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平成十八年五月二十日発行
明倫自治連合会広報委員会
発行部数２０００部

題字：槇村正直

平成 18 年度自治連合会総会のご報告

平成十八年度自治連合会総
会が京都芸術センター講堂で
開催され、全二十七ヵ町の内、
委任状提出の四町を含め、参加
町数は二十六ヵ町でした。
◆
吉田会長の挨拶に引き続き、
消防、遺族会などの新しい代表
ご紹介と事業の報告が井上総
務からなされました。
続いて十七年度決算が市田
会計から報告され、川崎会計監
査の監査報告のあと、承認議決
されました。その後、十八年度
の予算、地区計画の報告が続き、
承認議決されました。
また、連合会への負担金改定
について試案が動議されまし
たが、様々な意見があり、総会
において決議する段階に至っ
ていないと言うことで、各ご町
内へ持ち帰り、町内会討議を経
て、今年度中に臨時総会を開い
て決定する次第となりました。
◆
ご存じのように、明倫学区は
京都市の中で最も世帯数が増
加した地域です。また烏丸通は
京都の中心街区で、室町通は大
規模マンションにより世帯数
が急激に増加しています。
昨今の子ども達への防犯、交
通、登下校時の安心安全を地域
の力によって守らねばなりま
せん。

明倫学区は十三の山鉾町を有して
おり、京町家の風情を残し、最近観光
客が急増する新町通り界隈など、「地
域として風格あるまち」を創り上げな
くてはなりません。
また、自治連合会館も正式に京都市
と使用契約を交わし、電気代などの維
持経費も必要となってきました。
しかるに、会計報告によれば毎年二
十数万の赤字が発生しており、負担金
の増額が緊急課題となって来ており
ます。去年も町内会長さんを通じ改定
依頼をしておりますが、未だ決議を出
来ない状態であります。
どうか次回の臨時総会でご承認頂
けるようお願い申し上げます。
（記 総務 井上）

総会の様子

負担金改定のお願い

（自治連合会十八年度総会提出試案）

近年の自治連活動に対する資金不
足、急激な世帯増加による各種委員会
活動の赤字など、資金障害が目立つた
め、恐縮ですが各ご町内からの自治連
合会への負担金の増額をお願い申し
上げます。
原則として公平・明文化することを
目指します。また、解りやすくするた
めに、「町割」と「戸数割」とに分け
て算出基準を決定します。
その際、烏丸通に面する四町とそれ
以外の二十三町について、町割負担額
をそれぞれ十万円と七万円（年）とす
るようお願いしています（烏丸通りは
事業所が多いため、人的支援よりも、
金額的ご負担の方で支援をお願いし
たいという理由から）
。
また、戸数割については、一戸当り
五百円・年をお願いしています。現在
町会費を負担されている戸数を把握
するため、町会長に申告を依頼してい
ます（事業所・マンション棟数・全戸
数を把握するため）
。
以上により、現状負担額よりマイナ
スとなる場合は据え置き、五万円以上
の増額となる場合は、上限を五万円に
します。
このような根拠により、３頁の自治
連合会試算を出しました。次年度より
どうか宜しくご協力のほどお願い申
し上げます。
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平成十八年度 役員
吉田孝次郎（六角町）
市田昌生（炭之座町）

副会長兼任
会計

身体障害者会
自主防災会
まちづくり委員会
広報委員会

作道利彦（不動町）
酒井英一（百足屋町）
井上成哉（三条町）
長谷川明（釜座町）

●地区計画の方針（案）を京都市
に提出

かなコミュニティをつくる。
ことを目標としております。
５月１日付で皆さんにお知らせした
ように、この後、京都市における所定の
手続き（縦覧など、図参照）を経て計画
決定・告示が行われる予定です。

※意見書の要旨は都市計画審議会に提出されます。

京都御池中学校新校舎完成！

◆都市計画決定・告示

◆都市計画審議会での
審議（予定 ７月）

◆法定縦覧
※明倫学区内に限らず、ど
なたでも意見書を提出す
ることができます。
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井上成哉（三条町）

◇明倫から計画案提出
（３月 日）

◆原案縦覧
（手続き中 ５月 日迄）
※明倫学区内の土地所有者
等が意見書を提出するこ
とができます。
（６月１日迄）
。

30

★問合わせ先
京都市 都市計画課（北庁舎２階）
ＴＥＬ（２２２）３５０５

（京都市における手続きの流れ）
都市計画法に基づき，以下の手続きにより明倫の地区計画が都市計画決定されます。

井上高明（骨屋町）

大島都市計画局長に計画案を
提出する吉田会長

皆様とともに明倫自治連が
平成 年度から取り組んでき
ました「地区計画の方針（案）
」
づくり、この間のご意見などを
集約し、去る３月 日付で京
都市長宛に計画案を提出いた
しました。
15

アンケートへのご回答、意見
交換会へのご出席など、学区民
のみなさまのご協力に厚く御
礼を申し上げます。
この「地区計画の方針（案）
」
は、明倫学区の「まちづくりの
目標と方針」を定めるもので、
「祇園祭を受け継ぐ風格のあ
るまち，商いと暮らしが響き合
うまち 明倫」の実現を目指し、
○地域に愛着と誇りを持ち、文化が薫る
まちの個性と魅力を高める。
○商いと住まいの共存を図り、 風格の
ある美しい街並みをつくる。
○だれもが安全・安心に暮らせ、交流豊
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総務

京都御池中学校新校舎

会計監査
川崎栄一郎（三条町）
二十一世紀に入り京都市で初めて建
設された中学校、京都御池中学。三月二
市政協力委員会
十二日、御池柳馬場に校舎が新築され、
委員長 山田浩三（六角町）
四百二十五名もの中学生が新しい校舎
中島正博（饅頭屋町）
大原 修（七観音町）
に入りました。
衣川雅喜（手洗水町）
今西太一（筝町）
荒田浩司（烏帽子屋町） 尾江誘紀（鯉山町）
十四学区で作る「御池会」から体育館
村中正明（山伏山町）
猪田浩市（菊水鉾町）
の
緞帳が贈られました。 新校舎は京都
池垣祐喜子（了頓図子町）奥野和美（観音堂町）
御池創生館と名付けられ、御池通りに面
増田和昭（三条町）
奥村 剛（百足屋町）
して進々堂のパンショップ、イタリアレ
吉野隆光（小結棚町）
市田昌生（炭之座町）
ストランなど３店がオープンしていま
林 里美（御倉町）
橋田一郎（衣棚町）
す。同時に老人デイサービスセンターや
高木公子（釜座町）
柴田光雄（骨屋町町）
竹尾総一郎（玉蔵町）
牲川俊一（西六角町）
保育所も併設されています。
垣見秀彦（橋弁慶町）
安田貴子（姥柳町）
◆
竹内伊佐夫（不動町）
松田秀尾（占出山町）
京都御池中学校では「輝きあい、育ち
古川 晃（天神山町）
正木慶子（西錦小路町）
あう、魅力あふれる」教育をめざし、よ
り地域と共に手を携えあっての教育方
各種団体 委員長・会長等
針を策定、「けやきプロジェクト」とし
て活動されています。
現在、明倫学区からは二十四名の中学
生が通っています。各学区にも「けやき
プロジェクト便り」として毎月の広報紙
が配布されておりますので、ぜひお読み
下さい。

社会福祉協議会
寺江信子（六角町）
民生児童委員会
八田典子（炭之座町）
共同募金委員会
伊藤俊子（天神山町）
日赤奉仕団
岸本克啓（小結棚町）
保健協議会
井上 清（釜座町）
消防分団
吉居章一（骨屋町）
防犯推進委員協議会 浅見儀明（鯉山町）
少年補導委員会
島田紀久雄（百足屋町）
体育振興会
北川道裕（百足屋町）
文化協議会
小西満寿子（百足屋町）
祭事委員会
中尾金次郎（天神山町）
平安・八坂婦人会 岸本波留子（釜座町）
遺族会
吉居圭一（骨屋町）
婦人会
玉井俊子（西錦小路町）
交通安全委員会
井上高明（骨屋町）
明寿会
五藤耕之助一（西錦小路町）

明倫・まちづくりの目標と方針 都市計画決定へ！

会長
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第十二回 玉蔵町

西洞院から六角新町
の急な坂を、山積した
荷台を引いた馬が荒い
息を吐きながら登って
来た時代、町の東角に
人力車の溜め場があり、
車夫が待機していた大
正末期に玉蔵町に移り
住んだのが九才の頃で
した。
玉蔵町一帯は安土桃
山時代の茶人 広野了頓邸の跡地で豊臣
秀吉もこの地を度々訪れたとか。六角通
が表門で徳川将軍の御成門があり、町内
の中程の三条通に抜ける通りは無かった
そうです。
玉蔵の名はその頃からの地名としてあ
り、現在の了頓図子町は中程迄表通が玉
蔵であった為、玉蔵了頓と言っていたと
かで明治以後に三条まで通りぬけが許さ
れたと言います。
町内南側には町家風商家が並び北側は
小商売の家がありましたが、戦時中は疎
開される方、引越しされる方で空き家が
多く、ひっそりしていた様です。終戦後
大商家には二十人、
三十人と住込み店員、
通勤店員さん
等五十人、百
人のお店で賑
わいました。
町内にも戦
後のベビーブ
ームがあり、
各家庭に二人、
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三人の子供達も増え、昭和三十年代の夏
休みはバス一台をチャーターし、毎年海
水浴に行くのが子供達の楽しみでした。
その子供達も今は五十代、六十代とな
られ、町内には、子は一人も居られず昭
和四十年頃から子供、青年ゼロ人という
現象が今も続き、高齢者ばかりで学区の
行事もお手伝いも出来ず、片身の狭い思
いです。
平成時代に入り、大商家も五階四階建
てのビルに改築され、ワンルーム二棟も
出来、次々
変わる会社
名に淋しく
感じる昨今、
昼間の人口
と夜間の人
口が三分の
一となり心
細さを感じ
ます。
百年前よ
り玉蔵を支
えてくださった先代も故人となられ、ビ
ルの上から眺められているでしょう。
玉蔵町には昔から言い伝えられた行事
も何も無く、今日まで町内に事故も火災
も無く平穏に過ごされたのが誇りではな
いでしょうか。年頭に会計報告を兼ねた
親睦食事会があり、会社代表、一般家庭
の方々も参加するのが唯一の行事です。
何年先になるか判りませんが、一人息
子がこの地に戻り、地域のお手伝いが出
来ることを念じています。
玉蔵町 田和

第７回
ライオンズマンション室町三条
所在地 室町通三
条下る烏帽子屋町
４８２番地

全員の意識調査や臨時総会を開催し、
全員がよりよい住環境を目指して意見
交換を行い各種設備の充実につとめて
おります。
管理員は、火曜日と金曜日は８ ３０
～１７ ３０、
その他の曜日は近隣と掛
持ち、土曜日は８ ３０～１２ ００勤
務。児童は１～２人で主だった行事は
ありません。
◆
町内会・祇園祭・自治連合会との関り

:

:

:

新年最初の夜話は、
「年の始め」
の参
加者全員による斉唱で始まりました。
明倫学区の女性にお集まりいただき、
お正月の思い出などをお話いただきま
した。

第十五回 『一月 お正月』

町内会に対しては管理組合として町
内会費を納めており、各種行事への参
加は各個人（個戸）の自主性を重んじ
ております。祇園祭や明倫自治連合も
現在は個人参加ですが、管理組合とし
ての取組み等は今後の課題です。
記 管理組合

:

マンションの特徴

ライオンズマン
ション室町三条は、
平成十
（１９９８）
年二月から入居が
始まり、鉄骨・鉄
筋コンクリート造
地上十一階建て、
総戸数三十四戸で、
比較的小規模なマンションです。
エントランスは入居当初からオート
ロックですが、その数年後防犯面を強
化するため防犯カメラを設置、また、
日常生活の利便を考慮して宅配ＢＯＸ
を設置しております。
◆
管理組合は、年に一回定期総会を開
催、理事会は不定期ですが年に数回開
催し、いろいろと協議しております。
特に、
防犯カ
メラ、
宅配Ｂ
ＯＸの
設置や
光ファ
イバーの導入等は、アンケートによる
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お正月の準備や「ことはじめ」につ
いて、年をこえて、元旦の家族でのご
挨拶、
お年始周り、
お雑煮のことなど、
盛りだくさんの話題で楽しい時間を過
ごしました。

お正月の祝い方で話が弾む

その折、お椀の話題になり、なぜ男
性が赤い色で、女性が黒なのかという
疑問が出ました。
◆
先般、橋弁慶山町の那須さんから資
料（岩上力著）を頂きました。それに
よると、赤い色を塗ることによってた
だの器に魂を吹き込み、その器を生あ
るものとして大切に扱ってきたこと、
また、赤い色は人間の血液を表現した
ものという説明が載っていました。
女性の黒は、黒色を女性とした陰陽
道の思想からきているとか、何度も塗
り重ねていくうちに黒くなったなど、
様々な説がありますが、結局のところ
はまだはっきりとしたことはわかって
いないということでした。
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第十六回

『鯉山のタペストリーについて』
島田 崇氏（鯉山誌編纂）
山本 彰彦氏（鯉山保存会理事長）
鯉山の財団法人四十五周年記念誌出
版にあたり、昭和五十五年当時の理事
長、野口安左衛門氏と共に鯉山誌を編
集された島田崇氏がその任を引き受け
られたことから、その中でのエピソー
ドをお話頂くことになりました。
鯉山のタペストリーについては元理
事長の野口氏が心血を注いで調査をさ
れたことがあり、そのときにご一緒に
まとめられたのが島田氏です。
◆
島田氏によると、祇園祭の魅力は異
国情緒に満ちていることで、染織品約
九百点の三分の一は渡来品、中国、朝
鮮がそのほとんどを占めているそうで
す。他にはインド、エジプト、ペルシ
ャがあり、ヨーロッパのものは珍しか
ったようです。
鯉山のタ
ペストリー
はヨーロッ
パから来た
羊毛です。
羊毛をかけ
たのは、凾
谷鉾が最も
早かった
（一七一二
年・享保三
年）
ようで、

柄については、
旧約聖書からの題材
（禁
制の宗教図）だったのですが、当時は
わからなかったため、そのままになっ
ていました。
その後、鯉山（一七九六年・寛政六
年）が、文化・文政になって鶏鉾（一
八〇〇年）や白楽天山、霰天神山がタ
ペストリーをかけました。
大津祭、長浜祭にも同様のタペスト
リーがあり、どのように日本に入って
きたのか、どのくらいの値段だったの
か、どんな風に広がっていったのか、
謎解きのようにお話を頂きました。
◆
山本理事長からは、現在のお祭りに
ついてうかがいました。かつては後祭
で静かなお祭りだったのが、変わって
きたとおっしゃいます。お町内も５～
６軒だったところにマンションが建ち、
多くの方が住まわれるようになりまし
た（一三五軒）
。
新しい方々の参加も考えて、お祭り
の執行方法も新しくされました。鯉山
保存会とは別にマンションの方々を中
心にした鯉山友の会が発足し、お祭り
に興味をもっていらっしゃる方々の協
力を得ているということです。
お手伝いや不寝番、ごみ掃除への参
加、
お祭り以外にも鯉山を通じてお茶、
お花のサークルが出来、活動をされて
います。
新旧一緒になって和やかに、楽しく
お祭りの執行をされている鯉山保存会
と友の会、お祭りを通じた輪はますま
す広がっていくことでしょう。
記 小島

委員会活動

社会福祉協議会

四月二十二日いきいきサロンが元明
倫幼稚園遊戯室にて開催されました。
今回は、
御池柳馬場に新設された
「御
池地域包括支援センター」より、主任
介護支援専門員の細谷氏と社会福祉士
の和泉氏のお二方をお招きして高齢者
支援のいろいろな仕組みの説明をいた
だきました。
会場は
予想を上
回る参加
者で現実
的な質問
が出たり、
後藤さん
の指導に
より全員
で座った
まま出来
る健康体
操をした
りと活発な雰囲気に包まれました。
昼食には会場で松葉さんが寿司をに
ぎり、てんぷら等もいただき思わぬご
馳走に舌鼓を打ちました。
午後には倫の会と共に童謡を合唱し
て会場は和やかなうちに閉会となりま
した。いきいきサロンの運営を支えて
おられる寺江さん始め関係者の方々お
疲れ様でした。

記 佐藤
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防犯推進委員協議会

防犯推進の活動目的は「安全・安心の
街づくり」にあり、地域安全ニュースの
編集・伝達、防犯に関する意見・要望の
とりまとめ、防犯座談会・防犯講習会な
どの開催、危険箇所・防犯灯などの点検、
防犯パトロール、各種地域安全活動への
参加呼びかけ等を適時に行っています。
私たちが大切にしていることは、義務
感で活動するのでなく、
「楽しく」をモ
ットーに、防犯意識の高揚を目指し活動
をしています。
委員は８名で月１回全員集合して欠
席者もなく、雨の日も風の強い日も、
「防犯パトロール」と書かれた反射板の
付いたタスキをかけ、パトロール灯を片
手に活動を続けています。
活動を
通して今
まで気付
かなかっ
た街の一
面 を知 り、
また街の
変化に関
心を覚え
ます。同じ
意識をも
つ委員との語らいは楽しく、年に数回の
食事会の賑わいが、良き委員に恵まれた
こと証しです。
委員の望みは、この楽しいグループの
輪を広げることにあります。「人のお役
に立ちながら、自分の住む街を知りた
い」と思われる方は、ぜひ防犯推進協議
委員会に参加下さい。
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メンバーは那須（橋弁慶）、奥村（炭
之座）、山田（百足屋）、川勝（姥柳）
、
大橋（御倉）
、向井（骨屋）、杉田・浅見
（鯉山）の八名です。
記 浅見（鯉山町）

消防分団
平成十八年
四月一日より、
分団長に吉居
章一氏（写真、
骨屋町）が就任
されました。吉
居氏は平成七年より分団活動に従事さ
れている十二年目のベテランです。
前団長の和田氏、前々団長の永井氏の
退団により分団員数が減少しています。
現在十六名 文化財の多い明倫学区
を火災から守る為にも入団をお願いい
たします。
（２２１）２６９５吉居、まで

(

)

祭事委員会

本年十月二十二日、平安神宮の時代祭
が執行されます。京都千二百年のロマン
を語る美しい歴史絵巻です。
今年の明倫学区は、壱番大将を出す当
番になっており、秋の京洛を鎌倉時代の
流鏑馬（やぶさめ）列の先頭で威風堂々
闊歩します。
時代祭は、市民一人一人が主役。明治
二十八年に生まれて以来、市民の祭りと
して息づいてきました。東京遷都後に疲
弊した京都を鼓舞激励した心意気が時
代祭です。
流鏑馬列は、承久三年、後鳥羽天皇が
朝威回復のため催されたものを模した
狩装束の射手武士列。豪華絢爛、古来よ
り伝わる技法による衣装で行進します。
明倫校にて行列の準備をすることに
為っています 学区こぞってお祭りを
お楽しみ且つ御協力ください。是非応援
をお願いします。
中尾

明寿会

毎月一回二条城の清掃をしています。
お手伝いのできる方は五藤（西錦小路
町）までお申し出下さい。日程は以下の
通りです。
・六月六日（七・八月はお休み）
・九月六日、十月六日、十一月六日
・十二月六日

婦人会

今年度の取組予定
・七月二十三日 高倉祭り盆踊り参加、
子供たちといっしょに輪になって踊
ります。
・九月 敬老会のお手伝い。
・十二月 講習会 花等 、お餅つき手伝
い等、予定しています。
詳しくは町内回覧板等でお知らせし
ます。

体育振興会

去る三月十二日、ボウリング大会が百
二十五名の参加者により盛大に開催で
きありがとうございました。
北川

今年度の取組予定
・五月十四日
中京区民ソフトボール大会参加
・七月二十三日 高倉祭りゲーム手伝い
・八月十二日
高倉プール当番
・十月八日
明倫運動会
・十二月
餅つき
・三月十八日
ボウリング

)

交通安全委員会
少年補導委員会
防犯推進委員協議会

三委員会共同で高倉小学校の児童の
ポスターを、三月
中旬に二週間、学
区内のお宅の前
に展示して、交通
安全その他のマ
ナーをアピール
しました（中京区
にぎわいのまち
づくり支援事業）。

(

～緊急出動録～
・一月十三日午後十時九分
山伏山町 七名出動 発報事故
・二月四日午後十一時五十九分
鯉山町 三名出動 発報事故
・二月七日午後八時四十五分
御倉町 五名出動 発報事故
＊発報事故 火災報知器などの誤作動
による通報事故のこと
中京消防団総合査閲
五月二十一日（日）午前七時より
島津グラウンド（御池通春日西入る北
側）で行われます。
皆様応援をお願いします。
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明倫自主防災会

「チーシ、イエマーフェンゾン・・・」
男女二十数名が、田水先生（興友太極会）
の指導のもと、太極拳を楽しんでんでお
ります。
日常生活であ
まり使わない筋
肉を準備体操で
身体をほぐし、テ
ープの音楽が流
れるなか、
「太極
拳入門」
「簡化二
四式太極拳」を演
武してます。
中京保健所の
保健師・藤川さん
は「加齢とともに神経障害などが出て、
足腰が弱くなり転びやすくなる→転ぶ
と骨が折れたり、筋肉を傷める→安静に
する事で閉じこもりや寝たきりになっ
てしまう。
」と言っておられます。
バランス感覚が良くなり転倒防止の
ために。世話役の向田さんは「太極拳教
室当初に比べたら、みんな姿勢が良うな
ったはるなぁ。
」気の流れが良くなり心
と身体が癒されます。美容と健康のため
にも、気楽に太極拳をいっしょに楽しみ
ませんか。
毎月第一、二、三木曜日の午前十時か
ら十一時三十分頃まで、元生祥小学校
（富小路通六角下る）の体育館で行って
おります。
お問合せは、中京区老人クラブ連合会
サークル太極拳部まで、会費は月三回で
一、０００円です。皆様の参加をお待ち
しております。
鯉山町 赤井又三郎

ＤＥＫＩＧＯＴＯ
★中京区卓球大会（一月二十二日）

ペトロフコンサート

第六回（一月二十九日）

合唱とピアノ

ボヘミヤ
民謡やモーツ
アルト魔笛の
アリアなど親
しみやすい合
唱曲に、大勢
の聴衆から盛
大な拍手が送
られました。
また、ペト
ロフピアノの
存在をを発見
したエピソー
ドも披露され
ました。
講堂を横
長に使った配
置も新鮮に映
りました。

指揮
工藤吉郎
ピアノ独奏
大西新吾

京都音楽教育の会合唱団

｣

(

()

(

)

３ゲームトータル

♞

明倫卓球部は、
一部（上級）
と三部
（初級）
に出場し、三
部は優秀賞に
輝きました。

★ボーリング大会（三月五日）

男子優勝
浅田英夫
氏 骨屋
町
５０２点
３ゲーム
トータル 、
女子優勝
山内敬子
氏 観音堂
町、写真

今年も百二十五名の参加者があり、
すっかり新旧住民に定着したボーリン
グ大会が嵯峨ニックで開催され、スト
ライクの賞品めざして大いに盛り上が
った大会でした。

４１０点

♞

気楽に太極拳を始めませんか？

日頃は何かと御協力頂きまして有り
難うございます。
さて、
新年度を迎えまして役員会
（各
町内の部長、副部長）を来る五月三十
日（火）午後七時～八時三十分に元明
倫幼稚園遊戯室（芸術センター前）に
て開きます。
議題として『他学区の活動状況と今
年度の活動計画について＆その他』を
中心に、皆様の意見又は要望を当会の
スローガンでもある、
＝災害に強いまちづくり＝
に役立てていきたいと思います。
自主防災会 副会長 道家秀明
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スタンダードジャズの名曲を 杉山貴裕
ピアノトリオ（京大ジャズサークル）でお
楽しみいただくことになりました。
六月二十五日 日 夜７時より
芸術センター講堂にて
入場料 一〇〇〇円＋志納金

京都芸術センター スケジュール
■伝統芸能
①継ぐこと伝えること 32「現代によみがえる古典－上方舞」
伝統芸能の「今」を伝えるこの企画。本年度は、
「現代によみがえる古典」
というテーマで、古典の演目が、いかに工夫され、新たなかたちで現在に存
在するのかに注目します。
日時：6 月 10 日（土）19:00 開演
会場：講堂
出演：楳茂都梅衣華（うめもと うめきぬはな）
上村和歌子（うえむら わかこ）
司会：宮辻政夫（毎日新聞社専門編集委員）
チケット：一般前売 1,800 円
当日
2,000 円
高校生以下 500 円
京都芸術センターチケット窓口まで。
②「百花謡乱－千手」
（能の素謡の企画）
企画・構成：味方團（観世流能楽師シテ方）
ナビゲーター：田茂井廣道（同上）
日時：7 月 3 日（月）19:00 開演
会場：大広間
出演：河村晴道、吉浪壽晃、大江信行、味方團、田茂井廣道
入場料：1,000 円（当日支払い）
お電話で事前にお申し込みください。
（電話：075－213-1000）
■演劇
①五反田団公演「ふたりいる景色」
日時：5 月 25 日（木）
・26 日（金）19:30
27 日(土)15:00 / 19:30
28 日(日)15:00
＊5 月 26 日終演後アフタートークあり
会場：フリースペース
作・演出：前田司郎（五反田団主宰・劇作家・演出家）
出演：金替康博（ＭＯＮＯ）
，後藤飛鳥（五反田団）
，
立蔵葉子（青年団）
，望月志津子（五反田団）
チケット：1,500 円
五反田団（０９０－２９１５－４９９４）への電話予約のみ
②黒テント「ど」
日時：6 月 2 日（金）19:00 開演
会場：講堂
演出：山元清多
出演：内沢雅彦、木野本啓、宮崎恵治 ほか
チケット：一般前売 3,500 円、学生前売：2,500 円、当日 4,000 円
■音楽
○明倫レコード倶楽部其の 19 「夏にふさわしい音楽集」
ヘンデルの「王宮の花火の音楽」
、コルサコフの「シェヘラザード」など、
暑い夏を吹き飛ばすにふさわしい？！名曲をどうぞお楽しみください。
日時：7 月 9 日（日）14:00 開演
会場：講堂
司会・進行：亀村正章
料金：500 円
申込み：催し名・住所・氏名・電話番号を明記の上、電話、FAX,E-mail
いずれかの方法で、芸術センターまで事前にお申し込み下さい。先着順。

第七回（四月一日）
た曲目の演奏と、岩本みち子さんの尺
八による「福田蘭童作 尺八名曲集」
尺八とピアノ のデュオ
編集後記
という大変珍しい組み合わせのコン
サートでした。
お馴染み
確か、編集後記を書くのは初めてじ
違和感の無い響で音楽の持つ魅力
の植村さん
ゃないか な？編集もしてないの に、
に引き込まれる演奏になりました。
のピアノ独
長谷川
奏によるラ
次回は
フマニノフ、
．ト
．ロ
．フ
．で
．ジ
．ャ
．ズ
．』
プーランク
『ペ
という今ま
でとは違っ
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「後記」を書くなんて…。

今回は総会の日時がずれたために、
締切も大幅に延ばし、編集スタッフに
はとてもご迷惑をおかけしました。ス
ミマセン。
学区の世帯過半数を超えた、新しい
マンションの人々が「明倫ニュース」
の編集に加わって、より新しい風を感
じさせて欲しいモノです。
井上成哉

)
(

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－７－
info@meirin-news.com

