福寺1-5-2 麻生市民館内
麻生区文化協会　文化サロン部宛

30周年特別企画「四季の彩り」

麻生日舞協会、佳寿実会、栗原美智子、新藤澄会

関崎常子、 澄里会、 扇昇会、千寿美会、 貴美会

東扇会、  永瀬美也子、  中西登美恵、  夏蒐太鼓

邦楽芸能友の会、美久葉会、都乃会、盛川三也子

弥生会、若柳会、柳扇会、琉舞の会　(50音順）

詳細は邦舞・邦楽用プログラムをご覧下さい。

木工芸 -

11月22日(土)

■美術工芸展

佐藤勝昭　佐藤英行　志村幸男　菅野　明絵画　 -　　　

山口昌子

市民ギャラリー　10:00-17:00

◆お問い合わせ◆　TEL:  044-951-1089（森）

11月2日(日)

麻生いけばな協会（前期・後期）

ミシン刺繍 - 三木裕紀子

個人展示

下記に郵送してください。　　　　　

◆お問い合わせ◆　TEL: 042-331-6220 （正岡）

絵手紙 - 前川朋子

◆お問い合わせ◆　TEL: 044-955-6678 （山本）

指　揮　松浦修　 
曲　目　ウォルトン　戴冠行進曲「宝玉と王のつえ」

　■第26回麻生区俳句大会

受　付　席題の発表・選句集（一般の部）・

開　会　席題の投句締め切り・大会の開会　12:00

席題句会　当日の参加者より席題１句を募集し、参加者　

表　彰　応募句の「一般の部」の入選９句に対し

◆お問い合わせ◆　TEL: 044-954-1181 （本玉）

麻生市民館 大会議室 1１:00-1６:00

童謡・唱歌のふるさとを訪ねこころを歌おう

講師：梶　亨

出演： 鳥飼 和歌子

はがきに住所氏名電話を明記の上　

(講演 と うた)

＊小学生(保護者同伴),中高生も可

◆お問い合わせ◆　TEL 044-953-7513　(坂東)

11月9日(日)

百合ヶ丘小、真福寺小、麻生小
エルガー　チェロ協奏曲 ホ短調 Op.85
ベートーヴェン　交響曲第5番「運命」Op.67

チェロ独奏：伊藤 悠貴

川崎市長賞他8賞が授与されます。

全員の相互選を行い30位まで賞が出ます。

作品集（小学生の部）に贈呈。  11:00

また、優秀句30句に対し賞品が授与されます。

注　麻生区文化協会30周年を記念して,今回より「小学生の部」を設立
－俳句大会の募集は8月31日に締め切りました－

特別企画：第3部　合同作品「くるみ割人形」第2幕 麻生市民館大ホール　1４:３0-17:00

出演

夏蒐太鼓、 邦楽芸能友の会、 吟詠・剣舞、 新舞踊

琉舞の会、岡上太鼓、都乃会、あさお童謡をうたう会

麻生日舞協会、新舞踊会

あさお童謡をうたう会

切り絵 - 藤田正俊

記念展示　「茶の造形」
30周年を記念して、会員制作の茶道具を展観します。
出品者：加宮節子　山本絢子　前川朋子　岩田輝夫

内野勝雄　深野　怜

俳句展示 10月31日～11月5日 市民館オープンスペース

(早めにおでかけください）

特別企画：会場の皆さんもともに吟じましょう
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