
 

 

 

 

 

 第２４号 

 

 

 

 

 

 

表紙写真（古河写真クラブ 岡崎 実） 

 



会長挨拶                 渡辺 恒久 

大転換の時代を前にして  

皆様明けましておめでとうございます。さて、一昨年より続く新型コロナ流行のため二年続いて

市民文化祭もお休みとなりました。その中で文化協会の会長に１０年ぶりに再任されることになり

ました。発足より１０年を経過した文化協会ですが、会員団体の高齢化が進行しこのコロナ過によ

りその活動に制約が生じたため活動が弱まっているように感じます。原点に戻り、あらためて考え

ていきたいと思います。 

 

    役員紹介 

会   長  渡辺 恒久     

副 会 長  生方 伸一  若林 俊彰  知久 秀夫 

  事 務 局 長  本間 健市   

事務局次長  長浜 真由美 

  会   計  齊藤 きよ子 

  幹   事  岡崎 実   田﨑 正成  沼田 洋子 

 

 

団体活動紹介 

夏休みフラワーアレンジメント子供教室 

フラワー部３団体共催で、７月３１日（土）に第１５回「夏休

みフラワーアレンジメント子供教室」を古河市中央公民館で開催

しました。午前の部・午後の部、併せて６０人の児童が参加し、

ひまわりの花をいけて楽しみました。 

 

フラワーアレンジメント 紅の会（鈴木 寿子）  

ふれあいフラワーアレンジメントクラブ（斉藤美智子） 

ミドリアレンジメントクラブ（落合 髙子） 

 

 

下総美術会                     秋山 道子 

 二年前、ポスターも案内葉書もできあがり３５回下総美術展を開催しようという矢先、新型コロ

ナの影響でやむなく延期になり、今年度の延期も重ね、残念ながら発表の機会も逃してきましたが、

今度こそはと準備を進めています。３５回下総美術展には、皆様がおうち時間で描きためた作品を

コロナが終息して安全に発表できるように願いながら、来年度初夏に予定していますので元気に過

ごしましょう。 



総和絵画連盟                   押坂 民子 

古河市総和絵画連盟は今年７月、第３０回絵画連盟展を開催いたしました。新型コロナの影響で

昨年、今年と数々の展示会が中止となる中での開催でしたので、幸運なことでした。出品作品も、

来場者数も例年と変わりなく盛況でした。展示された作品も、大変みごたえのあるものでした。ま

た、茨城新聞、古河ケーブルテレビでも取り上げていただきました。会員の皆様も制作活動の励み

になったことと思います。絵画連盟では、新たに活動に参加していただける方々を募っております。

古河市内はもとより、近隣にお住まいの絵の愛好者の方々の入会もお待ちしておりますので、ぜひ

お問い合わせ下さい。初心者の方も大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。 

 

 

アーレ・コール                  佐藤 敢 

私達のクラブは、コーラスを主としたクラブのグルー 

プです。当初は、市の「第９を歌おう」から集まったグ 

ループでしたが、現在は、選曲を限定せず、歌いたい曲 

を選んで歌っております。長い間続けているため、お互 

い年令が重なってきているのが実情です。ただ、会員も 

歌が好きな人たちですので、歌える気力、体力がある限 

りは、続けていきたく思っております。 

 

 

総和華道協会                  木村 みのる 

総和華道協会は、現在は総和地区の各流派の１１名の先生で活動しております。例年の年間活動

は、官公庁の美化（中央公民館玄関）、古河市民文化祭への参加、親子かんたん正月いけばな教室、

文化協会新年会卓上花作成、華道協会独自の親睦旅行などです。 

特に、小学生以上の生け花に興味ある方、初心者の方を対象に実施しています。今年は、１２月

２６日に、中央公民館で実施しました。また、コロナ感染中でも先生方がボランティアで順番に花

を活けています。 

 

 

長月コーラス                   依田 正 

私達は、月 2回の日曜日に土井ゆかり先生に

ご指導をいただいて童謡や抒情歌等を楽しく歌

い、学んでいるグループです。同じ先生の指導下

にある他 3 団体と合同で隔年に発表会を行って

おります。「健康の為に歌いたい」「仲良しを作り

たい」「たまには舞台に立って歌ってみたい」。こ

んな方の参加をお待ちしております。 

 



童謡会タンポポ                  須長 たか 

大人が聴くと懐かさを感じる童謡は、現在も幼児教育で受け継がれています。最近では YouTube

で童謡を聴かせる親も多いようです。私たち童謡会タンポポも、現在の童謡も取り入れつつ、昔か

ら歌われてきた童謡を、大人の歌う童謡として練習に励んでいます。まだまだ知らない童謡、唱歌

が沢山あります。若さを保つため、脳トレも兼ねて新曲にもチャレンジしていきます。 

 

 

ソノールモア・さんわ               黒木 まさ子 

まさかのコロナ禍に陥って早 2年。最大の目標である古河市文化祭もなく、公民館の休館によ 

り練習もかなわなくなり、決して若くない私達は、こんな事が起こるのかとオロオロするばかりで

した。それでも少しずつ平常が戻りつつあり、公民館を利用させていただけるようになり、改めて

公民館の存在に感謝する今日この頃です。来年こそは文化祭が開催されることを祈るばかりです。

そして会員一同、元気に参加したいと思います。 

 

 

碁楽会                      田中 清一 

本会は囲碁の対局等をすることにより、会員相互の親睦を図ることを目的として、はなももプラ

ザで毎週月曜日、水曜日、土曜日の午後１時より例会日として活動しております。 

又、年数回の大会を開催し成績優秀者（大会での 5勝全勝又は２大会連続の 4勝１敗者）には昇

段、昇級を認定し賞品を授受しております。このところは、新型コロナウイルス等により大会は中

止しておりますが例会は感染防止対策等を万全に心掛けて活動しております。 

新規会員も募集しておりますのでご連絡をお待ちしております。 

 

 

古河神楽保存会                  高橋 博 

コロナ禍で恒例の神楽奉納祭が出来ず今やれる活動を…。と後世にこの伝統を映像で残そうと撮

影会を開催しました。親子教室では Zoom でのオンライン教室を開催しました。演技を伝授する難

しさを感じましたが、８月のネーブルパークでの発表会や 11 月の茨城県子ども伝統文化フェステ

バルでは立派な舞を披露することが出来ました。緊急事態宣言下ではありましたが「先人達の伝統

を受け継ぎ、さらに未来へ」を強く目指しました。  

 

 

 

 



 古河アマチュア無線クラブ 

   一般社団法人日本アマチュア無線連盟（JARL） 茨城県支部登録     杉山 清 

  

古河アマチュア無線クラブは、古河市を中心に近隣市町を含めた地域のアマチュア無線愛好家に

よって結成されております。現在、会員数４４名、1961 年（昭和３６年）１２月創立、今年で 60

年になります。活動の理念は、各々が自分のスタイルで無線を楽しむ事を基本にし、 

① 一人でできないことを大勢の力で楽しもう 

② 技能を地域社会に役立てよう 

③ アマチュア無線を守り育てよう 

具体的には、技術講習会・アマチュア無線技   

士養成課程講習会開催・相互技術援助・レクリエー

ション等で楽しみ、青少年のための科学の祭典・古

河大会参加等の地域への貢献、そして、いざという

時のため非常通信訓練も行っています。古河市近郊

をカバーする無線中継装置(デジタル方式)を開設

し２４時間利用可能です。 

 

 

 

日本将棋連盟 古河支部              枝 和夫 

古河支部は、昭和５４年２月に茨城県県西支部として誕生しました。現在は古河支部として続い

ています。まだまだコロナ禍で色々大変ですが、将棋は様々な楽しみ方があります。家庭では、詰

将棋、次の一手を解いたり、パソコンでは知らない人と将棋を指したり、コンピューターと指した

り、棋力に応じた対局が出来ます。大会では年齢に関係なく出来ます。皆さんもこの機会に将棋に

興味を持ってみませんか。是非、古河支部を活用して下さい。 

 

 

三和フォークダンスクラブ              石塚 まさ江 

 三和フォークダンスクラブは現在会員数 27名で毎週 

木曜日に練習しています。初めての曲を練習するときは 

大変ですが、回数を重ねるごとに少しずつ覚えていきま 

す。そして踊れるようになったときは、年を重ねてもま 

だできるんだという嬉しい気持ちでいっぱいになります。 

今はコロナ対策のためマスクと手袋をしていますが、早 

く通常通りに練習できることを願っています。私たちは 

これからも、続けられる限りずっと踊っていきたいと頑 

張っています。 

 



みくに演劇協会                    渡辺 恒久 

令和３年７月１０・１１日コロナ禍の最中でしたが、古河・加須・野木とそれぞれの教育委員会

と文化協会併せて茨城・埼玉・栃木県教育委員会からも後援をいただきました。オリジナルミュー

ジカル「リンゴと不思議な友達」を加須市北川辺文化学習センターみのりで上演しました。 

昭和２５年から続く古河市の演劇文化をつなぐために大小道具・歌・ダンスなど子供たちと一緒に

作り上げるという目標を達成することができました。 

詳しくは劇団ホームページ  https://watscorp.wixsite.com/youdoshare 

 

 

 

 

 

 

童謡を楽しむ会さんわ              中島 公也 

待ちに待ちマスクの中でくぐもるも 

 心はじけて全身で歌う・・・。  

 

この歌のように会員皆笑みたたえて十月より練習が始まりました。おたがいの無事のあいさつか

ら始まり部屋いっぱいに喜びの声であふれました。「くちびるに歌をもって・・・」という詩があ

るように、歌は勇気と元気を与えてくれます。まして童謡は幼い頃からの想い出等、乗り越えて来

た世相を辿りながらうたうことをできます。この様な尊い時間これからも紡いでいくことにしま

す。 

 

 

総和フラウエンコール              舘野 悦子      

                       私達、総和フラウエンコールは、普段年３回市 

       内や近隣の合唱祭に参加したり３年に一度を目 

標に自分たちのコンサートを開催したりといっ 

た活動をしています。しかし、コロナ過のため現 

在は練習日さえ例年の半分以下となっています。  

このような状況でも指導者をはじめ会員のみん 

なと笑顔で一緒に歌えることを喜びに感じてい 

ます。そして安全な中でコンサートや合唱祭がで 

きる日を心待ちにしています。 



古河竹工芸竹絵の会  竹絵に親しむために    中島 道男 

 未曽有の新型コロナ禍、大きな影響を受けましたが、 

古河ケーブルＴＶの「まるごと古河」で「古河の竹絵」 

が放映され、活動では制作姿勢に向かい合ってきました。 

① 竹絵で何を表現したいか・・・・画材をしっかり観察 

② どんな技法とアイディアで・・・各会員の経験と指導 

③ 決めた課題にチャレンジ・・・一作毎のレベルアップ       

完成作品を皆で見せてもらい、ワイワイ懇談しながら 

積み上げ共有し、文化祭出展を目指して楽しんでいます。 

 

 

 

古河山草会                      田口 勝己 

当会は、昨年に続き、春、秋の山草展示会をコロナ禍で中止としました。11月９日に会員による

打ち合わせを実施し今年度の活動を確認しました。コロナ感染が一応の落ち着き状態にあることか

ら、12月 14日に正月飾りを作ることにしました。今年は、いつもの活動ができることを願ってま

す。 

 

 

古河朗吟クラブ                        𠮷原  修        

                        古河朗吟クラブは詩歌朗詠を楽しむ「詩吟」 

                       クラブです。漢詩・和歌・俳句・俳諧歌・近 

                       代詩などを吟じます。平成 17年市民講座から 

                       スタートしたグループです。お腹から声を出し 

                       て健康に、ストレス解消に、気分スッキリ爽や 

かになります。老若男女問わず、音痴歓迎、楽 

器不要、服装自由、軽い気持ちで楽しめます。   

市民文化祭や発表会（温習会）に自由参加で楽しんでいます。 

    ・場所 横山町「地域交流センター・はなももプラザ」 

    ・日時 毎週 金曜日 午後１時３０分～３時３０分 

    ・連絡先 ０９０－８９６３－９６９１ （𠮷原） 

 

 

 

 

 

 

 

「梅に鶯」伊藤篤男 



アロハ フラ 愛好会               船橋 まち子 

10 数年にわたり三村京子先生のご指導のもと、サー

クル館にて毎週土曜日の夜にレッスンで汗を流してお

ります。毎週のレッスンの他、地域のボランティアに参

加し楽しく活動も行っております。コロナウイルスが収

束して、両ハーラウ及び協会の皆様の活動が、飛躍でき

ることを願い、また発表の場が早くに訪れることを願っ

ております。 

 

 

古河人物デッサン研究会             立石 麻紀子 

月二回、モデルを使った裸婦または裸夫デッサンを行うサークルです。 

クロッキーと呼ばれる、一つのポーズを短時間で描画する練習が活動の中心です。年二回、ポーズ

を固定し、時間をかけてデッサンする日を設けています。会員は絵画をはじめ、絵本、漫画、イラ

ストなど、普段は様々な表現活動をしている人達です。指導者を置かないサークルなので、各々の

スタンスで取り組んでいます。年一回、街角美術館で作品展を開催しています。 

 

 

スマホの会                    加納 純子 

無料のワナに要注意！  

スマートフォン・タブレット・パソコンの正しい使い方を、

毎月 1 回学んでいます。同意ボタンを押すとき押してよいか

の不安になった事ありませんか？不安や疑問をスッキリ解決

して、安心便利に使えるようになりましょう。     

活動場所：いちょうプラザ（第 2日曜午前）  

はなももプラザ（第 3日曜午前・午後） 

月会費：3,000円 

 

 

 

     古河市文化協会は、新規団体の募集を随時行っています。文化活動を行っており、 

ご興味をお持ちの場合は、下記事務局までお問合せください。 

 

     古河市文化協会 事務局 

     古河市教育委員会 教育部 生涯学習課 芸術文化係 

住所：古河市長谷町３８－１８ 電話：０２８０－２２－５１１１ 

 


