
 

平成２２年度事業報告Ⅰ 

 

月

6(火) 会計監査 18:30 浄書室

7(水) 運営委員会 18:30 第1

14(水) 総会準備 am-pm 第4

17(土) 総会

（開式14:00)

12(水) 役員会 18:30 第1 11(火) 俳句講座・大会準備委 18:30 第3

19(水) 合同委員会 18:30 第1 14(金) デッサン会準備委 18:30 第4

9(水) 役員会 18:30 第4 16(水) 夏休み親子教室
　　　　　準備会

18:30 第1 18(金) デッサン会準備委 18:30 第4

23(水) 文化祭邦舞邦楽打合せ 18:30 第1

14(水) 役員会 18:30 第4 25(日) 夏休み親子教室 9:30 第1 3(土) デッサン会 am-pm 大会議室･第4

26(月) 夏休み親子教室 9:30 第1 13(火) 俳句講座・大会準備委 18:30 第3

27(火) 夏休み親子教室 9:30 実習室

28(水) 夏休み親子教室 9:30 大会議室

28(水) 夏休み親子教室 9:30 和室

29(木) 夏休み親子教室 9:30 第1

30(金) 夏休み親子教室 9:30 第1

31(土) 夏休み親子教室 9:30 第1

11(水) 役員会 18:30 第4 20(金) 夏休み親子教室 9:30 体育室 17(火) 俳句講座・大会準備委 18:30 第3

21(土) 夏休み親子教室 9:30 実習室 18(水) 邦舞邦楽プロ編成会議 18:30 第1

22(日) 夏休み親子教室 9:30 実習室 24(火) 俳句講座① 12:00 大会議室･第4

23(月) 夏休み親子教室 9:30 第1 31(火) 俳句大会準備委 18:30 第4

24(火) 夏休み親子教室 9:30 実習室

24(火) 夏休み親子教室 9:30 修廣寺

25(水) 夏休み親子教室 9:00 体育室

25(水) 夏休み親子教室 9:30 琴平神社

8(水) 役員会 18:30 第4

15(水) 文化祭総合
　プロ作成委

18:30 第3 7(火) 俳句講座② 12:00 大会議室･第4

15(水) 俳句講座③ 12:00 大会議室･第4

22(水) 文化祭プロ
　　発送

12:00 第3 22(水) 俳句大会準備委 18:30 第3

24(金) 文化サロン準備委 18:30 第4

13(水) 役員会 18:30 第4 24(日) 麻生区文化祭①
　　麻生フィル

14:00～
21:00

ホール 12(火) 俳句大会準備委 18:30 第4

　　俳句大会 11:00～
16:00

大会議室 23(土) 麻生フィルリハーサル 17:00 ホ ー ル ・ 児童
室

10(水) 役員会 18:30 第4 4(木)-
１0(水）

麻生区文化祭
(美術・工芸展示)

3(水) 洋舞リハーサル 9:00～
21:00

ホール

6(土) 麻生区文化祭②
  邦舞・邦楽

11:00～
16:30

ホール

　吟舞・吟詠 10:00～
16:00

大会議室

7(日) 麻生区文化祭③
  洋舞

15:30～
18:30

ホール

  文化サロン 14:00～
16:00

大会議室

24(水) 古風七草粥
　　　　　実行委①

18:30 第1

8(水) 役員会 13:00 第4 8(水) 合同委員会 15:00 第1

22(水) 古風七草粥
　　　　　実行委②

18:30 第1

5(水) 七草摘み

6(木) 役員会 14:00 第4 6(木) 七草粥 前日
　　　　　　仕込み

13:00～

21:00
調理室

7(金) 古風七草粥の会 8:00～
17:00

調 理室 ･ 第
2･第3・第4

2月 9(水) 役員会 18:30 第4

9(水) 役員会 18:30 第4

16(水) 運営委員会 18:30 中止

4/5(火) 会計監査
4/6(水) 役員会・ 18:30 第4

4/13(水) 運営委員会 18:30 第1

4/22(金) 総会準備 am-pm 第4

4/23(土) 23年度総会 am-pm 大会議室

(からむし50号発行)3月

1月

参考

ギャラリー
オープンスペース

12月

11月

本部 特別企画

10月

9月

8月

7月

6月

(運営委員・委員・文化祭実行委)

(役員・団体)

(からむし49号発行)

部会活動

4月

大会議室･第4

9:00～17:00

5月



平成２２年度事業報告Ⅱ 

 

[本部] 

総会 平成 22年 4月 17日〔土〕午後 2時より (麻生市民館大会議室) 

 平成 21年度事業･会計報告 平成 22年度事業･予算案承認 

会議 役員会 

 平成 22年 5/ 12 6/ 9 7/ 14 8/ 11 9/ 8 10/ 13 11/ 10 12/ 8  

 平成 23年 2/9 3/9 4/6 

運営委員会, 委員･運営委員合同会 

 平成 22年 5/19[合同委](運営委員・委員・文化祭実行委) 

  6/16(親子教室準備委)  

  9/15[合同委] (運営委員・委員・文化祭実行委) 

  12/8[合同委] (運営委員・委員・文化祭実行委) 

 平成 23年 3/16 運営委員会(中止) 

｢あさお古風七草粥の会｣実行委員会 実行委員長 山室茂樹 

 平成 22年 11/ 24 12/ 22  

 七草畑の維持（昨年度までの募金による） 

 ユニセフ募金（34,505円） 

夏休み親子教室 事務長 千坂隆男 

 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25 

 全 16教室 応募延べ総数 614名 参加児童 324名 父母 

 講師 

 千坂隆男、笠原逍汀、岩田輝夫、加宮 節子、菅原敬子、藤間煕子、笠原登、橋本 周、  

 挾間裕子、前川朊子, 山本絢子, 菅野 明、阿部芳翠、菅原陽子、藤間勘七孝、志村幸男  

アルテリッカ新ゆり美術展 2011 (川崎･しんゆり芸術祭 2011プレイベント) 

 2/28- 3/6 会場 新百合２１ホール 

 実行委員会 12/10 1/17 2/23  

 実行委員長  佐藤勝昭 

 委員 安富信也 大前美登利 佐藤英行 矢野素直 (美術家協会) 

  阿部芳翠 岩田輝夫 笠原逍汀 菅原敬子 千坂隆男 山本絢子 (文化協会) 

 麻生区美術家協会 15名 

 麻生区文化協会 31名 (書 6名、写真 4名、陶芸 4名、いけ花 17名) 

民藝の女優さんを播くデッサン会参加者 19名, 特別企画：民藝俳優 3名 

オープニングパーティ参加者 28名 

 7日間の参観者 1705名 

 

[文化サロン部] 

文化散歩 9/30  日本民家園・岡本太郎美術館散策 16名 

文化祭参加行事 11/7 市民館第 1会議室 

 文化講演会「アメリカ珍行記－人との出会い」講師 加藤俊二 参加者 180 



[舞台芸能部]  

第 26回文化祭参加行事 

 邦舞・邦楽 11/6 麻生市民館ホール 

  出演（19団体+個人 6）：弥生会、扇昇会、都乃会、永瀬美や子、山本英子、佳寿実会、 

 ひふみ麻生舞踊教室、関崎常子、美久葉会、邦楽芸能友の会、麻生新舞踊協会、 

 あやめ会、大渕葉子、碓井トシ子、新藤澄会、千寿美会、澄里会、中西登美恵、若柳会、 

 栗原美智子、柳扇会、東扇会、琉舞の会、麻生日舞協会、麻生ゆりの会 (出演順) 

 吟舞・吟詠 11/6 麻生市民館 大会議室 

 出演(4団体)：紫水流 多摩紫峰吟詠会、(社)日本吟道学院緑神会、  

 (社)日本詩吟学院岳風会 岳窓会、(社)日本詩吟学院岳風会 聖吟会芳州支部 (順不同) 

 麻生フィルハーモニー管弦楽団 10/24 麻生市民館ホール 

  ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲 

  メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲ホ短調 

  シューマン 交響曲第４番ニ短調 

   指 揮 松浦 修、 ヴァイオリン独奏 柿沼麗子 

 洋舞 11/7 麻生市民館ホール  

  出演：あさお洋舞ぐるーぷ（7団体） 

  (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、田畑ミュージ

ックカルチャースクール・バレエ科、バレエスタジオ えるどえる、MIYA BALLET COMPANY、吉原

バレエ学園) (５０音順) 

 

[美術工芸部] 

 第 26回デッサン会 7/3 市民館大会議室 参加者 65名 

  モデル：望月香奈さん、いまむら小穂さん（劇団民藝） 

  指導：山本絢子、および、 

    麻生区美術家協会 安富信也、大前美登利、杵渕やすお、山田土筆、佐藤勝昭 

 

第 26回文化祭参加行事 10/26～11/1 市民ギャラリー 参観者 750名 

 出品者： 絵画 佐藤勝昭 佐藤英行 志村幸男 菅野 明 松田洋子 山田土筆 山本絢子  

    書   大川恵翆 笠原秋水 笠原逍汀 木村幾月 城島紅秋 渡辺芳園 

    陶芸  池部 健 岩田輝夫 内野勝雄 太田博三 

    いけ花  天田香苑 木村緑星 

    写真  千坂隆男 英 径夫 箕輪敏行 山本彬夫 

    俳画 本玉秀夫  

    絵手紙 前川朊子 

    木工芸 山口晶子 

    磁器絵付け 名嘉真多賀子  

    ミシン刺繍 三木ゆき子 

  団体展示：市民館オープンスペース 

 秋水書道会 夏休み親子教室作品展 俳句短冊 35名（アカデミー部有志） 



[アカデミー部]  

第 23回俳句講座  

 8/24 山崎せつ子氏「歩き遍路」、9/7 梶原美邦氏「語源を識って俳句を愉しむ」、 

9/15 市川草人氏「郷土の農詩人を追って」 

第 26回文化祭参加行事 10/24  

 第 22回俳句大会・句会 大会議室 参加者 80名 実行委員長：白井爽風 

  応募者数 125名 投句数 452句 句会投句数 ８0句 

 表彰 川崎市長賞 清水幸子 

  川崎市議会議長賞 谷文香 

川崎市教育委員会賞 箕輪玉兆 

  麻生区長賞 藤坂志げ子 

  麻生市民館長賞 堀内よし彦 

  川崎市総文連理事長賞 藤田風樹 

川崎市俳句連盟会長賞 佐藤登季 

  川崎市観光協会連合会会長賞 本玉秀夫 

  麻生観光協会会長賞 松野茂 

  麻生区文化協会会長賞 入江左登子 

第 8回あさお古風七草粥の会参加 23/1/7 麻生区役所広場 参加者 850名 

 米、野菜、炭等提供者、七草採取畑提供者、七草畑維持管理者 

  吉澤伊三夫氏、中山茂氏、早野里山ボランティアの会、鈴木宏平氏、古沢寛之氏 NPO 法人アルデン

テ 

 お囃子・揮毫・正月の唄と遊び協力者 

  片平お囃子連、笠原秋水氏、あさお童謡を歌う会 

 文化協会会員等（順不同）：杉本長治、山田土筆、菅原敬子、千坂隆男、伊藤胡桃、笠原恒子、橋本周、 

佐藤勝昭、佐藤百合子、伊藤志津子、菊池武久、吉田功、山室茂樹、馬場身江子、川口佳子、 

正岡皎岳、岩田輝夫、菅野明、畦田二郎、吉田晴雄、池内英夫、藤田皓、白井爽風、杉本好子、 

山本絢子、山室みゆき、泉谷洋光、八木満佐子、塩澤烈子、河野真砂子、松田洋子、藤原三紀、 

加宮節子、坂東千寿美、八重樫洋子、今津ミサ子、永井茂子、松本澄里、蒲原政江、金嶋千代子、 

八並千喜子、田沢きよ子、出口洋子、住吉玉甫、上条緋呂子、近藤由美子、吉原嘉依子、藤間杜叟、 

田中延子、前田恭子、横須賀朝子、沢村一寿、川辺かつみ、船木タツノ、植田扇寿、若柳吉都雅 

 協力団体 麻生区子供会連合会、麻生区役所地域振興課、麻生市民館、麻生図書館、 

    川崎市文化財団、麻生区町内会連合会 

雑学教室「麻生区の津久井往還を歩く」 11/27  参加者 16名 

 講師 千坂隆男、山田土筆、中島豪一、鈴木有 

 

[広報部] 

からむし 49号発行 22/9/30 

  編集会議・作業・発送・校正 作業日 平成 22年 7/7 7/21 8/10 8/17 8/31 9/10 10/1 

からむし 50号発行 23/3/31 

  編集会議・作業・発送・校正 作業日 平成 23年 1/18 2/22 3/1 3/18 4/7 4/21    



記録担当 総会(4/23)  

 

[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 菅原敬子 千坂隆男 

  ・教文各市民館ホール等審査委員会 委員 菅原敬子 

  ・文化かわさき編集委員 佐藤勝昭 千坂隆男 

  ・美術部門実行委員 笠原逍汀 山本絢子 

  ・舞台部門実行委員 伊藤胡桃 中島邦子 

  2. 麻生区役所関係 

  ・麻生区民祭実行委員会 

 催し物部門 副部長 坂東千寿美 

   委員 若柳雅亀路、若柳吉都雅、藤間杜叟、石川美代久孝 

    松本澄里、植田扇寿、京恭吉、橋本周 

 舞台部門 副部長 菊池武久 

  委員 千坂隆男、伊藤胡桃 

・区民会議 副委員長 菅原敬子 

 ・しんゆり芸術のまちフォーラム 理事 千坂隆男 

 ・麻生音楽祭顧問 菅原敬子 

 3. 麻生市民館 

  ・運営審議会委員 橋本周 

・地域教育会議委員 畔田二郎 

 4. 川崎市観光協会連合会 菅原敬子 

5. アートセンター運営協議会委員 菅原敬子 

 

第 27回かわさき市民芸術祭 

 ・舞台部門 23/3/13 中原市民館大ホール  

  出演   麻生日舞協会 

 ・美術工芸部門 3/16-3/20- アートガーデン川崎（3/11の東日本大震災を受けて中止） 

  絵画 佐藤勝昭、佐藤英行、志村幸男、松田洋子、山田土筆、山本絢子 

  書 笠原秋水、笠原逍汀、木村幾月、大川惠翆、城島紅秋 

  陶芸 池部健、岩田輝夫、内野勝雄、太田博三 


