中央区文化・国際交流振興協会だより

平成18年度「サザランド市紹介の夕べ」

理事長就任のごあいさつ
役員名簿
平成19年度の事業計画と予算
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常磐津英寿
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中央区文化・国際交流振興協会発行

古屋 勝彦

理事長

協会設立以来、当協会の発展に多大な貢献をされた山本惠造初代理事長の後任として、去る
６月20日に理事長に就任いたしました古屋でございます。
当協会は平成3 年の設立以来、中央区内に住み、働き、集う方々が主体的に文化活動や国際
交流活動を推進する基盤として活動しております。
中央区は、江戸歌舞伎発祥の地でもあり、江戸以来文化の中心地として発展しており、その
伝統は今も引き継がれ常に新しい文化を創造し、時代を先導し続けております。
多様化する社会にあって、文化の振興は心豊かな活力ある社会の形成にとつてきわめて重要
な意義をもつております。
また、国際化の進展により、中央区の外国人登録人口は協会設立時の4倍を超えております。
特に、金融特区といった位置付けが期待される中央区において、外国人居住者は今後さらに増
加することが見込まれます。
新しい時代に即応した、文化、国際交流の振興が急務となっており、当協会の役割がますま
す期待されております。
今後区のご支援をいただきながら、関係団体を始め登録ボランティア、区民の皆様のご協力
のもとに、中央区における文化、国際交流の一層の振興に努めてまいりたいと思っております。
皆様の温かいご支援、ご協力をお願い申し上げます。
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平成 19 年度の事業計画と予算

平成 19 年度の協会の事業計画と予算の概要をお知らせ
します。
事業内容の詳細が決定していない事業については、決まり
次第協会のホームページや区のお知らに掲載いたします。

文化振興事業を紹介します。

中央区を中心に活躍されている古典芸能実演家を構成員
とする「中央区古典芸能の会」に企画・制作をお願いし
ています。
本年度は、下記の要領で開催し、好評を博しました。
日 時：平成19 年 6 月16 日（土）午後6 時開演
場 所：日本橋公会堂「日本橋劇場」

平成 1 9 年度事業計画

内 容：講話、小唄、舞踊・清元、江戸手妻、舞踊・義
太夫
参加費： 1,000 円

1 機関誌発行・ホームページの更新

定 員： 440 名

「中央区文化・国際交流振興協会だより」を発行すると
ともに、ホームページを更新し、区民の皆様に文化振興
及び国際交流に関する協会の事業紹介やイベントなどの
最新情報をお知らせします。
情報誌
部

数： 5,000 部 A4 版

発行回数：年 2 回（7 月− 47 号、12 月− 48 号）
ホームページ
URL ：http://www.chuo-ci.jp/

2 芸術・文化の普及
（1）コンサート

〜区民に親しみやすい音楽鑑賞の機会

江戸手妻 蝶のたはむれ

舞踊・義太夫 櫓のお七

（4）文化推進事業助成
協会の目的とする事業を推進するため、区民が主体とな
って行う文化振興事業の後援及び事業実施に要する経費
の一部を助成します。

を提供します〜

助成件数： 14 件

日 時：平成19 年10 月12 日（金） 午後 6 時40 分開演

助成金額：事業に要する経費の1/2 で10 万円が限度

場 所：日本橋公会堂「日本橋劇場」
内 容：「前田憲男とヤングライオンズ」ジャズコンサート
参加費： 1,000 円
定 員： 440 名
詳 細：追ってお知らせいたします。

（5）特別文化講演会
各展覧会にあわせ、ＮＨＫとの共催で講演会を開催いた
します。なお、講演会参加者には展覧会の招待券を、お
一人様一枚差し上げます。
① インカ・マヤ・アステカ展
日 時：平成19 年 7 月19 日

開演：午後６時 30 分

講 師：篠田謙一（国立科学博物館 人類研究部 人類
史研究グループ 研究主幹）
場 所：月島社会教育会館 ５階 講習室
参加費：無料
（2）文化講座 〜中央区に関係のある文化・歴史につい
て専門家の講話を聞く機会です〜
日 時：平成19 年 10 月２日（火）〜10 月３ 0 日（火）
延べ4 回 午後 6 時30 分〜
場 所：築地社会教育会館
参加費：無料

演 題： DNA から見た古代アンデスの人々
定 員： 80 名
② フェルメール「牛乳を注ぐ女」とオランダ風俗画展
日 時：平成19 年 9 月６日 開演：午後６時 30 分
講 師：小林)子（目白大学 社会学部 メディア表現
学科 教授）

定 員： 80 名

場 所：日本橋公会堂（第３・第４洋室）

詳 細：追ってお知らせいたします。

演 題：フェルメールとオランダの風俗画
参加費：無料

（3）古典芸能鑑賞会

〜中央区に深い関わりをもつ清

元、浄瑠璃などの古典芸能を鑑賞する機会です〜

定 員： 100 名
詳 細：追ってお知らせいたします。

平成 19 年度の事業計画と予算

（4）日本語指導・交流会
日本語でコミュニケーションをとることが困難な区内在

１ 姉妹都市等との親善及び国際化の推進
（1）国際交流のつどい
区内在住・在勤の外国人に日本の伝統文化を紹介すると
ともに外国の文化にふれ、区民レベルの相互交流を図り
ます。
日 時：平成 19 年11 月 17 日（土）正午〜午後 4 時

住・在勤の外国人を支援するために、日本語教室を開設
します。

日程

第１、第２、第３水曜日

第１、第２、第３木曜日

第２、第４土曜日

時間

午後6時30分〜8時

午前10時〜11時45分

午前10時〜12時

協会講習室

協会講習室

場所

女性センター「ブーケ２１」

場 所：月島社会教育会館 4 階
参加費：無料

JAPANESE LANGUAGE CLASS

詳 細：追ってお知らせいたします。

Chuo Cultural and International Exchange Association
(CCIEA) offers Japanese Language classes by volunteer
teachers.

INTERNATIONAL EXCHANGE PARTY
This event is held once a year to introduce Japanese culture
in order to strive for the promotion of International
Exchange between citizens and foreign residents living in
Chuo City.
Date & Time: November 17, 2007（Sat）12:00 〜16:00
Place: Tsukishima Social Education Center, 4th fl.
Fee: Free
Experience Japanese culture!

Class

Wednesday Class

Thursday Class

Schedule

Every 1st, 2nd &
3rd Wednesday

Every 1st, 2nd &
3rd Thursday

Every 2nd &
4th Saturday

Time

18：30〜20：00

10：00 〜 11：45

10：00 〜 12：00

Place

Chuo-ku Women’s
Center“Bouquet 21”,
4th fl. Work room,
(1-1-1 Minato,
Chuo-ku, Tokyo)

CCIEA Office,
3rd fl. Lecture
Room,
(1-13-24 Shintomi,
Chuo-ku,Tokyo)

CCIEA Office,
3rd fl. Lecture
Room,
(1-13-24 Shintomi,
Chuo-ku,Tokyo)

Fee

Saturday Class

Fee About ￥2,500 (no fee for the lesson, only for the textbook)

平成18 年度国際交流のつどい

（2）ホームステイ・ホームビジットの実施〜
姉妹都市等関係の深い都市の公的紹介のある外国人に対
し、ホームステイを実施しています。

日本語教室

また、区内在住・在勤の外国人で日本の日常生活を知り、
日本人との交流を望む人に対し、ホームビジットを実施

（5）国際交流サロン
外国人と日本人が気軽に交流できる場を提供します。ボ

します。
（3）姉妹都市親善写真展
姉妹都市であるオーストラリア・サザンランド市との親

ランティアの協力により、日本語の会話、日本の文化の
紹介、さまざまなイベント（七夕、盆踊り、お月見、市
街探訪など）を企画する予定です。

善を一層深めるため、相互に写真を交換し、親善写真展
を開催します。

日 時：毎月第 2 土曜日（8 月、11 月を除く）

日 時：平成 19 年2 月

場 所：協会講習室

場 所：区役所１階ロビー、日本橋特別出張所１階ロビー、

費 用：無料

月島特別出張所１階ロビー

午後 2 時〜4 時

国際交流事業と予算を紹介します。

INTERNATIONAL EXCHANGE SALON
In this salon, both foreign and Japanese residents can enjoy
free and open communication with each other. For the people who want to make a lot of friends and who want to enjoy
conversation in Japanese and experiences of Japanese culture, various events, such as Tanabata, Bonodori, Excursion,
etc. are scheduled to take place. Why don’t you come and
join us! For more information, contact CCIEA.
Date & Time: The Second Saturday of each month(except
Aug and Nov)
14:00p.m.〜16:00p.m.
Place: Lecture Room of CCIEA Office
Fee: Free (appointment not required)

2 ボランティアの登録・育成および活動
（1）ボランティア委員会
ボランティア間の連携・一体化、協会との協働を図るた
め例月会議等を開催します。主に、
「国際交流のつどい」
の実施についての検討を行います。
（2）日本語指導者養成講座
外国人に日本語を教える指導員を養成するための講座を
開催します。
今回も多数の応募があり、選考により31 名の受講者で講
座を開始しています。
日 程：平成 19 年5 月30 日〜8 月1 日（延 10 回）
時 間：午後 6 時30 分〜午後8 時30 分
場 所：協会講習室

平成 19 年度国際交流サロン

（6）交流都市調査等
海外交流の推進を図るため、外国の都市との交流・調査
を行います。

平成19 年度指導者養成講座

（3）日本語フォローアップ講座
（7）外国客船歓迎式
東京港晴海埠頭に寄港する外国客船の入港時の歓迎行事

外国人に日本語を教える指導者（ボランティア）のレベ
ルアップを図るために開催します。

に参加し、記念品の贈呈を行っています。

実施日：毎月第４水曜日 延 12 回
午後 6 時30 分〜 8 時30 分
場 所：協会講習室

平成 1 9 年度予算
＜収入＞
科 目

平成19 年５月に寄港した
Statendam 号

事業収入
区補助金
雑入
収入合計

予算額（円）

説

明

750,000 コンサート・古典芸能鑑賞会参加費等
42,040,000 区からの補助金
1,000 預金利子
42,791,000

＜支出＞
科 目

（8）国際交流推進事業助成
協会の目的とする事業を推進するため、区民が主体とな
って行う国際交流推進事業の後援及び事業実施に要する
経費の一部を助成します。
助成件数： 5 件
助成金額：事業に要する経費の１/2 で5 万円が限度

事業費
文化振興費
国際交流振興費
管理費
人件費
管理運営費
予備費
支出合計

予算額（円）

説

明

16,691,000
9,849,000 文化振興事業に要する経費
6,842,000 国際交流振興事業に要する経費
26,000,000
22,259,000 職員の給与に関する経費
3,741,000 理事会、備品費、事務費等
100,000
42,791,000

シリーズで、文化振興・国際交流の推進に活躍している方や団体をご紹介します。
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●プロフィール
昭和２年、京橋区（現・中央区）生まれ。幼
少の頃より大叔母・常磐津兼豊、叔父・常磐
津八百八について三味線を修得。昭和 35 年、
父三世の跡を継ぎ、四世常磐津文字兵衛を襲
名。平成４年に人間国宝の指定を受け、８年
に常磐津英寿に改名。中央区名誉区民でもあ
る。現在も演奏・創作活動は現役｡｢中央区古
典芸能の会」の活動にも携わり、古典芸能を
広く一般の人に伝えている。芸術院会員。

英寿 「常磐津は、江戸浄瑠

作曲家の常磐津英寿さん

璃（語り物音楽）の一つです。

は、昭和2年､京橋区（現・

延享４（1747）年に宮古路文

中央区）木挽町でお生まれ

字太夫によって興され、江戸

になり、現在も銀座8 丁目

中期、清元や新内などととも

に居を構えられています。

に歌舞伎や舞踊の伴奏として
育成され、成熟した芸術です。浄瑠璃

戦前から平成の現在まで、中央区の

を建物とすると、そこでの三味線は足

移り変わりを目にされてきて、どのよ

場。あくまでも語りを引き立てる女房

うなことをお感じになっているのでし

役なんです」

ょうか。
英寿 「昭和初期の頃はこのあたりは

英寿さんは演奏者としてはもちろん、

空き地ばかりで、まだ草がたくさん生

作曲家としても積極的に活動し、夏目

えていましたね。そこらに水たまりが

漱石原作の『我輩は猫である』や人気

あって、兄と一緒にギンヤンマやしお

時代小説家・藤沢周平の原作物などの

からとんぼをよく採ったものでした。

新作を創造し、現代に生きる新しい常

今、中央区は近代的なビルが林立する

磐津の追求もされています。平成４年

大都会ですが、かつては数寄屋橋や三

には人間国宝の指定を受け、名実とも

原橋の下に川が流れており、水に縁の

に常磐津節三味線の第一人者に。現在

ある情緒豊かな地区でした。水が多い

ももちろん現役。向上心は衰えません。

ので、 銀座の柳はよく育つ と言われ
英寿 「私の座右の銘は 古き礎の上

たんですよ」

に新しきぞ建つ という言葉です。祖
曾祖父から続く三味線方の家系に生

先より受け継いできた常磐津という芸

まれた英寿さんは４歳の頃から唄を、

術を大切に保存したいと思っておりま

９歳には三味線を修得。昭和18 年に

すが、守っているだけでは埃が積もっ

16歳で初舞台を踏み、以来、今日まで

てしまいます。次の世代の人たちに興

伝統ある古典芸能を継承し続けていま

味を持ってもらうためには、新しい挑

す。

戦も必要です。街も一緒だと思います
ね。中央区をはじめ東京も、古い建物

若い世代には少し聞き慣れない 常

を上手に残しながら、新しいものを築

磐津 ですが、これはどのような芸術

いていけば、より魅力的な街になるの

なのでしょうか。

ではないでしょうか」

中央区は昔から川や運河が多い地区でした。水によ
って育った文化圏、江戸文化の芽が出てきた温床だ
と思っています。最近は水辺が減ってきたのが少し
寂しいですね。でも、新しいものにも良いものはあ
る。これから新たなウォーターフロントが創造され
ていくのが楽しみです。

1

門。今は中村雀右衛門を名乗って

初に事務所を構えたのも銀座四丁

して来たのは江戸情緒の残ってい

おられる人間国宝の歌舞伎俳優。

目だった。中央区が好きなのはそ

るこのあたりから人形町水天宮に

実は戦後復員して帰られた彼は、

んなところに理由があったのかも

かけての雰囲気が大好きだからで

映画界へとびこみ「佐々木小次郎」

知れない。

ある。

で大ブレイク。次々と映画を撮っ

私が南青山から八丁堀に引っ越

このあたりは江戸時代を背景と
した時代劇それも捕物帖などでし

当時、銀座周辺に映画館は多く、

て、その後再び歌舞伎の世界にお

東劇ビルに三つ、その前の 君の名

帰りになった。

は ビルと呼ばれた今の松竹ビルに

彼が残した映画の一本に「青春

は四館あった。昭和通りの手前の

銭形平次」という映画があったの

本当の三原橋の下にも、数寄屋橋

である。この映画、パロディだが名

の下にも川が流れていて、この川

匠市川昆の才気あふれる演出で今

の中州にコニー劇場、やや西側に

が描かれると必ず登場する、人形

も語り継がれる傑作になっていた。

銀座文化二館、東側に銀座松竹、

の様に美しかったらという意味と

戦後青春時代をすごした私たち

そしてあのシネラマを上映してい

人形町に住んでいたからという意

にとって、この映画と「佐々木小次

たテアトル東京とテアトル銀座。

味を重ねての人形佐七なんて存在

郎」はバイブル的な存在であった。

ばしば登場した。
もちろん映画の中だからセット
だとしても何ともなつかしい。
八丁堀といえば与力、同心たち

は嬉しい。

雀右衛門さんにお逢いした時、

捕物帖といえば最も有名であ

そのお話をすると大変喜んで下さ

り、正に江戸民衆の生活の場、そ

り、今もおつき合いさせていただ

の代表的な地区であったこの地帯

いている。

の守り役であった代表が銭形平次

テアトル東京（建築写真文庫 映画館）

であろう。若い人々にとっては

中央区と言えば銀座。

TV で長い間親しまれた大川橋蔵

私が1955年、はじめて映画会社

勤務時間が終わるとこうした映

の名を想い出すだろう。しかし私

の宣伝部に就職したのが20 世紀

画館をかけめぐり映画を見た。今

にとっては長谷川一夫の銭形平次

FOXというアメリカの映画会社で

もその習慣は変わらないが、銀座

こそ青春の英雄であった。実はそ

あった。新人の私は走り回った。

から映画館がなくなって行くのは

の前に一人、銭形平次を演じた人

また宣伝マンだけにマスコミや館

寂しい。

がいる。当時の名は、大谷友右衛

主さんたちと夜のつきあいもやっ

今、日本橋図書館で二週に一回

た。だから私は今も

映画会をやりその解説をボランテ

銀座の道は頭の中に

ィアでやっている。ぜひお越しい

描く事ができる。ど

ただければ幸いだ。もちろん無料。

の道がどちらへの一
方通行か、どの交差
点は右折できるのか。
そんな関係で15 年
後独立した時も、最
銭形平次捕物控 からくり屋敷 c 1953 角川映画

日本橋図書館 映画会
先着 70 名様
8 月 25 日
午前 11 時
午後 2 時
2 時 30 分

無料
シベリア超特急 2
出演者ごあいさつ。トーク
シベリア超特急 1

日比谷線「築地」駅から徒歩７分、聖路加国際病院の向かいに位置する「タイム
ドーム明石」は、中央区の歴史に関する展示や区民ギャラリーの他、本格的なプラネタ
リウムも観賞できる複合文化施設。ご家族とお出かけの際、
また散歩の途中で
ぶらりと寄られて、中央区の新旧の顔を再発見してみませんか？

タイムドーム 受付

田上水で使用されていた埋桝・木樋、昭

などに関する天文教室を開催したり、星

和 15 年に月島四号地（現在の晴海）で

の映像とともにさまざまなイベントなど

予定されていた幻の万博の入場券など、

も行われています。

貴重な展示物も。中央区の歴史がひと目

上映は1日3回。平日は午後6時10分

でわかるこの展示室は、区民の方はもち

開始の回もあるので、お子さんだけでは

ろん、どんな方でも興味深く鑑賞できる

なく、中央区に勤務されているＯＬやビ

スペースです。

ジネスマン、カップルにも人気。ゆった
りとリクライニングシートにもたれて美

中央区明石町にある中央区保健所等複
合施設の6階にある、タイムドーム明石（中

迫力の映像と音楽で宇宙を

しい星を観れば、日頃の雑事を忘れ、フ

バーチャル体験できるプラネタリウム

ァンタジックな宇宙の世界に浸ることが
できます。

央区立郷土天文館）。以前は教育センタ
ーの施設でしたが、平成 17 年の 12 月、

そして圧巻なのは、プラネタリウムの

3 つ目のコーナーは区民ギャラリー。

地域の方の交流の場を目的に、多目的な

コーナー。6 台の液晶プロジェクターに

このスペースは、個人や社会登録団体の

施設として生まれ変わりました。

よる全天デジタルプラネタリウムシステ

創作活動（絵画、写真、陶芸等）を発表す

タイムドーム明石は、
「郷土資料の常設

ムと 5.1ＣＨデジタルドームサラウンド

る場所として利用できます。利用は区民

展示室」
「プラネタリウム」
「区民ギャラ

の音響システムにより、鮮明かつ迫力あ

以外の方でもＯＫ。日頃の成果を発表す

リー」という 3 つのコーナーに分かれて

る映像と音楽を楽しめます。席数は 86

る場として、地域の方々が便利に活用し

います。

席と本格的な規模。年間を通じて、最新

ています。
「学ぶ」
「観る」
「発表する」と

鋭のプラネタリウムを活用した星、宇宙

あらゆる目的が複合した、都内でも画期

常設展示室では、1590 年の徳川家康
江戸入府以後の中央区発展の歴史を［テ

的な区民文化施設。来場する方は親子連

ーマ1］江戸城下の成り立ち、
［テーマ2］

れからお年寄り、若者、外国人の方と幅

日本橋と魚河岸、
［テーマ 3］商家と職人

広く、今流行の「街歩き」のコースとし

たち､[テーマ4］蘭学の拠点と築地居留地、

て立ち寄る方も多いそうです。

［テーマ 5］銀座の繁栄､[ テーマ 6］中央
区と文学、
［テーマ 7］月島と水辺の文化

有楽町
線新富
町駅

…と、7 つのテーマに分けて紹介してい

リハポート
明石

中央区役所

ます。
遺跡から出土された当時の陶器や、神
プラネタリウム外観と内観
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タイムドーム
明石

築地本願寺

テーマ3 商家と職人たち

テーマ6 中央区と文学

タイムドーム明石（中央区立郷土天文館）
住所：中央区明石町12-1 中央区保健所等複合施設6階
3546-5537
http://www.city.chuo.lg.jp（施設ガイド→文化暮らし→タイムドーム明石）
開館時間（プラネタリウムを除く）
：火〜金曜日 10:00〜19:00（最終入館時間
18:30）土・日曜日、祝休日 10:00〜17:00（最終入館時間 16:30）
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
、年末年始（12/29〜1/4）

空席であった協会理事長に、古屋勝彦氏が就任されるとともに、理事の一部の交代もあり、新しい執行体制がスタートしました。協会だよりの紙面を見直し、事
業紹介のページを増強しました。また、
「中央区 ひと 粋・活き」を新設し、文化振興や国際交流の推進に活躍されている方や団体をシリーズで取材してい
きます。さらに、中央区に転居された映画評論家水野晴郎氏による連載コラムを開始しました。「中央区 映画の想い出」をテーマに連載でお送りいたします。
発行／中央区文化・国際交流振興協会 〒１０４-0041 東京都中央区新富１-13-24 新富分庁舎 3F TEL０３-３297-0251 FAX ０３-３297-0253 URL: http://www.chuo-ci.jp/

古紙配合率100％再生紙を使用しています

