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  文化協会研修旅行 令和４年１１月１６日 

吹割の滝、川場田園プラザ、吉祥寺  

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 
いて、ご興味をお持ちの方は、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 

文協ホームページ 
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文化協会研修旅行           茂木 正史(広報担当) 

文化交流委員会が主催する研修旅行が 11月 16日に開催されました。コロナ感染対策のた

めに規模を縮小しての開催でしたが、各団体のメンバー81名が３台の“オゾンバス”に分乗

して参加しました。研修先は群馬県にある「吹割の滝」、「川場田園プラザ」、「青龍山吉祥寺」

でした。出発時の古河は深い霧に覆われていましたが、現地では秋晴れの空のもと紅葉の秋

を満喫しました。他の団体のメンバーとの人的交流、「吹割の滝」のような超自然や伝統文

化との対話が今後の芸術活動に功を奏するに違いありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

吹割の滝 

 

 

団体活動紹介 

まくらが歌謡楽団                          吉岡 登 

当楽団は多種の楽器の演奏者 13 人からなり、市内各所にて、演歌・歌謡曲・童謡などを

楽団の伴奏に合わせて参加者が唄う歌声広場を開催することからその活動は始まりました。

さらに、高齢者施設に招かれて歌声広場を開催する施設慰問、ご希望の場所に出向いて演奏

や伴奏を行う出前演奏が活動に加わりました。活動の主目的は、音楽に潜む慰めや励ましの

力を参加の皆様とともに引き出すことです。コロナ禍では実音楽広場を断念し、オンライン

音楽広場のシステムを整えました。本年度は古河市民文化祭に初めて参加し「まくらが音楽

広場」を開催することができました。まだ、お客様との合奏はかないませんでしたが、ゲス

ト演奏者も迎えて多彩な音楽で盛り上がりました。 

ホームページ：https://makuragakg.jimdofree.com/ 検索：まくらが歌謡楽団 
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まくらが音楽広場 

 

古河エール混声合唱団                          江川 澄男 
 

私達の合唱団は、平成 30 年 11 月『長嶋先生講師の学びピア』から自主講座になりまし

た。令和４年 11月現在、団員 22名（女子 14名、男子８名）。 

 主な活動は、「ヤクルトはなももプラザ」で月２回の練習会・会報の発行・懇親会の実施

などです。そして、最も大きなイベントは毎年 12 月に『クリスマスコンサート』を「初歩

のギタークラブバンド」を招いて実施しています。 

 合唱団の目標は、「団員・指揮者・観客にとって魅力ある合唱団」を実現するため、「明る

く・楽しく・元気よく」をスローガンに、歌唱力の向上や団員相互の親睦を図ることです。 

 合唱団の特色は、長嶋先生の人柄と指導力、明るく楽しい練習会、団員が何事にも積極的

なこと、そして何よりもイベントや懇親会が楽しいことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演奏風景 
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古河ジンカーズ                   安藤 和博 

 おはやしの演奏団体で介護施設・ 

古河桃まつり・福祉の森手作り祭り 

・自治体の敬老会等を中心に演奏を 

しています。茨城県シニアマスター 

にも登録してあり、令和２年度茨城 

県社会福祉協議会よりボランティア 

活動の表彰状を頂いています。興味 

のある方一緒に活動をしてみません 

か。歌い手の方大歓迎です。 

 

                     

古河碁友会                    宮脇 千清 

 横山町のヤクルトはなももプラザで、週３回、日・火・木曜日の午後を中心に活動してい

ます。囲碁の有段者を対象に、点数制を導入して、２か月毎に成績を集計して点数をつけて

います。毎試合が真剣勝負で、互いに切磋琢磨しています。県外の人も参加していますので、

気楽に見学等お越しください。年に２回会員以外の人も含めて、大会を行っています。 

パソコンやスマホでも囲碁はできますが、やはり人間を相手にして対戦した方が、いろい

ろと勉強になります。 

 

総和華道協会                  木村 みのる 

総和華道協会は、日本文化の代表的

な「いけばな」の啓発、普及をめざす

団体です。 

現在の活動は、文化祭（総合展）へ

の出品、中央公民館入口の玄関花、年

末の初心者向けの「かんたん正月いけ

ばな」などです。 

日常生活にうるおいを満たすいけ

ばな、皆様の関心をいただけるいけば

なをめざして活動して行きたいと思

います。「かんたん正月いけばな」は、

初心者向けの正月花です。詳細は毎年

11月発行の広報をご覧ください。 

新しい年を迎えるお花を生けましょう。       「いけばな」の前で 

演奏会が終わって 
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うた声ひろば「カナリア」                鈴木 勝利 

平成 19年（2007年）２月にうた声ひろば「カナリア」が発足し、今年で 15年を迎えまし

た。混声合唱団である私達は、聞く人の心に安らぎをお届けできるハーモニーを目指して、

団員同士活発なコミュニケーションを重ねながら、日々練習に励んでいます。 

 主な活動は、市民文化祭のサルビア音楽祭への参加、近隣の福祉施設の慰問、香音コンサー

トの開催です。香音コンサートは、我々の仲間３団体と共に、野木エニスホールで開催して

います。令和５年４

月 23日（日）には、

新たに１団体が加わ

り、総勢５団体で第

４回香音コンサート

を開催します。現在

会員募集中です。私

達と一緒に明るく楽

しく歌いましょう。            第３回 香音コンサート 

 

 

二胡を愛する会                國井 三枝 

 中国伝統民族楽器の一つである二胡、心の奥に深く響き渡る独特の美しい音色を豊かに表

現できる楽器。胴にはニシキヘビの皮が張ってあり弦の振動この共鳴胴に響くことで柔らか

い独特の音色を醸し出し、二本の弦だけのシンプルな楽器であるにも関わらず人の心を癒す

繊細な音色を奏でます。みんなこの二胡に魅せられて始まりました。 

 筑音講師（元・女子十二楽坊の霍暁君に師事し、現在古河市小山市などで二胡講師として

活動）の下で、二胡を愛する会グループ総和教室 11 名♪ライラック７人、野木教室５名の

全部で 23 人で活動しています。普段はそれぞれに施設やら独自のコンサートなどに参加し

て、一年に一度古河市の文化祭に参加しています。それぞれのグループの曲と合同の曲を一

緒に演奏し楽しんで

います。又、お客様

を迎えてのコンサー

トで緊張感もあり、

日頃の成果を発揮で

きるようにこれから

も精進していきたい

上手になりたいと思

います。 

 
会員一同 
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初歩のギタークラブ                  関 一郎 

令和４年 11 月５日(土)と６日(日)の２日間に渡り第 19 回初歩のギタークラブ演奏会が

サンワックスホールスペースＵ古河で行われました。前回の演奏会を行ったのは令和元年の

11 月であったため３年ぶりの演奏会となりました。今回はコロナ対策として入場者数の制

限を設けて 150名を定員として準備をしました。実際に集まった観客は５日が 155名、６日

が 168名でコロナ対策の「密」を避けスペースを空けて、休み時間にはドアを開けて空気の

入れ替えを行い、なんとか対策をすることができました。３年ぶりに歌った曲ですが、私た

ちは昭和のフォークソングを歌っているため、何ら問題なく歌うことができました。お客様

もよくわかっていて「とても良かった」と言ってくれました。これから先も何年できるかわ

かりませんが、1年に２回のコンサートを続けていく予定です。また、「スペースＵ」で会い

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初歩のギタークラブ演奏会 

 

 

駒羽根新写真の会                         木室 文博 

駒羽根新写真の会は2010年に発足

し、11 名の男女会員が公方公園展示

室を拠点に、月例の例会と年２回の

写真展を開催しています。例会では

岡崎実先生の指導のもと、互いの作

品を見せ合いながら写真技術を磨い

ています。撮影の対象は自然の風景

や花・野鳥などが主流ですが、人物や

街のスナップを得意としている会員

写真展 
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もいます。いずれも、普通に流れる時間の中に特別な一瞬を探して日々励んでいます。写真

展では撮りためた写真の中から選りすぐりの作品を来観者に観ていただきます。作品の情報

や撮影時の苦心をお客様と共有することも楽しみです。皆様の次回写真展へのご来場ととも

に興味ある方の入会をお待ちしています。 

ホームページ：https://motekim.wixsite.com/komahane/home 検索：駒羽根新写真 

 

下総美術会                  秋山 道子 

下総美術会の展覧会「下総美術展」は、1986年（昭

和 61年）に、旧三和町や旧古河市、またその周辺の地

域で自主的に創作活動をしていた絵画クラブの交流展と

して始まりました。1回展は 44名 82点の出品で、出品

者が近隣の県にまたがるので「下総」と名付けました。

美術館や画廊がほとんどない中、田園地域〔現市立三和

農村環境改善センター〕での展覧会は大人にも学童にも

新鮮に受け止められ地方文化の発信地にもなりました。

展示・文化環境は変わりましたが絵画制作をしている多

くの仲間たちの自由な発表・交流の場、鑑賞を通した地

域の方々との交流の場であることは今も当初と変わりま

せん。当会は、出品者＝会員の緩やかな会で毎年５、６

月頃に展覧会を開きます。関心のある方はご連絡ください。    下総美術展 

展覧会のご案内を差し上げます。 

 

総和囲碁クラブ碁楽会             若林 俊彰 

 平成２年４月に当クラブは発足されました。会員数は 40 名で、毎週水・土・日曜日の午

後に駒羽根のふれあい館にて対局活動をしています。 

 また、年に４回の例会と文化祭記念囲

碁大会を実施しています。会員は４級か

ら高段者まで在籍していますが、囲碁は

平安時代から貴族や武将の学問であり

趣味でありました。ルールが少し難しい

ので入りにくいですが、覚えるとそこに

は沼があります。最近は将棋のほうが人

気ですが、女流の囲碁棋士は男子と対等

でタイトルを争っています。会員はいつ

でも募集していますので、気軽に見学に

来て下さい。 囲碁大会対局風景 
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総和フラウエンコール              茂田 てる江 

 私達は、歌の大好きな仲間が集まって活動している女性コーラスグループです。会員は、

古河市を中心に近隣からも参加しています。月２回木曜日の午前中に中央公民館やつつみ館

で練習しています。イベントとして、古河市や近隣の合唱祭にも参加し、令和４年度は９月

に北川辺合唱祭、11 月に古河市合唱祭に参加しました。総和フラウエンコールの歴史は古

く、活動は 40年ほどになりま

す。私達は、長年、歌うこと

に喜びを感じその時間を楽し

く過ごしています。健康にも

脳の活性化にも良いと言われ

ているコーラスを一緒楽しん

でみませんか。 

私達と一緒に歌っていく仲

間を募集しております。是非

とも、お気軽に見学に来てく

ださい。お待ちしております。          会員一同 

 

35 周年を迎えて           総和民謡舞踊歌謡連合会  

 思い起こせば昭和 62年（1987

年）今は亡き、影山音一様に会長

を、青木馨様に相談役をと、お二

人のお力添えを頂き、会主８名

により発足いたしました。文化

協会を始め関係者の方々にお世

話になり、時を経て、本年 35周

年を迎える事になりました。30

周年記念大会ののち、40周年を

目標に？と考えましたが、寄る

年波、現実の厳しさに 35周年を

目標に掲げ頑張って参りまし

た。そんな折、コロナ禍に突入、集まる事、声を出す事に制限が課せられた上、共に歩んで

来た新城武事、堀江武先生が急逝され、意気消沈していた所、本年度の文化祭開催の決定に

不安はありましたが、ひとすじの光が観えました。 

悦譽会 渡邊悦譽（宇都木節子）       紅輔会 若柳紅輔（沼澤幸子） 

恵扇会 新城会 河藤恵扇（堀江かつゑ）   隆星会 熊坂隆星（長浜真由美） 

舞台に立てる事に感謝し、この先も歩んで参ります。 

市民文化祭にて 
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古河神楽保存会                高橋  博 

江戸時代に利根川が延長整備され、様々な文化や物が東からこの地に伝来した。そして享

保 10 年(1725 年)永代太々神楽が伝来、初めは武蔵野國鷲宮神社、常陸國下妻大宝八幡宮、

山川諏訪神社やその他、神官が共に各々の神社にて奉納してきたが、継承が困難な時代にな

り各々で保存会等を結成。古河では昭和４年に中田神楽保存会を結成した。神楽は十二座(12

種類)の舞により、日本国土が創られ国民が幸せになるまでの生きる為の願いと生活を体現

しています。神社という日本伝統文化

と直結している事で、精神面や作法行

儀面も磨かれ又他の地域の神社や他

の神楽との交流も容易に図る事が出

来、古河市内から水戸やひたちなか、

新宿駅改札前等で舞った機会を通し、

各地域文化交流や行政から各個人ま

での心と協調性を育む役割を担って

いる。今後は古河市にある三団体と共

に各地域、他の大舞台で共存していく

事を目指し、私達古河市の代表とし

て、特別な伝統文化を伝承していきた

い。よって共に歩んで頂ける、舞い手 

(神楽師)を募集しています。 

 

さくら倶楽部                冨岡 静恵 

平成24年長嶋よし子先生の指導を

受け、５名の仲間でスタート。明治

から昭和にかけて時代と日本を代表

する歌曲を中心に練習を重ねてきま

した。 

平成 25 年以降は会員数も増え古

河市合唱祭に初めて参加。また市内

の施設訪問で一緒に歌う等の活動を

続けてきました。 

現在は参加できる時には、「楽しく

歌で元気に」を目標に日本歌曲だけ

でなく、時代を彩ってきた懐かしい曲、 

ミュージカル等、幅広く練習に励んでいます。（月 2回第２・第４火曜日） 

神楽を披露 

倶楽部員一同 
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総和茶道同好会                長嶋 よし子 

 茶道同好会はお抹茶をおいしく頂

くことを目標にして月３回練習をし

ています。 

・茶花を生ける。 

・お抹茶に合うお菓子をいただく。 

・おいしくお抹茶をたてる。 

以上のような練習をしています。茶道

をもっと大勢の方に興味を持ってい

ただきたいと願っております。 

文化祭において、今年度、イーエス

はなもも体育館でお茶会を開催しま

した。来年度も開催予定です。機会が

ありましたらどうぞお立ちよりください。 

 

フラワーアレンジメント紅の会         鈴木 壽子 

合併による組織改変の折、フラワーアレンジメントの団体は華道連盟からわかれて「フラ

ワー部」として独立し、古河地区の文化協会に席を置くことになりました。 

 私達フラワーアレンジメント紅の会は、「花のあるくらし、素敵ですね。ご一緒に楽しみ

ましょう」をモットーに活動しております。 

日常は、月３回、指導者のもとで研鑽をつんでおります。 

夏休みには所属する他団体と共催で「夏休み子供フラワーアレンジメント体験教室」を主

催し、小・中学生の皆さんと子供たちの大好きなひまわりをいけて楽しみます。合併以来続

いている行事で間もなく 20回になります。 

秋には市民文化祭（古河地区）に参加し、個々の作品を発表するとともに、一般の来場者

を対象に「体験学習」をして啓蒙に努めております。 

 

 

 

 

    

お茶会にて 

2022年 古河市民文化祭 （ヤクルトはなももプラザ） 
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スマホの会                     加納 純子 

 

スマホの会は市内の公民館で 

毎月 1回勉強会を開催しています。 

勉強会では隠れた真実を追求し、 

これからを生き残るための 

正しい使い方を学んでいます。 

勉強会ではスマホを買ったばかりの初心者から、 

中級者までの幅広い方が学んでいます。 

ぜひ気軽に参加してみてください。 

勉強会への参加をご希望の方は、 

080-8080-7616（加納）までご連絡ください。 

電話とショートメッセージの 

どちらでも大丈夫です。 

月会費は 3,000円です。 

 

 

古河シティウインドオーケストラ                生方 伸一 

 ３年ぶりの定期演奏会が、野木エニスホールで開催できました。 

今回は、新型コロナウイルスの影響で、練習再開が、４月ということもあり、いつもの定

期演奏会より、規模を縮小して 2部構成としておこないました。指揮は、以前からお世話に

なっている黒川圭一先生にお願いしました。第１部では、吹奏楽コンクール課題曲特集とし

て、吹奏楽の世界では、有名な曲を集めました。（音楽祭のプレリュード・やまがたふぁん

たじぃ・ジェネシス・さくらのうた・風紋）第２部は、天と大地からの恵み・亡き王女のた

めのパヴァーヌ・巴里の幻影を演奏しました。久しぶりの演奏会ということで、団員一同、

ステージに立てたことをうれしく思っていました。やはり、大勢の御客様に聴いていただけ

る幸せを感じま

した。夏と秋に

は、コロナ禍で

出場できなかっ

た茨城大会（水

戸）・東関東大会

（千葉）の吹奏

楽コンクールに

も参加できまし

た。 定期演奏会 
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古河人物デッサン研究会               立石 麻紀子 

私達は月 2回、第 2・第 4土曜日の夜、古河断熱東公民館で、裸婦（夫）デッサンを行っ

ています。クロッキーという、短時間で描画す

る練習が中心です。時々ポーズを固定し、時間

をかけてデッサンする日を設けています。 

指導者はいません。目の前のモデルに向き合

い、黙々と描くという 2時間を過ごします。 

日頃、絵画や漫画などの表現活動をしている

人に、このデッサン会は役立つでしょう。 

また、特に表現活動はしていなくても、描く

事に興味があれば、デッサン会で 2時間、集中

して過ごす事で、やり甲斐を得られる事でしょ

う。 

年に一度作品展を開いて、その年に描いた

デッサンや、その他の作品を発表し、1 年間の

活動を振り返ります。そしてまた、黙々と描く

1年が始まります。                   デッサンの風景 

こんなサークルですが、興味のある方は是非一度、体験しにいらしてください。           

    

アロハフラ愛好会             船橋 まち子 

14、15 年前に発足した会です。コロナ禍で色々と中止が続いてしまいました。先日第 12

回の発表会が出来た事うれしく思います。 

 ボランティアに参加出来る事や、毎週のレッスンに頑張っています。ハワイの音楽に合わ

せて踊るフラダンスはいつも癒されます。又、発表の場が増える事を願っております。 

市民文化祭 


