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楽器や歌。努力して続けてきたものが花開き、

新しき年の初めの初春の

Music Art 'nd Theater Association

今日降る雪のいやしけ吉事
万葉集 大伴家持
（新春の今日降り積む雪のように良きことの数

人々に拍手で迎えられる様子は、何度見ても心
が弾むものです。
ただ、ご存じのように芸術家として身を立て
ていくのは並大抵ではありません。ひとつでも

多ありますように）
あけましておめでとうございます。今年ほど

多く舞台に立ち、演奏する。その経験は彼ら彼

この歌が身にしみる年明けはなかったかもしれ

女らにとって、チャンスをつかむ機会になるは

ません。初めて体験する世界に戸惑う１年が過

ずです。ならばそこにも目を向ける必要があると、

ぎました。岸和田文化事業協会でも事業の中

私たちは考えました。ジュニア・フレッシュとつ

止・延期が続き、再開後もどのような形で行う

ないできたプログラムの最終段階として、巣立

かを模索する日々です。今年はどうか、たくさ

つ前の発表の場を提供するのはどうだろうか？

んの文化芸術に触れられる年でありますように。

こうしてできたのが自泉アーティストバンク

あらゆる人がコロナ禍で影響を受けました。

です。フレッシュコンサートに出演した演奏家

どんなケースもにも胸は痛みますが、若い人た

の皆さんが登録しており、当協会の事業への参

ちへ の 思 いはひと

加や、演奏者を探

しおです。

している方々への

私たち岸和田文

紹介などを目的と

化事業協会は若手

しています。今ま

の芸 術 家の発 掘と

でに、いくつかの

育 成 を目標 のひと

コンサートやピア

つにしており、その

ノ伴奏で力を貸し

取り組みとしてコン

てもらいました。

サ ートを開 催して

〔第 12 回フレッシュプレミアムコンサートより〕

コンサートでは、

います。自泉ジュニアコンサートと自泉フレッ

個人あるいはグループでテーマを設け、ステー

シュコンサートです。ジュニアコンサートは小

ジの構成を考えていくという課題を経験してい

学生から高校生まで、フレッシュコンサートは

るメンバーもいます。演奏だけでなく自己プロ

音楽を学びプロフェッショナルとして歩み始め

デュース力も磨き、ファンを増やして、さらに

る新人演奏家が対象です。音楽を志す芽を見つ

大きなステージへのステップにしてほしい。そ

け、発表の場を準備し、成長の手助けをするこ

れが私たちの願いなのです。

と。ふたつのコンサートを相互に結びつけ、子

現在は音楽家が中心ですが、いつかは様々な

どもから成人へと続く道を作ることを意図して

ジャンルの芸術家が参加してくれたら。自泉会

います。

館が若い芸術家の生まれる泉となれば。そんな

実際、素晴らしい若い才能が自泉会館のホー
ルから生まれています。お稽古事として始めた

大きな夢を抱いて、新しい年の第一歩を踏み出
したいと思います。

（文責：小末）
1

「なにわ時計学校」〜古きよきものを大切に〜
なにわ時計学校 学校長 池宮俊二氏 に伺いました

12
各分野で活躍し岸和田にかかわりのある方々に、お話をお聞きします。

2

紀 州 街 道と塔 原
線 が 交 わる 角あ た
り。「なにわ時計学
校」「なにわ時計研
究会事務所」と書か
れた看板を気にしな
がら横目で通り過ぎ
て い る 方 、い ら っ
しゃいませんか？
今回はその「なにわ
時計学校」の学校長、池宮さんを訪ねました。
ドアのチャイムをピンポ〜ンと鳴らすと、笑顔の優
しい池宮さんがお迎えしてくださいました。ちょうど
10時。大きな柱時計が素敵な音色を鳴らし、その奥に
たくさんのアンティークな柱時計や置時計が鎮座して
います。時計学校に似つかわしい校内で、いろいろな
お話を伺いました。
池宮さんは御年
71才。大正5年創
業の池宮時計店
（創業当時は時計
に加え蓄音機やレ
コードも扱ってい
たそうです）を守
りな が ら 、約 3 5
年、時計組合の職
業訓練校講師を務めてこられました。時計師を職業と
したのは、家業を継ぐはずのお兄さんが時計店を止め
ると言われたからだそうです。
高校卒業後、交野の時計学校に入学。24歳の時、
国家試験2級に合格。25歳で最難関の日本時計師会
CMW試験に1回でトップ合格。お父様が鼻高々でお客
様に言い触らしていたほどでした。
職業訓練校に勤めていたころ、訓練校移転先の卸
業者福田社長から時計修理を依頼され、ロレックス
の研修に2か月通いました。そこで「本当に各試験に
合格してきたのか？」と言われたそうです。試験と
実践の違いを深く感じた池宮さんは、一番基本的な
構造であるロレックス全機種について学び、実力を
磨きました。
その後、時計店を営みつつ大阪時計訓練校で教え
ていましたが、一定の決められた内容のみを教え、前
任の先生の教授してき
たことを引継ぐという
訓練校の授業は、自分
のやりたいことと違うと
感じるようになりまし
た。そこで自身が知る
時計の全てを教えた

い、もっと自分の持つ知識
を後世に伝えたいとの思い
から訓練校を辞め、6年前
に「なにわ時計学校」を開
校されたのです。
開校にあたり設備を揃え
るのが大変でした。古い機
材や本などは廃業された
方々にいただきました。現
在製造・発行していないも
のも多く、今となっては大変貴重になっています。教
室にはこうした機械が所狭しと並んでいました。
修理を依頼された古い時計などは、部品が手に入ら
ない事が多々あります。それらは1から部品を作りま
す。「子育てと一緒で、手間のかかる仕事は大変だが
やり甲斐が大きく、そうした時計はとても記憶に残っ
ています」とのこと。最近は「片付けたら出てきたか
ら」と古い腕時計やボンボン時計の修理が増えてきた
そうです。
なにわ時計学校の講師は、池宮さんと西原さんの2
人。柱時計、置時計、腕時計など時計の形や種類、仕
組みをまず学び、それらの修繕をしていきます。
現在生徒は20歳前後の
方が2名。名古屋と徳島か
ら来ています。卒業後、時
計師として働いている方
もいらっしゃいます。
「やればやるほど奥深
く、興味のわく仕事。時計
に興味がある方は、まず気
軽に入学してください」と
池宮さん。
学校は毎月ごとに入学可能で、1年、2年、3年と３
つのコースがあります。30歳ぐらいまでの方で3年間
学ぶと時計職人としての技術が身につき、一生の仕事
となります。四畳半ぐらいの場所があれば自分のお店
を持つことも可能です。
就職先としては、メーカーや修理センター、もちろ
ん個人で時計屋を立ち上げる方もいます。
「今、時計は多様化し、時間を見るだけでなく、楽
しみの時計になっています。若い方はパソコンなどを
活用し新しい時計屋ができると思うので、大いに期待
しています」
古いものを大切にしつつ、新しいものを取り入れ未
来を語る池宮さんは知識の宝庫のような方でした。こ
れからもお元気で、後進の育成、技術の継承に力を注
いでいかれることを期待しています。
（取材：黒木・小末）
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【岸和田藩岡部家編】
監修：江間 一夫

ちきりくん

【５】岡部長著（ながあきら）
官職：従五位下・美濃守

生没：正徳元年12月26日

和線界隈、岸和田藩と岡部氏、市内の神社を
問題形式でお届けしてきました。
このあたりで、もう一つ扉を開けましょう。
さらに奥深い岸和田を知ってみませんか。
今回も前号に続き、岸和田藩岡部家の歴代藩
主について詳しくご紹介いたします。

【７】岡部長修（ながなお）
官職：従五位下・美濃守→駿河守
生没：延享3年3月29日

〜宝暦6年6月4日

〜寛政7年11月25日

1711〜1756

1746〜1795

（岸和田生・46歳没）

（岸和田生・50歳没）

在職：享保9年９月25日

在職：安永元年4月23日

〜宝暦6年5月10日

〜安永5年8月18日

1724〜1756（14〜46歳）
正室：老中・松平乗邑（のりさと）の娘
業績：寛延元年・朝鮮通信使接待役
建立：元文3年・十輪寺（臨済宗）←【参考５】
行事：元文4年・葛城山鹿狩

←入城百年祝賀

趣味：能・絵画

【参考５】十輪寺（野田町）
①宗旨：臨済宗妙心寺派〈仏頂山〉
②本尊：釈迦牟尼仏

スター。これまでに岸和田城、城下町、JR阪

東光寺跡地

③創建：第５代藩主・岡部長著→菩提寺
④開創：享保9（1724）年
⑤開山：蘆山（妙心寺派）
⑥俗謡：お徳石
「泉州岸和田十輪寺のまえでお徳ころした首がない」
「泉州岸和田十輪寺の鐘は一里きこえて二里ひびく」
「こわいおとろし十輪寺のお墓男殺した石がある」

【６】岡部長住（ながすみ）
官職：従五位下・内膳正
生没：元文5年6月3日
〜文化6年8月8日
1740〜1809
（江戸生・70歳没）
在職：宝暦6年5月10日
〜安永元年4月23日
1756〜1772（17〜33歳）

1772〜1776（27〜31歳）
制定：明和9年『明和の三か条』
＝孝行・勤農・倹約
隠居：安永5年・嫡子長備が藩主相続

【８】岡部長備（ながとも）
官職：従五位下・美濃守
生没：宝暦13年3月4日
〜享和3年11月20日
1763〜1803
（岸和田生・41歳没）
在職：安永5年8月18日
〜享和3年11月20日
1776〜1803（14〜41歳）
業績：天明7年・遠江国相良城受取役
相良城＝老中・田沼意次の居城←【参考６】
若年寄・田沼意知の刃傷事件→老中失脚

【参考６】相良城請取
場所：遠江・大井川・御前崎付近
所領：57000石

老中・田沼意次の居城

嫡男：若年寄・田沼意知斬殺36歳

→

請取：1789年（天明9）岡部長備請取役

所領没収
←

幕命

＝役高25000石
陣立：先陣・中与左衛門

後陣・粟宮七郎兵衛

藩士卒1800名
臨戦態勢→金谷で各部隊合流→演習→請取

業績：明和元年・朝鮮通信使接待役

合流：甲賀より甲賀士50名

隠居：安永元年・弟長修が藩主相続

刃傷：旗本・佐野政言（まさこと）→世直し大明神
田沼意知（36歳）落命
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『ダンスONE
音体部
岸和田高等学校

岸和田の文化ホット情報

大阪府立

『ダンスONEプロジェクト』は、コロナ禍で活動や発表
の場を失った高校ダンス部を応援しようという、情報番組
『スッキリ』と振り付け師akaneさんとのコラボ企画です。
全国から53チーム3959人の高校生たちが動画投稿という
形で参加しました。
岸和田高等学校（以下岸高）は自泉会館のご近所で、
毎日グランドから元気な声が聞こえてきます。岸高からも
音体部が参加したと聞き訪問しました。
音体部は2年生33名、1年生11名で活動しています。全
員女子生徒です。今回応募したのは、テレビでこの企画を
知った部員の提案からでした。基本に加えての振り付けや

と力強く頼もしいこと！「どれができて、どれができない

校内外での撮影、編集はすべて自分たちで手がけました。

か。ダンスは見てくれる人があってこそ。観客の存在が

作業は、時間が少なく大変だったと言います。

ハードルをあげる。ステージ確保が難しく、確保しても何

例年なら４月に新入生の体験入部を経て、6月の文化祭

かあればと心配。でも踊らせてあげたい」と顧問の山崎先

で舞台を踏みます。音体部は、取材者在学中の○十年前

生。部員たちは「先生は部のことを考える時間がめっちゃ

から、もちろん今も文化祭の花形クラブです。それなのに

長い。なんとか開催できるよう毎日毎日考えてる。ダンス

今年はコロナ禍で1年生の入部は7月からとなり、文化祭

中みんなの名前を呼ぶシーンは、楽しみだけど感染対策

も春の大会もなくなってしまったのです。

で出来なかった。それを確認し各所に掛け合ってよりよい

自粛期間は自宅で練習していました。「みんなでダンス

ものにしてくれた」と言います。互いを大切に思い、信頼

しないと意味が無い。何の練習をしていいのかわからな

しあっているのですね。気持ちの良い、素晴らしい場所と

い」そんな悩みを抱えながら、自分のできることをそれぞ

時間を作っているのだなと感じました。

れがしていたそうです。1年生は学校に慣れるのに一生懸

取材時には12月末のクリスマスコンサートに向けて練

命、３年生は勉強が忙しい。一番学生生活を楽しめるはず

習していました。2年生はこれを最後に引退します。浪切

の２年生で、いくつも発表の場を奪われたのも辛いことで

大ホールで30曲以上のダンスを披露する大きな舞台です。

した。

昨年、先輩から部を引き継いだ思い出深い公演でもありま

それだけに再開したときの大きな喜びは、きっと言葉で

す。「今のメンバーで踊れる最後の舞台なので、今までに

言い尽くせない感情だったろうと思います。「自粛中みん

ない良い舞台にしたい。コロナで出来なかった悔しさを糧

なに会いた過ぎた。会いた過ぎて、もどった時の練習がす

に、残り少ない練習を笑顔で、本番も後悔しないよう笑顔

ごく嬉しかった」大人も辛い時期でした。若い感受性豊か

で迎えたい」と抱負を語ってくれました。

な彼女たちなら、なおさらでしょう。「今回の企画はコロ

お喋り、笑い声、ブラスバンドの練習。いろんな音が聞

ナ禍だから

こえてくる教室で、2年生の部長さんと2名の副部長さん、

できた。み

顧問の先生にお話を伺いました。少しはにかみながら、こ

んなで一緒

こに書き切れないほどいろいろな話を聞かせてくれました。

にできる今

きっとコンサートは大成功だったはず。この先も幸せなキ

年だけの唯

ラキラした時間をたくさん積み重ねていけるようにとエー

一のプロ

ルを送ります。明日から期末試験1週間前、コンサートの

ジェクト」

練習も大詰めというお忙しい中、ありがとうございました。

前向きな言
〔2020年 クリスマスコンサート〕
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〔2020年 クリスマスコンサート〕

葉の、なん

（取材：黒木、小末）
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大 切に
を
縁
ご
の
と
ち
地域の方た
いました
阪井正明氏に伺
司
宮
社
神
城
岸

岸和田城の東側にあ

子連中さんによ

る岸城神社は、古来、

る「 石 見 ( い わ

産土神をお祀りし岸和

み)神楽」アトリ

田城下総鎮守で、9月の

エズガの「オー

祭礼時に15町のだんじ

プン秘密基地」

りが宮入すること、ま

などが定期的に

た1月10日の“えべっさ

開催されていま

ん”でも有名ですね。

す。また関西で

鳥居をくぐると、関西では珍しい備前焼の狛犬がお出迎
えしてくれます。

も有数の舞踊家が集う「関西バリ舞踊祭」は、全国から
ファンが来るほどの人気で毎年開催されていましたが、

本殿には天照大御神(元岸和田村鎮守神)、素戔嗚尊(す
さのおのみこと)（牛頭天王）、品陀別命(ほんだわけのみ

10周年を迎えた2018年を最後に惜しまれながら終了しま
した。

こと)（八幡厄神）、そして七間社として住吉神社、琴平神

関西に大きな被害をもたらした2018年の台風21号によ

社、春日神社、菅原神社、日吉神社、愛宕神社と厳島神社

り、岸城神社も社務所の屋根が甚大な被害を受けました

が祀られ、また敷地内には岸和田戎神社、稲荷神社が鎮

が、このたび建て替えが行われ、2020年10月27日に新し

座しています。

い社務所が完成しました。

岸和田城は、本丸と

こちらでは御守りやお神札だけでなく、岸和田城とだん

二の丸を重ねた形が

じりが描かれた御朱印帳なども購入できます。お祭り好き

「ちきり」とよばれる

にはたまりませんね。

機（はた）の縦糸を巻

社務所には展示会や会合などができる部屋が併設され、

く器具に似ていること

誰でも有料で借りることができます。11月には禰宜である

から千亀利城とよばれ、

阪井宮司のご子息の結婚式が執り行われ、披露宴会場と

その鎮守神であった岸

して使われました。その時のお写真もお借りできました。

城神社は人々から親しみをこめて「千亀利のお宮」と呼ば

厳かな様子が伺えますね。

れるようになったそうです。手水鉢は千亀利にちなんで亀

お話を伺った日は、ちょうど「干支彫刻展示即売会」と

の口から水が出るようになっていますが、現在はコロナ対

いう、泉州の彫刻師が集う令和三年の干支「丑」の彫刻展

策のためセンサーでの稼働中です。

が開催されていました。このように色々なイベントに使わ

岸城神社は、恋愛や結婚をはじめ幅広くご縁を結ぶ神
様として信仰されていて、社務所では恋愛のご縁を求め
る方に「ちぎりの糸（紅白2本の糸）」を授けています。

れると、地域の活性化が図られてとてもいいですね。
お部屋の利用に関しては、下記の岸城神社連絡先にお
問い合わせください。

新年に本殿のそばに立てられる巨大絵馬は、岸和田に

阪井宮司は岸和田文化事業協会理事でもいらっしゃい

ある高校の生徒が持ち回りで干支を描いてくれています

ます。また岸城神社は岸和田の文化を伝承し盛り上げて

が、2021年の丑年は地元画家の籔

いくための委員会『岸和田城下町サミット実行委員会』の

内博氏が描かれました。

メンバーでもあります。岸城神社と自泉会館が協力し、城

広々とした境内は一般の方が利

下町の活性に取り組んでいけたらと思います。

用できるよう開放し、毎月第3日曜
日には「むすび市」が開催されて
います。ほかにも新嘗祭(にいなめ
さい)神振行事として京都瓜生山舞

（取材：近江・小木曽）

＜岸城神社＞

〒596-0073 岸和田市岸城町 11-30
Tel:072-422-0686
https://www.kishikijinja.jp/
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一語一縁
Ichigo-Ichien

【未来へ ここから】
音楽の持つ力を信じて
自泉アーティストバンク

伊石 昂平

僕がチェロを始めた
のは4歳になってすぐ
のことです。分数サイ
ズの小さなチェロを、
毎日幼稚園に行く前に
30分練習していまし
た。あの頃から早22
年、紆余曲折はありま
したが、今もこうして
チェロを続けられてい
るのは、家族や先生を
はじめ、応援してくだ
さる多くの方々のお陰です。
途中、勉強とチェロの両立を目指しましたが、うま
く行かず、チェロから離れる時期もありました。しか
し、チェロから離れて様々なことに触れたことで、視
野が広がり、チェロの魅力、そして音楽の楽しさを再
発見できました。
神戸大学を卒業後、チェロを本格的に勉強するため
に東京藝術大学の大学院に進学しました。藝大では
チェロの技術に留まらず、音楽の奥深さ、演奏家とし
ての心構えを学びました。
昨今はコロナ禍の中、演奏家は経験したことのない
苦境に立たされています。僕も大学院修了と同時に自
粛生活を強いられ、途方に暮れる日々を送っていまし
たが、そんな中でも音楽が心の支えとなり、勇気を与
えてくれました。こういう時だからこそ人々には音楽
が必要なんだと感じました。
これからは多くの方々に元気と勇気を与えられる演
奏家を目指したいと思います。
◆令和3年3月6日（土）マドカホールで行われる「第
13回フレッシュプレミアムコンサート」にゲストと
して出演を予定しています。

＊岸和田文化事業協会は、自泉アーティストバン
クをとおして若い芸術家を応援しています。

小 太 郎との日常
岡本 英子
猫を飼って5年になります。
幼い頃も2匹飼っていましたが、自由奔放な放し飼い
だったので、今のような家の中のみでの密着した環境とは
全然違っていました。
「ニャーニャーニャー」何かを訴えている。大好きなア
ルミホイルを投げてみるが見向きもしない。それじゃないと、
また「ニャーニャーニャー」と鳴く。無視して新聞を読むと
後ろから背中に向かって飛びながらタッチをする。
ソフトな感じなので敵意はないが、何してほしいの？お
やつ？時計の針はまだ2時20分。「おやつにはまだ早いで
しょう！」手足を4本きちっとそろえたお行儀のいい座り方
で私を凝視する。瞬きもせず純真透明な瞳でジーッと見つ
められ「ま、いっか」とおやつを取りに行く自分を甘いなと
戒めつつ、後ろにピッタリ着いてくる様子に足取りは軽や
か。
おやつを手に、もといた場所に戻るや否や私の直ぐ前に
お行儀のいい4本揃えの座り方で小袋の開封を待つ（ぬか
りないわ）。少しじらしてみると、左手でチョンチョンと私
の手を突っつき催促する（ハイハイ！）。会話はできないが、
しっかり意思伝達してくる。
小粒ずつ手渡しで2袋を動画の早送りのように一気に食
べてしまい「もう無いよ」の言葉を聞くや否やその場をすっ
と去り、お気に入りの場所へと階段を駆け上がって行って
しまった（ありがとうはなし？）。ここで無理やり抱っこし
ようとしても、スッとすり抜けられてしまう（give and
takeはない）。そしてその数分後、お気に入りの場所、階
段の一番上の手すりに寝そべって、こちらに来いと呼ぶよ
うに鳴く。ついつい愛猫の元に行ってしまい苦笑い。
あなたは本能のままに行動し
自己中。それでも魅力的に思わ
せるからあなたがすごいのか？
私が猫バカなのか…？原稿を書
いている今現在、このまさに原
稿用紙の上に座ってくれていま
す（本当あっぱれ）。ちょっと
ペンが進まないので下に降りて
ね。
さっきgive and takeはない
といったけれど、コロナでステ
イホーム中、苦も無く過ごせた
のはあなたの癒しのおかげです。
感謝しています。

＊一語一縁のページでは、会員の紹介に加え【未来へ ここから】と題し、自泉アーティストバンク登録者も紹
介して行きます。
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文化祭記念コンサート「男性4人による おとコンサート」
日時：11月1日(日) 午後2時
入場者数 149人

会場：マドカホール

〈皆さんの声〉

日時：12月5日（土）午後4時 会 場：岸和田市立自泉会館ホール
入場者数 24人
〈皆さんの声〉

◆コロナでコンサートが無くなった
中、無料でハイレベルな演奏を聴
かせていただき感謝しています。
◆男性4人によるコンサートは珍し
い企画でしたが、盛りだくさんの
内容で充実した時間でした。
◆勇気、パワー、光を頂きました。

◆もっとたくさんの子どもたちに観て
ほしかったですね。
◆朗読、
ピアノ、
クラリネットのバラン
スがとても良かったです。
◆楽しい時間をありがとう。
こんな機
会がもっとあればよいですね。

3館合同事業 おはなし×あそび きっしゃん の シリーズ
シリーズ１ きっしゃんの海×わたしの体からワニを作ろう
日時：11月3日(祝・火)午後2時
参加組数 親子ペア5組

子どもによるファミリーコンサート
音楽で綴る朗読コンサート「海を見たくま」

会場：自泉会館展示室

〈皆さんの声〉

◆子どもの考える力をよく引き出して
くれるワークショップだったと思い
ます。
◆ワークショップの2時間、ずっと笑
顔でした。

自泉会館を知る

日時：11月14日(土)午後2時
会場：岸和田市立自泉会館ホール
参加者数 23人

子どもによるファミリーコンサート
弦楽コンサート うきうきノエル

日時：12月6日（日）午後6時30分
会 場：岸和田市立自泉会館ホール
入場者数 28人
〈皆さんの声〉

◆この時期に素敵なコンサートを開
いてくださった事感謝しています。
◆指導の先生のお力をいただき、
子どもたちだけのコンサートがで
きたのは素晴らしいことです。

第61回自泉フレッシュコンサート

日時：12月19日(土)午後6時30分
会 場：岸和田市立自泉会館ホール
入場者数 23人

〈皆さんの声〉

◆今までは来館しても、古い建物、
凝った様式と思いつつ丁寧に見
ていませんでしたが、詳しく説明を
聞き、文化財を守るのは大変だと
改めて感じました。
◆ピアノ演奏はこの人数で聴くの
はもったいないと感じました。
◆身近にあるのに知らずに過ごして
きて、由来を拝聴し親しみが増し
ました。

チェコ・ハンガリー 〜中欧ヨーロッパからの響き〜
日時：11月21日(土)午後2時 会場：岸和田市立自泉会館ホール
入場者数 16人
〈皆さんの声〉

◆コロナ禍の中、生での演奏を聴く
ことができとても幸せ！感謝‼
◆民族色を感じる情感豊かなプロ
グラムで、
しっかり楽しませていた
だきました。
◆若い方々のパフォーマンスを身
近に鑑賞でき幸せな時間でした。

〈皆さんの声〉

◆澄んだ張りのある声、力強く美しいピアノ
の調べに魅了されました。
◆コロナ禍の対策が、逆に舞台感があって
よかったです。

第4回自泉クリスマス会 聖歌隊ワークショップ
①初心者コース ②経験者コース
日時：12月20日（日）午後1時・午後3時15分
会場：岸和田市立自泉会館ホール
参加者数 ①15人 ②10人

〈皆さんの声〉

◆最初不安でしたが、先生のお話
も楽しくハッピーになりました。
◆声を出すと体が温まるのを感じま
した。
◆先生も優しく緊張せず参加するこ
とができました。

ベートーヴェンの軌跡 作品から読み解く 楽聖 の人生

第4回自泉クリスマス会

日時：11月28日(土)午後5時 会場：岸和田市立自泉会館ホール
入場者数 28人

日時：12月16日（水）〜20日（日）
午前10時〜午後5時（最終日のみ午後3時まで）
会場：岸和田市立自泉会館展示室
入場者数 134人

〈皆さんの声〉

◆ベートーヴェンの人生を振り返り
ながらの演奏、心に響きました。
◆丁寧な解説、素晴らしい演奏、
ま
た建物自体にも趣があり贅沢な
時間を過ごせました。
◆解説をしていただいたことでさらに
作品に入り込むことができました。

作品展

〈皆さんの声〉

◆クリスマス時期に楽しい展示をし
ていることを初めて知りました。
◆昨年のようなワークショップが無
いのが残念です。
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●新春コンサート2021
〜自泉女声アンサンブル with 野上貴子〜
日

●第13回フレッシュプレミアムコンサート
日 時：令和3年3月6日（土）午後3時開演（午後2時30分開場）
会 場：マドカホール
入場料：前売1,000円（当日200円増）
チケット販売場所：自泉会館事務所
マドカホール事務所
定 員：100名
出演者：
令和元年度・2年度の自泉フレッシュコンサートで
優秀な成績をおさめられた方
廣中
愛（ソプラノ）
岸元
大周（ピアノ）
吉村 茉莉亜（ピアノ）
藤山
愛子（ピアノ）
上林
莉奈（ピアノ）
薄木
咲良（ピアノ）
土生
夏未（ソプラノ）
吉田
絢音（ピアノ）

時：令和3年1月31日（日）
午後2時開演(午後1時30開場)

会

場：マドカホール

出演者：野上 貴子(メゾ ソプラノ)
森本 美希(ピアノ)
自泉女声アンサンブル
入場料：前売2,000円(当日500円増)
チケット販売場所：自泉会館事務所
マドカホール事務所
定員：100名

●音楽と愛
〜ベートーヴェン生誕250年を迎え〜(共催)
日

令和元年度・2年度自泉ジュニアコンサートで
優秀な成績をおさめられた方
岸野
花音（ピアノ）
西田
果歩（ヴァイオリン）
中澤
蒼明（ピアノ）
中地
莉子（ピアノ）
吉田
龍司（ピアノ）

時：令和3年2月11日(祝・木)
午後2時開演(午後1時30分開場)

会

場：岸和田市立自泉会館ホール

主催：市民若手音楽養成所
≪ミューズアカデミー≫
入場料：前売2,000円(当日500円増)

ゲスト出演：伊石 昂平氏（チェロ）
第7回フレッシュプレミアムコンサート
最優秀賞者

■お問い合わせ 岸和田文化事業協会事務局まで TEL/FAX 072-437-3801 E メール fontaine@sensyu.ne.jp
お 知 らせ

会員の方は8面に文化情報を掲載することができます。掲載希望の
方は事務所までお越しいただき用紙にご記入ください。多数希望の
方がいらっしゃる場合や当協会主催の事業がたくさんある場合はご
希望に添えないこともあります。
ご了承ください。

お 願 い

岸和田文化事業協会で取り上げてみてはどうかと思われるコンサー
トや展示会がございましたら、ぜひ事務所まで案を届けてください。
今後の参考にさせていただきます。

●自泉会館では、新型コロナウイルス感染症防止のため事業鑑賞人数等を縮小して
行っています。ご了承ください。
●自泉会館をご利用の際は、手指の消毒、マスク等の着用、社会的距離の確保、体
調の悪い方の入館はご遠慮ください。また館内は換気のため扉等を開放していま
す。ご了承ください。

vol.69

令和3年度（2021年度）
（2021年4月〜2022年3月）

会員募集

年会費
個人会員（1口） 2,000円 団体会員（1口） 5,000円
（入会費不要）家族会員（1口） 1,000円 法人会員（1口） 10,000円
（個人会員の同居家族）
特別会員（1口） 50,000円
入会方法 協会事務局（自泉会館）で直接受付致します。
郵便振込の場合は 口座番号 00970̶9̶28145
加入者名 岸和田文化事業協会
詳しくは、岸和田文化事業協会事務局まで

TEL/FAX 072-437-3801 Eメール fontaine@sensyu.ne.jp

編集後記

発行：岸和田文化事業協会

発行日：2021年1月25日
◆事務局
〒596-0073
岸和田市岸城町5-10 岸和田市立自泉会館内
TEL/FAX 072-437-3801
Eメール fontaine@sensyu.ne.jp
◆編集委員 近江和代・小木曽由季・黒木幸子・小末もとえ
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あけましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイル
スに翻弄された1年でしたが、今年は安心できる年になって
ほしい・・・と祈願します。
（黒木）

http://www2.sensyu.ne.jp/fontaine/
岸和田文化事業協会

検索

