
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵庭市文化協会会報 №42 

え に わ 文 化 

表紙写真は、ガーデンフェスタ北海道 2022「市民ステージ」において日本舞踊を披露した 

花柳徳静会（島松会）所属 森川悠子さん。 

撮影は、北海道写真協会 及び 恵庭写真協会 所属 佐野ミヨさん。 

発行日／令和４年８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） 



●令和４年度の活動 

令和 4 年度総会を開催しました 

 過去 2 年間、新型コロナ禍で書面総会を余儀な

くされていましたが、今年は 5 月 21 日、市民会館

において対面による総会を開催しました。22 団体

が出席し、来賓として岩渕隆教育長にもご出席い

ただき、ご祝辞を頂戴いたしました。岩渕教育長

は昨年春に着任されていますが、コロナ禍で協会

会員に直に会うのは昨年 12 月の協会表彰式以来。 

 さて、総会は議長に国風流詩吟吟舞会恵庭支部

の大久保貢氏が就任し、的確な議事進行により提

案された議案承認と、役員改選においても全員の

再選と欠員だった文芸専門部長にはこぶし俳句会

の佐川氏の就任も併せて承認可決されました。 

 今年の事業計画も昨年に引き続き、新型コロナ

の先行き不安で具体案はなく、社会情勢を見極め

ながら臨機応変に対応していくことを納得しての

可決でしたが、現今の社会状況では対策を万全に

しての開催となる見込みです。 

 このほか、来年は協会創立 50 年に当たることか

ら、記念事業を実施すべく実行委員会を設置する

ことが決まりました。実行委員会は役員会を主体

に、必要に応じて加盟団体にも加わってもらう予

定です。 

また、石狩管内文化団体協議会の会長職の当番

が回って来て、今年と来年の 2 年間事務局を担当

することになったことを報告します。 

＜具体的な事業計画＞ 

①市民文化祭展示発表 10 月７～9 日 市民会館 

②市民文化祭舞台発表 10月 15～16 日 市民会館 

③菊花展 11 月４～6 日 はなふるセンターハウス 

④美術協会・呈茶 11 月 2.3 日 夢創館 

⑤島松公民館まつり 11 月２，３日 島松公民館 

⑥第 44 回文化協会表彰式 11 月 5 日 市民会館 

⑦少年少女文化体験事業 5 月～3 月華道協会主管 

⑧恵庭市交流都市芸術祭 未定（今年恵庭が当番) 

⑨石狩管内郷土芸術祭舞台発表 9月 11日 石狩市 

⑩同上展示発表 千歳市(期日未定) 

⑪同上文芸交流大会 8 月 28 日 当別町 

⑫シルバー作品展 9 月 30 日～10月 4 日かでる

27（該当団体には個別に連絡します） 

 

 

会長再任のごあいさつ 

恵庭市文化協会 

会長 髙橋正彰 

           

左記の総会において、 

あと 2 年間会長職を担当 

することになりました。 

コロナ禍ということもあ 

って、なかなか思うような活動ができず、歯 

がゆい思いでおりますが、加盟団体各位のご 

協力をいただきまして任期を全うしたいと考 

えております。改めまして、よろしくお願い 

いたします。 

さて、文化協会が設立されたのは昭和 48 

 年で、来年が満 50 年という節目の年となり 

 ます。当時のことを思い返すと、恵庭に文化 

 の灯をともすのだ、という熱い信念に燃えた 

先輩方が議論を交わした末に誕生したのが文 

化協会でした。若かった自分は、文化って難 

しい？ と密かに思いましたが、いざ自分が 

文化活動に身を投じてみると、面白い！ 文 

化の道に入ったきっかけは各人各様でも「面 

白い」ということは多分同じだと思います。 

そうでなければこんなに続けられません。世 

の中には他にも楽しい事、面白いことがあふ 

れていますが、「自分だけの文化を創る楽しみ」 

はそうあるものではありません。この楽しみ 

をより多くの市民に伝えていくことも文化協 

会(会員)の役割・使命だと思います。 

 どうぞ皆様方、コロナに負けずに自分の文 

化の道を歩んで下さい。一生懸命やっている 

姿を見せることで、回りの人達に文化の灯を 

あててください。 

 来年、文化協会は 50 歳。恵庭の文化は文化 

協会が育てた、支えてきたのだという自負心 

を持って活動しましょう。記念事業に皆様の 

お力をお貸しください。役員一同、精一杯努 

めて参ります。 

 



今年は文化祭実施を決定！  

 6 月 14 日、市民会館において第６７回市民文化

祭実行委員会が開催され、慎重審議の結果、今年

の文化祭は 3 年ぶりに開催することが決定されま

した。 

理由は①ワクチン接種が進み、医療機関のひっ

迫度が低下した ②コロナに関する知識情報がい

きわたり、心理的余裕ができた ③よさこいソー

ラン祭り開催、スポーツ競技での声援解禁など、

大型イベントが続々と戻ってきている ④過去 2

年間、文化活動は自粛停滞を余儀なくされ、活動

する意欲がそがれている。文化祭という目標があ

ることで、改めて活動する意味を確認し、行動で

きる――以上のような事柄があげられました。 

ただし、コロナは終息したわけではないので、

万全の対策を講じての実施となります。参加者各

位のご理解・ご協力をお願いします。 

なお、島松会場は「島松公民館まつり」として

地域一丸となった特色ある文化祭を実施していま

すが、コロナ対策により内容が変更になる事があ

ります。 

 文化活動は心にいきがいを、生活にはりをもた 

らしてくれる大事な行為であり、一人一人の活動 

がサークル、団体に結集して、文化の香り高い潤 

いのある地域社会を形作っていきます。けっして 

不要不急のことではなく、人が人として生きて行 

きていくうえで欠かせない大事な事ですから、自 

信をもって活動してください。ただし、体調管理 

にはお気をつけて。文化祭では笑顔でお会いしま 

しょう。 

●展示部門 

 次の 4 会場で実施します。市民会館は搬入時、

人で密になりやすいため、日数を 2 日に増やしま

した。このため、展示期間をこれまでの 3 日から

2 日に短縮しました。 

① 市民会館 準備：10/６～７ 10:00～21:00 

     展示：10/８～９ 10:00～17:00 

        （最終日は 16:00 まで） 

       内容：文化協会、市民講座、公民館 

サークル、一般公募  

 

 

② 夢創館  準備：11/１ 10:00～18:00 

     展示：11/２～３ 10:00～ 

     内容：文化協会（美術協会ほか） 

③ はなふる 準備：11/４ 

     展示：11/５～６  9:00～17:00 

       内容：文化協会（菊花愛好会） 

④ 島松公民館 準備：11/１ 10:00～18:00 

      展示：11/２～３ 10:00～18:00 

         （最終日は 16:00 まで） 

●舞台部門 

①市民会館 リハーサル 10/11～14  

      本番 10/15 11:00～16:00 

         10/16 11:00～16:00 

 ※出演時間は 1 団体 10～20 分以内。10 月 15 日

はリノリウム使用。出演団体数は 36 団体とし、

申込み多数の場合は抽選となります。 

②島松公民館 本番 11 月 3 日 

●問合せ 文化祭実行委員会事務局（市教委社会

教育課、島松公民館） 

※文化祭の回数は、昨年、一昨年の中止も数のうち

として数えています。 

 

実行委員会名簿 

 実行委員長 髙橋正彰（文化協会会長） 

 副実行委員長 和田正直（文協副会長・広報） 

        武藤光一（文協副会長・展示） 

        山本弘子（文協副会長・舞台） 

        渡辺一明（島松公民館長） 

 展示部会会長 加藤憲秋（文化協会展示部長） 

  同委員   藤田令子・大塚芳葉・水高和彦 

        （文化協会）、前田克己・佐藤孝

子（公民館サークル） 

舞台部会長 石塚耕平（文化協会舞台部長） 

同委員   中村和子・高見真理子・大塚芳

葉・水高和彦（文化協会） 

 島 松 部 会 渡辺一明（島松公民館長） 

        解田哲雄（同上文化部長） 

        山口辰雄（同上社会部長） 

 事務局／教育委員会社会教育課文化担当 

（℡：33－3131 内線 1714） 

島松公民館（℡：36-7503） 



ガーデンフェスタ北海道 2022「市民ステージ」出演団体の活躍ご紹介 

 恵庭では初めて、北海道でも札幌に次いで 2 回目の第 38 回全国都市緑化北海道フェア「ガーデンフェスタ北海

道２０２２」が、6月 24日から 7月 25日にかけて南島松の「はなふる」（旧保健センター跡地）において開催され

ました。会期中、週末・祝日には特設野外ステージで「市民ステージ」が開催され、市内外から多数の文化団体な

どが出演し、会場を訪れた大勢の観客を魅了しました。中でも文化協会加盟団体のステージは（特に司会者にとっ

て）初めて見る文化も多かったらしく、新鮮な感動を覚えたようでした。出演団体の皆さんにとっても、久しぶり

に大勢の観客に自分たちの芸能・演技をお見せすることができ、少しは気が晴れたのではないかと思います。みな

様、お疲れ様でした。 

 

 

 

    ＩＭＧ―０６７４                      ０６７５ 

 

 

 

 

 

はなふるセンターハウスでの「花とくらし展」に参加した     はなふるセンターハウスでの「花とくらし展」に参加した 

書道連盟の作品展                       写真協会の作品展 

 

 

 

 

    ＩＭＧ―０６８３                      ０６９６ 

 

 

 

 

7月３日 恵庭吟友連盟                    7月 9日 大野ダンススクール 

 

 

 

 

    ０７０７                        ０７１５ 

 

 

 

 

 

7月 9日 中村和子バレエスタジオ               7月 6日 大正琴恵庭会 



 

 

 

      ０６７８                      ０７１６ 

 

 

 

 

 会場風景                           特設野外ステージ全景 

 

 

 

     ０７２２                        ０７３０ 

 

 

 

 

 

7月 18日 花柳咲つぶら会                  7月 23日 筝 星の会 

 

 

 

 

    ０７３２                         ０７３９ 

 

 

 

 

 

7月 23日 恵庭民謡連合会                  7月 23日 フラスタジオモアナ 

 

 

 

 

 

      ０７４０                    ０６８０ 

 

 

 

 

7月 4日 花柳徳静会（島松会）                会期中、34万人もの人たちが訪れた。 

 



(Ｒ4年8月現在）

№ 区分 団体名 代表者氏名 文化協会理事 電話番号 備考

1 都山流邦友会 奥野　義郎 同左 33-1304

2 恵庭雅道会 竹内　祐子 同左 36-3118

3 筝　星の会 星　道子 同左 36-8089

4 大正琴恵庭会 長谷川みえ子 同左 33-4266

5 大正琴萌季会 高見真理子 同左 37-1792

6 恵庭民謡連合会 岩井　利海 高田　聡 090-8908-5726

7 恵庭吟友連盟 和田　正道

（岳風会） 和田　正道

（聖月流） 谷川　睦子

（国風流詩吟吟舞会恵庭支部） 大久保　貢

8 花柳徳静会(島松会） 佐藤　芳子 森川　悠子 36-2045

9 西崎流緑森会 西崎　巧奏 渡辺　信子 32-2822

10 花柳咲つぶら会 大河津　圓 中野　悠子 36-2045

11 シャローム 竹内　　清 竹内さち子 33-4058 ラウンドダンス

12 恵庭ラウンドダンス同好会 竹内　　清 竹内　　清 33-4058

13 恵庭フォークダンス同好会 林　政夫 佐渡　秀子 36-3485

14 フラレファナニ― 山内　愛子 同左 32-4089 フラダンス

15 プープーフラスタジオ 山内　愛子 同左 32-4089

16 フラスタジオ・モアナ 神田美佐子 河合　洋子 33-8777

17 中村和子バレエスタジオ 中村　和子 水上　尚子 090-3018-1793

18 久光喬子バレエ教室 久光　喬子 同左 37-3854

19 エトワールバレエアート 山口　芳 同左 25-3557

20 ビジュー・バレエコンチェルト 窪田　玲子 受川　亜美 37-7776

21 Ｔ-SOULダンスカンパニー 丹波　尚美 大宮　千明 011-583-0123

22 大野ダンススクール 大野　正幸 吉野　美喜 34-2092

23 ダンスプロデュース岡部 岡部　直人 同左 33-2310

24 カラオケ 福江守演歌道場 福江　守 同左 33-5523

25 盆栽 恵庭親樹会 倉田　繁 同左 33-2214

同左 36-8118

坂口由美子 33-6417

27 恵庭書道連盟 山下　黎風 金沢　美穂 080-5585-9061

28 恵庭アート書道協会 朱田　年秀 中条　久美 080-9614-6168

29 寿泉書道会 末永　寿泉 同左 37-2932

30.1 美術 恵庭美術協会 高崎　勝司 武藤光一 36-6607

31 写真 恵庭写真協会 西沢　實 佐野ミヨ 37-2570

32 レザークラフト研究所恵庭教室 藤田　令子 同左 24-2221

33 パッチワーク布小物アザレア会 中村榮美子 同左 34-1496

34 恵庭市民文芸の会 髙橋　正彰 村田　譲 33-1657(高橋）

35 こぶし俳句会 奥山　隆司 佐川富子 32-3431

36 恵庭菊花愛好会 佐々木正司 槌本　勉 33-3648

37 太極拳恵み野教室 秋田ひろ子 同左 36-2505

38 声と言葉の研究会 上森　祐子 同左 33-6908

39 沼田着装教室 沼田　俊子 同左 33-9767

40 えにわアートバンク 高崎　勝司 水高和彦 32-3338

41 劇団えにわーず 中村榮美子 同左 34-1496 スコップ三味線

生活文
化

令和4年度文化協会加盟団体名簿

文芸

手工芸

洋舞

恵庭華道協会華道

書道

山本　弘子26

和田　正道 33-0317

邦楽

日舞



●令和３年度の活動報告 

主催事業「フラワーコンサート」実施 

昨年度も新型コロナウイルス感染防止のため、

総会はじめ文化祭も２年連続で中止となりました

が、表彰式と６月から始まるガーデンフェスタ北

海道開催記念事業とした「文化協会フラワーコン

サート」は実施することが出来ました。 

・定期総会 中止（書面総会で実施） 

・第 66 回えにわ市民文化祭 中止 

・第 43 回島松公民館まつり 中止 

・第 43 回恵庭市文化協会表彰式 12 月１３日、

市民会館中ホールにて実施。文化功労賞 1 名、

同振興賞４名を表彰。出席者は約 70 名。 

・主催事業「文化協会フラワーコンサート」 

  3月 13 日夢創館にて実施。参加者約 70 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市内在住の音楽家滝本志保さんを中心としたフェンテ

による演奏会。 

・少年少女文化体験事業「季節の生け花アレンジ」 

 12 月に 1 回のみ実施。他は中止となりました。 

・会報発行 会報№41 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  

舞台発表兼表彰式 中止(石狩市) 

展示発表（Ａブロック）11 月 20～21 日北広島 

文芸交流大会 中止。文集発行（新篠津村） 

 

 

文化協会賞等受賞者ご紹介 

●恵庭市文化協会表彰          (敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度文化協会賞表彰式（Ｒ３.11.13） 

文化功労賞／佐野ミヨ（74 歳・恵庭写真協会、第

68 回写真道展自由の部第一席・文部科学大臣賞） 

文化振興賞／大西和子（79 歳・恵庭吟友連盟＝日

本詩吟学院北海道樽前岳風会恵庭支部）、佐々木瑞

枝（78 歳・レザークラフト研究所恵庭教室）、長崎

正俊(90 歳・恵庭吟友連盟ー日本吟詠連盟鶯窓流恵

庭支部)、吉沢礼子(77歳・日本詩吟学院北海道樽前

岳風会恵庭支部） 

●石狩管内文化団体協議会表彰 

 文化賞／武藤光一（文化協会副会長） 

●恵庭市文化功労者表彰  

文化賞／中野八重子（73 歳・恵庭書道連盟） 

文化奨励賞／佐野ミヨ（74 歳・恵庭写真協会） 

文化振興賞／川端信雄（92 歳・読書活動）、 

谷川睦子(78 歳・恵庭吟友連盟ー聖月流日本吟剣

詩舞道会恵庭支部) 

 

 各種大会・公募展等入賞入者 

事務局で把握している令和３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 68 回写真道展（北海道写真協会・北海道新聞社） 

第 1 部（自由）・一席（文部科学大臣賞）／佐野 

ミヨ 入選／神能俊行、中村忠司、吉村登美子、 

中岡正美 第 2 部（観光産業）・入選／中村忠司、 

菅原登美子 第 3 部（ネイチャー）・入選／中岡 

正美、吉村登美子、服部健治 



第 62 回北海道書道展（北海道書道連盟・北海道新 

聞社）第４部（詩文書）入選／尾野昴月、鈴木 

恵岳 

第 5 回「北の海」厚田アクアレール展(絵画展) 

 優秀賞／小西徹也 

第 65 回記念新道展（新北海道美術協会・北海道新聞

社）会友推挙／百澤道代 入選／百澤道代、本

郷隆夫 

第 95 回道展 新会員／長坂栄子 新会友／桑原

貴子(入選) 

第 32 回全道シルバー作品展（道文団協・道社協） 

 北海道知事賞・絵画の部／小西徹也、写真の部

／吉村登美子 

 

●恵庭市文化協会役員名簿 

役職名 氏名 所属団体  

会 長 高橋正彰 市民文芸の会 再 

 

副会長 

武藤光一 美術協会 再 

和田正道 吟友連盟 再 

山本弘子 華道協会 再 

企画部長 渡辺信子 西崎流緑森会（日舞） 再 

舞台部長 石塚耕平 吟友連盟 再 

同副部長 

 

中村和子 中村和子バレエスタジオ 再 

高見真理子 大正琴萌季会 再 

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 佐川富子 こぶし俳句会 新 

生活文化部長 高山喜代子 アザレア会 再 

監 査 

 

福江 守 クラウン歌謡学院恵庭 再 

森川悠子 花柳徳静会（日舞） 再 

会 計 吉野美樹 大野社交ダンスサークル 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 

（任期／令和４年 5月 21日～令和６年３月 31日） 

＊石狩管内文化団体協議会 

 会長／髙橋正彰 事務局長／大塚芳葉  

事務局次長／石塚耕平（舞台部長兼務） 

（任期／令和４年 4月 22日～令和６年３月 31

日） 

 

新規加盟団体  

こぶし俳句会 連絡先/佐川富子（℡:32－3431） 

寿泉書道会 連絡先/末永寿泉（℡:37－2570） 

劇団えにわーず（スコップ三味線）連絡先／中村

栄美子（℡:34-1496） 

退会団体 

鶯窓流詩吟会、西川流鯉成会、島松フラ教室、茶

道心和会、越中おわら風の盆踊りの会 

訃  報 

大瀬戸稔さん（享年 87 歳、文化協会元副会長・H14

～18 年、美術協会） 

 

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

などの情報を事務局までお知らせください。情報

（ホームページ掲載依頼書）が届き次第、ホーム

ページに掲載します。恵庭の文化活動、こんなに

やってる、という意思表示になります。専用の用

紙がありますが、臨機応変に対応しますので遠慮

なくご連絡ください。 

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～。そんな方が会員さんの周りにい

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

持つよう勧めて下さい。先ずは見学でもよし。 

文化協会には様々な団体が加盟しています。興

味関心を覚える団体があれば、是非問い合わせる

ようお話してください。直接はどうも、という場

合は事務局に一度お電話下されば適切に対応しま

す。文化のセールスは人助けと思って、大いに世

話を焼きましょう。 

 

＜文化協会組織状況 Ｒ4.８.30 現在＞ 

 加盟団体   ４２ 団体 

会員数   ６４３ 名 

新規加盟    ３ 団体 

退会        ５ 団体 


