
市民 文化と

あなたも してみませんか？イベント
皆で してみませんか？意見交換 市民と し合う文化 振興会。

CAP
C=Culture
A=Art
P=Promote

http://nstokyo.info

http://nstokyo.info

西東京市文化芸術振興会

西東京市民会館・松の間（5階）【場所】

西東京市民会館・松の間（5階）【場所】

2012年4月21日（土）午前10時～11時【日時】

2012年4月21日（土）11:30～13：30【日時】

第４回総会

第４回「市民と文化サロン」
あなたは、ナニで西東京市の情報を、キャッチしていますか。それに、お答えします。サロンでお待ちいたしております。

「地域社会の文化とコミュニティメディアの関わり  につい て」　（仮題）【テーマ】

「ほのぼのマイタウン」
代表・松永和子氏

「スマイルタウン通信」
代表・谷　隆一 氏

「エフエム西東京」
代表・有賀達郎氏

西東京市のコミュニティメディアの代表の皆様
それぞれの立場から、忌憚のないご意見をお伺いし、
会場の皆様とも意見交換をし、楽しく交流をしましょう。

パネリスト

2012年６月１６日（土）　　　14:００ 開演（13:00開場）
保谷こもれびホール メインホール　入場料 1000円
西東京市文化芸術振興会では、保谷こもれびホールと共催で、西東京市および近郊在住の、これから羽ばたいてゆく
新人アーティスト＝ニューカマーアーティストを育成・応援する目的で、フレッシュコンサートを開催します。
昨年に続き2回目となる今回は、声楽アーティストを公募し、コンサートをお楽しみいただきます。      
出演者を募集しています
〈募集 音楽家〉 西東京市および近郊在住の、プロフェッショナル、プロを目指している声楽家　
〈ジ ャ ン ル〉 声楽のソロ、もしくはアンサンブル（4名まで 伴奏者は除く）（45歳以下）
〈演 奏 内 容〉 1名（1団体）　15分程度のクラシック曲（複数曲 可）
〈参  加   料〉 1名（1団体）　10000円　（出演者には入場券を30枚差し上げます）
〈受 付 期 間〉 2012年3月15日（木） ～ 5月15日（火）
各出演者には演奏後、二期会の加賀清孝氏（バリトン）、黒田晋也氏（テノール）、東京ニューシティ管弦楽団の音楽監督の内藤彰氏等の

。すまいてれさ意用も彰表の賞衆聴・ 賞長市・ 賞秀優　はに者演出、たま。すまきでがとこるけ受をスイバドアな的践実、的術技、りよ陣師講  
応募要綱　下記の①から④までの資料をお送りください（書式自由）
送付先 〒202-0013  西東京市中町1-5-1 保谷こもれびホール フレッシュコンサート係　　　　
①出演者全員の氏名・年齢・住所・電話番号・メールアドレス
②演奏予定曲目・およその演奏時間　　③出演者全員の写真・経歴　
④審査の参考用としての試聴用音源（CD/DVD/MD/CD-ROM など）
聴衆賞を選出していただく市民を50名募集しています
　若きアーティストの演奏をお聴きいただき、出演者の中から最も支持するアーティストを
　選出していただく市民の方を50名公募いたします。下記までハガキにて、氏名・年齢・住所・電話番号を記載のうえ 
お申し込みください。応募者多数の場合は抽選させていただきます。
入場料は無料になります。
〒202-0013 西東京市中町 1-5-1 保谷こもれびホール フレッシュコンサート係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
後援：西東京市、西東京市教育委員会、FM西東京
お問合せ：西東京文化芸術振興会　西田　080-1164-5253  http://nstokyo.info/
          保谷こもれびホール　042-421-1919  http://www.komorebi-hall.jp/　

西東京ニューカマーアーティスト  ～ クラシック 声楽 フレッシュコンサート 2012 ～
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振興会 会員の催事

4月22日（日）13：00 ～　15：00 ～（2回公演）田無駅前　アスタ専門店街２Fセンターコートにて
※吹奏楽のミニコンサートです。耳馴染みのある曲目を中心に、各 40 分程度の演奏を２回行います。お買い物ついでに、お楽しみください。

６月３日（日）13：30 開場　14：00 開演　ルネこだいら・中ホールにて　入場無料 指揮：石井孝明 曲目：吹奏楽の為の民話、オペラ座の怪人、マンボ・
ジャンボ　他

6月10日（日）13：30 開場　14：00 開演　保谷こもれびホール・小ホールにて　入場無料　　西東京市民吹奏楽団の中に誕生して12年。自主演奏会も10
回目を迎え、団員も増えてきました。

7月29 日（日）13：30 開場　14：00　開演　なかの ZERO・大ホールにて　入場料 800 円（全席自由）指揮：広井隆　曲目：ヨハン・シュトラウス /喜
歌劇「こうもり」序曲、シューベルト /交響曲第 7番「未完成」、シベリウス /交響曲第 2番東京学芸大学管弦楽団OBを中心としたオーケストラです。

J.S. バッハ：管弦楽組曲より「アリア」「ガヴォット」モーツァルト：フルート協奏曲 第 1番 第 1 楽章　ワーグナー：「ニュルンベルグのマイスター
ジンガー」序曲 　ドヴォルザーク：交響曲 第 8番 　日時：2012年4月30日（月・祝） 　開場・午後1：00、　開演 午後 1：30　会場：保谷こもれびホール
（メインホール）指揮：西森光信（日本フィルハーモニー交響楽団）入場料：高校生以下 500 円、一般 1,000 円  主催・西東京ジュニアオーケストラ   
後援・西東京市、西東京市教育委員会、西東京市文化芸術振興会、保谷こもれびホール、ソロプチミスト・東京ー西

第４回発表会「Yｕｍ　Yｕｍ　Dｒｅａｍ」４月２８日（土）１８時３０分～　２９日（日）１３時～、１７時～全３回公演 　入場料５００円（全席指定）保谷こもれびホール・メイン
ホール　

９月～１２月（１２月２８、２９発表公演）「子どもミュージカルワークショップ」開催予定　小学生参加募集（６月頃、募集開始予定）　保谷こもれびホール

【子どもげきじょう西東京】
５月1２日（土）１７:００～　保谷こもれびホール小ホール　低学年・高学年合同例会「ワンダードラムパフォーマンス」日本音楽企画　超絶技巧のパーカッ
ションパフォーマンス、ぜひいらしてください。 ６月２４日（日）総会　会員対象　☆会員募集随時（入会金 300 円　会費　月 1200 円）　HPもぜひご覧
ください。http://www.tokyo-stay.jp/kodomogekijo-nishitokyo/☆例会特別鑑賞券あります。事務局へお問い合わせ下さい。　☆問い合わせ・連絡先：
西東京市中町２-8-11 水沢コーポ 201　子どもげきじょう西東京　 火・金 10時～15時開局　電話＆FAX：042-421-5133( 留守電・FAX24 時間 )

【西東京 Fｕｌａフェステイバル 2012】
２０１２年４月22 日（日）　保谷こもれびホール・メインホール　開場・１２時　開演・午後１時　終演・午後５時３０分予定 入場料・２０００円（全席自由）
後援・西東京市文化芸術振興会

【ノーザンシックスビッグバンド】
２０１２年５月１０日（日）　開場・午後１時３０分　　開演・午後２時　西東京市民会館公会堂　　入場料無料（先着順）　スペシャルゲスト・佐藤允彦（ピアノ）　後援
西東京市・西東京市教育委員会・西東京市文化芸術振興会

【ギャラリーspace koh 】
●「服部龍太郎書展～春～」4/8（日）～ 4/10（火）●「ゆりかテキスタイル個展～万葉からの花々～」4/18（水）～ 4/22（日）●「ザッカーニバル～薫る風に
誘われて～」（手作り雑貨と焼き菓子）5/2（水）～5/6（日）●「東京手描友禅 佐藤洋宜個展～しゃれ帯展～」5/23（水）～5/27（日）●「ザッカーニバル～雨の
日のパーティ～」（手作り雑貨と焼き菓子）5/30（水）～6/3（日）●「重松 優子アメリカントールペイント展」6/8（金）～ 6/10（日）●「コム・シャンテ パリの
アクセサリーと小物展」6/13（水）～ 6/17（日）●「ザッカーニバル～海の色 空の色～」（手作り雑貨と焼き菓子）7/4（水）～ 7/8（日）●「手作りＴシャ
ツ展」7/25（水）～7/29（日）SPACE KOH 和田 香澄 0704space-koh@mbr.nifty.com

【ユメミノ音泉村 】
村長なつし聡が 25年ぶりのソロアルバム『キャッチボール～ソングブック・オブ・マイ・ライフ』を 2月 22 日に発売。全国 CDショップ、
amazon、楽天などネットショップでも取り扱い中。手作り感満載の PVも好評！ http://youtu.be/4fA2y9FMZrA

【西東京音楽祭出演者募集中 】
「第 5回西東京音楽祭＠コール田無（多目的ホール）2012/5/19（土）-5/20（日）」 西東京を音楽の溢れる街にしようと 2008 年に立ち上げた西東京音
楽祭も次回でいよいよ第 5回目。ジャンルや年齢の壁を越えて音楽好きが集まる手作りのイベントです。ただいま出演者募集中！西東京に縁のある方
ならどなたでもOK！＜応募方法＞. デモ音源（2～ 3曲）と応募用紙に必要事項を記入の上、下記応募先へ送付してください。
応募用紙と詳細はは専用HPで。http://blog.livedoor.jp/nishitokyoongakusai/　3/31（土）締め切りです。

【小早川家 】
演能予定 4月27 日（金）18 時半　代々木果迢会　「白楽天」小早川 修 5月25日（金）18時半　代々木果迢会　「石橋　師資十二段」浅見 慈一・小早川 修 7月
13日（金）18時　　銕仙会「天鼓　弄鼓之舞」小早川 修 謡音読会予定　いずれも10時より、国立能楽堂２階大講義室 4月 30日（振替休日）　「熊野」５月２０日（日）
　「頼政」６月１７日（日）　「天鼓」７月１５日（日）　「通盛」問い合わせ・お申し込み先　小早川　℡・FAX　042-462-9350　　メール：kobayakawa_o@yahoo.co.jp　詳細は、
小早川家サイト　 http://kobayakawa3.web.fc2.com/

【東大生態調和農業機構観桜会 】
４月７日（土）　８日（日）午前１０時～午後３時　農場博物館トロッコお披露目式　午前１１時３０分～

【ウインドアンサンブル和（いずみ）アスタ・ミニコンサート】

6月3日（日）13：30 開場　14：00 開演　保谷こもれびホール・メインホールにて　全席自由 1,000 円 　後援・西東京市文化芸術振興会
指揮：新通 英洋　曲目：ニールセン /序曲「ヘリオス」、シューベルト /「キプロスの女王ロザムンデ」より、ブラームス /交響曲第 4番

【西東京フィルハーモニーオーケストラ　第１５回定期演奏会】

【ドリーム・ウェスト・ウィンド・オーケストラ　第3回演奏会～ときめき～】

【ウインドアンサンブル和（いずみ）　第１０回演奏会】

【ガリマティアス・ムジクム　第33回定期演奏会】

【西東京ジュニアオーケストラ　　第5回 定期演奏会】

【ウエスト・ファン・ジュニア】

【ｋｉｄｓミュージカルファクトリー】

CAP



保谷こもれびホールにおけるスタンダードJａｚｚコンサートCAP

最近、巷にあっても、ここ、保谷こもれびホールにおいても、どう言うわけか、クラシック音楽が主流であ
ります。例えば、何人かの人にどの様な音楽をやっているのか聞くと、クラシックかコーラスと言う返事が
多く返ってきます。その様な中にあって、 中高生の吹奏楽部では、 ジャンルを問わずクラシックも Jazzも
ポピュラーも演奏しています。頼もしい限りです。こんな環境の中で、私たちは、こもれびホールでサントリー
ホールやライブハウスで楽しく聴けるJazzを取り上げてきました。一番うれしかったのは、＜ダークダックス＞
を聴いて、お年寄りの方が「生まれてはじめて、こもれびホールで聴けたことが、一番楽しかった！良かった！」
と言っていただいたことです。保谷こもれびホールのメインホールで実施した Jazz には

●前田憲男とウインドブレイカーズ（ストリングス）
●ダークダックス・クリスマスコンサート
●スリーグレイセス・コンサート
●タイムファイブ・コンサート
●寺井尚子ジャズバイオリン・コンサート
●こもれびジャズフェステイバル（ミッキー・カーティス）

などがありますが、その他、小ホールでのコンサートには（トリオ・カルテット）などがあり、これからは、
旧財団が組織していた「ジャズ友の会」を復活して、小ホールで金曜日の夜開催していた「フライデーライ
ブジャズ」を開催したいと考えています。指定管理になり「ジャズ友の会」を失なったことは残念であります。
クラシックと異なり多くの観客数を持たない Jazz は、地道な努力を積み重ねて、保谷こもれびホールの
Jazz 人口を増やしてゆく方法がベストだと考えます。指定管理になってから、私どもの Jazz に関する市民
企画は、ほとんど、採用されなかった。残念です。　　　　　　　　　　　                     ／ ODA PLANNING

前田 憲男（ピアノ）トリオ

椎名　豊（ピアノ）トリオ キャロル山崎（ヴォーカル）

ダークダックス（コーラス）



「自分たちの街で感動を分かち合いたい！」西東京シネマ倶楽部
CAP

編集後記 編集後記CAP CAP

「、は動活の部楽倶マネシ京東西 感動を分かち合いたい！」そんな映画愛好者たちの思いから始まりました。

■私たちの街には映画が必要なのです。
 私たちは、１９９８年以来上映活動を継続して来て、上映本数は 150本をカウントし、すでに、既存の映画館で
もなくシネコンでもない地域に密着した「コミュニティシネマ」として、映画と個々人が取り持つさまざまな
文化を発信しています。具体的にいえば、     志高らかに目指すのは我らの町での“感動の共通体験”映画祭です。
　
この映画祭は旧田無市の谷戸シネマ倶楽
部、　旧保谷市の保谷シネマクラブの合併
によりできた西東京シネマ倶楽部の会員
によって企画、 運営されています。企画
内容は 一般映画の上映と全国募集して
行う自主制作映画コンペティションの２本
柱になっています。 特に自主制作映画
コンペティションはこれからの日本の映画
・映像製作に関わる若い製作者の支援を
目的に始められたシネマ倶楽部のメイン
事業で、昨年で10周年を向かえ 全国でも
有数の自主制作映画コンペティションに
成長しつつあります。私たちの活動により
映画で多くの人たちの輪を結び、多摩地域
の文化向上に寄与できる情報発信の場と
なっていけばと願っています。

知りたがり屋の振興会
今まで、「市」の発信する情報は、「市」の発行する市報を読んだり、
活字でいろいろ受け止めたり、 ホームページで得ていましたが、
ある時期から、それでは、生身の情報が伝わってこないのではと、
大変忙しい「市」の文化振興課を訪ねて聴き難い事を聴いたり、
ぶつけたりもしました。また、３月には市議会・「文教厚生委員会」
を傍聴し議会のやりとりをしっかり聴きました。市民の方が全員、
それをやることは、時間的にもむずかしいこともあり、振興会が
行動して、その内容を解り易く噛み砕いて、これからは、皆様にお知
らせ出来るものはお知らせしたいと考えています。

会員、千葉さんの愛犬「ハナ」（７才）

犬種・「ウェルシュコーギー」イギリス生まれで、
古くからイギリス王室で飼われている。とても
活発で運動が大好き。頭が良く、物覚えが早い。
胴長・短足、尻尾が短い。        私は、牧畜犬です。

【2012 年度シネマ倶楽部予定表】
●5月6日（日）こもれび市民名画座「大鹿村騒動記」 ●7月13日(金)こもれび市民名画座　●9月9日　西東京市民映画祭　
●9月30日　西東京市民映画祭　●10月7日　自主制作映画コンペティション最終予選会/谷戸公民館　
●11月7日　自主制作映画コンペティション本選会・表彰式
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