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●28 年度事業
■展示作品展「誘い-Izanai」＆

えにわステーシ

ギャラリーコンサート

ョンホテルにお
いて平成 28 年度

総会の様子

一昨年まで行っていた、文化協会展示作品展「誘

文化協会総会を

い－IZANAI」を２年ぶりに実施します。展示作品

開催しました。

は、絵画、写真、書道、華道、皮工芸、陶芸、パ

冒頭、高橋会長

ッチワークの７ジャンルです。また、好評だった

から昨年度事業活動への協力に対する感謝の言葉

ギャラリーコンサートも行います。ただし、今回

と、今年度事業活動への理解・協力を求める挨拶

はジャズをお聞きいただきます。たまには、違っ

と、3 月下旬に恵庭市の要請により、静岡県藤枝

た分野の音楽をお楽しみください。

市との友好都市提携調印式に参加したことが報告

期間

平成 29 年 2 月 25 日（土）～26 日（日）

され、今後、藤枝市との文化交流が始まるとの見

場所

夢創館

通しが述べられました。

入場料

この後、総会審議に入り、議長に大久保貢氏（国

無料

★ギャラリーコンサート

2 月 26 日（日）13:30

風流詩吟会）が選出され、慎重審議の結果、事務

出演／佐々木和夫トリオ＋１（ボーカル）

局提案のとおり承認可決されました。

※入場無料

この後の懇親会には、ご来

この他は今のところ白紙ですが、昨年実施した映

賓として穂積邦彦教育長も出

画会（たんぼ de ミュージカルシリーズ）の新作が

席され、終始なごやかに楽しい

まもなく完成見込みのため、恵庭での上映会の要

ひと時を過ごしました。
出席さ

請があるかもしれません。また、今年は石狩管内

れた皆様、
盛り上げていただき

郷土芸術祭の展示が当番になっています。通常業

感謝します。また、都合で欠席

務ですが、それなりにエネルギーを使いますので、

された方々も、文化を愛する心
はみな同じです。

今年は若干の余裕を持たせました。
穂積邦彦教育長

どうぞ、今年一年の文化協会の活動に対しまして、

■文化協会表彰式

ご協力よろしくお願いします。なお、総会前の理

次の日程で実施します。表彰推薦書の提出期限

事会には 17 団体 21 人、総会・懇親会には 22 団体

は 8 月末の予定です。詳細は改めてご案内します。

56 人の参加をいただきました。

日時

11 月 19 日（土）

※藤枝市文化協会（会長 寺田益男氏）

場所

恵庭市民会館（３Ｆ）中ホール

創立は昭和 30 年。加盟団体 100（他に傘下組織多数）
、会
員数 2,050 名。組織は、四役会、常任理事会、理事会で構成
され、加盟団体は、書道部、短歌部、水石部、民舞部、社会

部等 29 の専門部に所属している。

懇親会費

3,000 円（予定）

※余興出演、大歓迎です！

●石狩管内郷土芸術祭
◎舞台発表（兼石文協表彰式・主管／千歳市）

●役員名簿
先の総会で、新役員が選任されたのでお知らせ

日時

9 月 25 日（日）

します。今回、坂口由美子副会長と出水幸子舞台

会場

千歳市民文化センター

専門部副部長のお二人から退任申し出があったた

出演団体

個別に相談します。

※観覧は自由（無料）です。お隣で近いですから、
是非ご鑑賞ください。

◎展示発表Ａブロック（千歳市・北広島市･恵庭市）

め、新副会長に山本弘子生活文化部長が、それと、
これまで会長が兼務していた文芸専門部長に村田
譲氏が選任されました。欠員となった舞台専門部
副部長と生活文化部長の 2 役は総会では決まらず、

日時

12 月３日（土）～４日（日）

事務局預かりとなって、調整した結果、以下の表

会場

恵庭市民会館

のとおりとなりました。よろしくお願いします。

出品団体 絵画、写真、書道、華道、陶芸、
レザークラフト、パッチワーク（予定）

役員名簿
役職名

（任期／H28.5.15～H30.3.31）
氏名

※最近、石文協の会議のあるたび、入場者数が話題

顧

問

只野

になっています。つまり、少ないのではないかと。

会

長

それぞれ開催地の事情があるので一概には言えな
いのですが、気にする人は気にする。今年は恵庭

副会長

が当番地になったので、協会加盟会員の皆様には
是非ご来場ください。文化協会会員だけで８００

企画部長

人以上いるのですから、2 日で 800 人は立派な実

舞台部長

績になります。

同副部長

10 月 2 日（日）

会場

江別市野幌公民館

参加団体 市民文芸の会、白扇俳句会、紙魚の会
※上記会員でなくても参加できます。参加希望の方
があれば、事務局までお問い合わせください。

新しい仲間
昨年度から今年 5 月まで、次の
2 団体が新しい仲間として加盟されました。どう
ぞ、末永くお付き合いください。
■エトワール・バレエスタジオ(クラッシックバレエ)

覚

前会長（書道連盟）

再

高橋正彰

市民文芸の会

再

武藤光一

美術協会

再

中川一男

吟友連盟

再

山本弘子

華道協会

新

渡辺信子

西崎流緑森会（日舞） 再

神田美佐子 フラスタジオ・モアナ

再

中村和子

小泉のり子バレエスタジオ

再

和田正道

吟友連盟

新

展示部長

加藤憲秋

写真協会

再

同副部長

藤田令子

レザークラフト研究所

再

文芸部長

村田

市民文芸の会

新

◎文芸交流大会（主管／江別市）
日時

所属団体

生活文化部長

譲

田中多恵子 茶道 心和会

新

監

査

福江

守

クラウン歌謡学院恵庭

再

監

査

森川悠子

花柳徳静会（日舞）

再

会

計

吉野美樹

大野社交ダンススクール

再

事務局長

大塚芳葉

書道連盟

再

事務局次長

水高和彦

美術協会

再

※表中、役職名はスペース不足のため、舞台、展示、

4 歳から大人まで、楽しく学べます。

文芸、生活文化は、部長の前に本来記入すべき「専

代表者／山口芳

門」の文字を省略しています。

連絡先／〒061-1409 恵庭市黄金南 6－9－8
℡：25－3557

恵庭ユネスコ協会創立 30 周年記念事業

■パッチワーク＆布小物アザレア会

医学博士 養老 猛司氏 講演会
「今、幸せに生きるということ」

代表者／中村榮美子
連絡先／〒061-1434 恵庭市柏陽町４－6－13
℡：34－1496
※泉徳好会、大正琴出水会は解散により退会しました。

日時

7 月 2 日（土）開場 13:00

場所

恵庭市民会館大ホール

開演 14:00

入場無料（入場整理券は社会教育課、図書館他）

