
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵庭市文化協会会報 №41 

え に わ 文 化 

発行日／令和３年６月３０日 

発行所／恵庭市文化協会 

事務局／恵庭市桜町２丁目２－７ 

    大塚芳葉 宅（☎090-8896-4943） 

 

表紙絵 恵庭美術協会所属 高崎幸子 作 「黄色い菜園」 60ｃｍ×60ｃｍ  

「コラグラフという技法による版画作品です。 

四季折々、変化にとんだ菜園の色や空気を楽しみ、その印象を表現しました。」 

・北海道版画協会会員 ・全道展会友  

 

 



●令和３年度の活動 

本年度総会も書面で実施し全議案承認 

 今年度総会は 5月 15日開催でご案内をしていま

したが、5月に入って新型コロナウイルス感染者

が急増したため、急遽、昨年同様に書面による文

書総会に変更しました。急な変更で対応が大変な

団体もあったと思いますが、ご理解・ご協力をい

ただきまして書面総会は無事成立し、提案した議

案は全部承認されました。 

 書面総会は加盟 44団体中 34団体から評決表の

提出(回答)があり、回答された団体すべてから原

案に賛成をいただきました。未回答は 10団体でし

たが、文書回答の煩雑さで失念されたのではない

かと推察しております。票数確認は緊急事態宣言

発令中だったため持ち回り会議とし、高橋会長、

武藤副会長、大塚事務局長、水高次長で確認の上、

最後に代議員代表（議事録署名人）として美術協

会の高崎会長に確認をして頂きました。以下、議

案の主なものをご説明します。 

① 市民文化祭 ５月下旬、文化祭実行委員会（文

書会議）の開催を通知し、アンケートの回答書

を整理したうえで、6月 15日に正副委員長、

事務局（市教委・文化協会）をまじえて実行委

員会を開催。その結果、新型コロナへの不安が

払しょくできないことから、今年度は昨年に引

き続き中止を決定しました。代替え措置として、

昨年同様作品の画像・動画をホームぺージにア

ップします。新しいデータをご提供下さい。 

② 恵庭市交流都市芸術祭 今年は恵庭の番にな

りますが、実物作品の展示はやめて一昨年と同

様にホームページ上で実施する予定です。 

③ 石狩管内郷土芸術祭 

・舞台発表・表彰式 9月 12日(日) 石狩市 

・展示発表 11月 20・21日 北広島市 

・文芸交流大会 8月 日 新篠津村 

④ 文化協会表彰式 11月 13日(土)市民会館 

⑤ ホームページ 協会の情報発信の大きな手段

としてホームページの役割がより重要になっ

ています。イベント情報等があれば遠慮なく、

早めに事務局にご連絡下さい。随時掲載します。 

 

 

 

⑥ 花の拠点はなふる等の活用 

「はなふる」と「フレスポ恵み野」では文化団

体等の展示を歓迎しています。使用料無料なの

で検討してみては如何でしょうか。協会事務局

又は社会教育課へお問い合わせください。 

 

連絡は密に,文化の絆を大切に！ 

恵庭市文化協会 

会長 髙橋正彰 

          加盟団体、会員の皆様、 

いかがお過ごしでしょう 

か。昨年年明けあたりか 

ら始まった新型コロナウ 

イルスの猛威はいまだ収 

まらず、今年に入って変異株(ウイルス)など 

も出始めてまったく気が抜けません。ワクチ 

ン接種が恵庭でも始まりましたが、全世代の 

国民への接種完了はいつになるのか、接種後 

も対策は引き続き気を付けて言われています。 

 そういうことで、左記のとおり協会の活動 

は昨年に引き続き大幅に制限されることにな 

りますので、ご理解をお願いいたします。 

気がかりなのは、自粛生活を余儀なくされ 

ているうち、これが当たり前になって何もし 

ない生活に慣れてしまうこと、文化のある生 

活を忘れてしまわないか、という事です。家 

族だけで過ごし、外の人（仲間の会員とか） 

に会わない孤独な生活に慣れないでください。

人間は社会的動物と言います。自分以外の人 

と会話し、行動することで自分があります。 

「孤独に親しむ」のも悪くはないですが、はっ 

きり言って(精神衛生上)体によくありません。

それぞれの趣味を忘れず、仲間と連絡を取り 

合って文化の絆を維持してほしいと思います。

ともかく、健康第一、文化は二番でいくしか 

ありません。それぞれに事業計画を練ってお 

られると思いますが、恵庭の文化の灯を絶や 

さないよう、一緒に頑張りましょう。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 



●令和２年度の活動報告 

実際の活動できずホームページ上で 

昨年度は新型コロナウイルス感染防止のため、

定期総会を文書会議としたのを始め、市民文化祭、

恵庭市交流都市芸術祭、石狩管内郷土芸術祭まで

もが中止となりました。唯一実施できたのは表彰

式でしたが、これも表彰状の授与だけで祝賀会、

アトラクションは中止。それでも関係者は制限つ

きながら出席できたので、久々に会員仲間が顔を

合わせ、笑顔がこぼれました。 

加盟各団体の活動も、市民会館大・中ホールで

の舞台発表、大会議室等での展示も軒並み中止の

やむなきに至りましたが、小規模な展示や年末以

降は予防対策を講じた上で大ホールを使った発表

会が行われたことにはよかったことでした。皆様、

お疲れ様でした。 

・定期総会 5月 27日に文書会議にて実施 

・市制施行 50周年記念「恵庭市文化展」 中止 

・第 65 回えにわ市民文化祭 中止 

・第 42 回島松公民館まつり 中止 

・第 42 回恵庭市文化協会表彰式 12月 5日、市

民会館中ホールにて実施。文化功労賞 1名、同

振興賞 12名を表彰。出席者 約 120名 

・会報発行 会報№40を発行 

・ホームページ 前記の文化祭、交流都市芸術祭 

中止の代替え措置として、文化協会のホームペ

ージに、（主に展示部門ですが）作品の画像を掲

載し、ステイホームで見られる環境整備を実施。

併せて文化宅配事業（えにわアートバンク＝昨

年度協会加盟）の所蔵作品も画像をアップした

のと、協会の基本情報の更新も実施。10月 2日

から閲覧可能となり、現在も閲覧可能できます。 

・石狩管内郷土芸術祭 展示Ｂブロック（江別・

石狩・当別・新篠津）以外は、展示Ａ、舞台

発表、文芸部門共中止。 

・石狩管内文化団体協議会表彰 文書による審査

会を実施して表彰式は中止。表彰盾は郵送に

て授与。恵庭からは民謡連合会が石文協文化

振興賞を受賞されました。 

 

 

文化協会賞等受賞者ご紹介 

（敬称略） 

●恵庭市文化協会 

文化功労賞／澤田慎仁（52歳・恵庭民謡連合会、

令和元年 6月 2日開催の第 51回道新杯全道民謡

決勝大会・全国民謡の部優勝） 

文化振興賞／岡田美千代（81歳・吟友連盟＝日

本詩吟学院北海道樽前岳風会恵庭支部）、梶田綾

子（83歳・日本詩吟学院北海道樽前岳風会恵庭

支部）、川合洋子（72歳・恵庭書道連盟）、熊坂

弘子（79歳・日本詩吟学院北海道樽前岳風会恵

庭支部）、髙橋善治（91歳・恵庭美術協会）、橋

本智（79歳・日本詩吟学院北海道樽前岳風会恵

庭支部）、長田登美子（71 歳・恵庭写真協会）、

美濃嶋笑美子（90歳・恵庭吟友連盟日本吟詠連

盟鶯窓流恵庭支部）、村田譲（61 歳・恵庭市民

文芸の会）、山田トヨ子（84歳・吟友連盟=日本

詩吟学院北海道樽前岳風会恵庭支部）、山本紘正

（80 歳・恵庭美術協会）、吉田紀子（75 歳・恵

庭華道協会）、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 2 年度文化協会賞受賞者（Ｒ2.12.5） 

 

●石狩管内文化団体協議会表彰 

 文化振興賞／恵庭民謡連合会 

●恵庭市文化功労者表彰  

文化振興賞／和田正道（73歳・恵庭吟友連盟・

岳風会）、丹治恵美子（79歳・恵庭書道連盟）

國廣澄子（79歳・恵庭書道連盟） 

 

 



 各種大会・公募展等入賞入者 

事務局で把握している令和 2 年の情報をご紹介 

します。（協会加盟団体に所属している方を掲載） 

第 67 回写真道展（北海道写真協会・北海道新聞社） 

第 1 部（自由）・入選／田中康夫、服部健治、仲

岡正美、加藤憲秋   

第 2 部（観光産業）・入選／木全正樹、佐野ミヨ  

第 3 部（ネイチャー）・入選／田中康夫、菅原恵

子、佐野ミヨ 

第 26 回北海道野生生物写真コンテスト（北海道野

生生物基金・北海道新聞社） 

動物部門・優秀作／菅原恵子 

第 61 回北海道書道展（北海道書道連盟・北海道新

聞社） 

 第 1 部（漢字多文字数の部）秀作／外山華雪、

福家慶華 入選／中村飛鳥、西前碧邦 

 第 2 部（かな）大字書 秀作／千葉香凛 

第 37 回書究院展（書究文化書芸院） 

会員・大賞（札幌市長賞） 山口春美 

※第 65 回新道展、第 95 回道展、第 75 回全道展 

はいずれも中止 

 

加盟団体の活動 

・恵庭市制施行 50周年記念エッセー賞表彰式 

 令和 2 年 10 月 15 日、恵庭市役所第 1 委員会

室において表彰状が開催された。最優秀賞(恵庭

市長賞)竹森明子、優秀賞(教育長賞)渡辺三好、

佳作(市民文芸会長賞)薄井運吉、中村和子、三浦

孝治。主催は恵庭市民文芸の会。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者を囲んでの記念写真。 

 

新規加盟団体  

花柳咲つぶら会（日舞） 

連絡先 中野悠子（℡／36－2045） 

えにわアートバンク(芸術文化宅配事業) 

連絡先 水高和彦（℡／32－3338） 

恵泉書道会  

 連絡先 末永寿泉（℡／37－2570） 

名称変更団体 

 クラウン歌謡学院恵庭 → 福江守演歌道場 

 日本アート書道 → 恵庭アート書道 

退会団体 

 ドリームラウンドダンス、白扇俳句会、 

工房香響、大正琴出水会 

ホームページ掲載情報をお知らせください 

コロナの影響で思うような活動ができない今、

ホームページの役割が高くなっています。加盟各

団体のイベント情報、各種大会、展覧会等の入賞

情報などお知らせください。情報が届き次第、速

やかにホームページに掲載します。恵庭の文化、

こんなにやっている、という意思表示になります

のでお気軽にご連絡下さい。 

恵庭市文化協会のホームページは「恵庭市文化

協会」又は「eniwa bunka .orc」で検索できます。 

 

文化の仲間を募集しています！ 

会社を定年退職したけれど毎日何もすることが

ない、退屈だ～。そんな方はいらっしゃいません

か？ 人生 100 歳時代を心ゆたかに有意義に過ご

すためにも、ぜひ文化の趣味を持って下さい。文

化協会には様々な団体が加盟しています。きっと

気に入る団体があると思いますので、お気軽にお

問合せ下さい。恵庭市文化協会は市民の文化活動

を手助けし、文化のまちづくりを進めています。 

 

＜文化協会組織状況 Ｒ3.5.15現在＞ 

加盟団体数  ４３ 団体 

会 員 数 ６４６  名 

新規加盟数   ３ 団体 

退会団体数   ４ 団体 


