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第１号議案 
 

令和３年度事業報告 
 

 令和３年度も２年度に続き、コロナ禍での制限された不自由な活動を
余儀なくされ、まん延防止等重点処置に緊急事態宣言発令で主要な主催、
後援事業等が中止に追いやられました。文化活動の基本である人との関
わりが制限され、日々の練習や交流等ができず、本当に辛い我慢の一年
でした。コロナの収束が未だに見えず、この先の展望も不透明で、日々の
活動が様々に制限されることが非常に残念であり、危機感を覚えます。
さらに、今年の２月にはロシアがウクライナに侵攻という驚愕の事態が
発生し、世界中を震撼させています。一日も早く平穏になり、人々が平和
な普通の生活に戻ることを心から祈るばかりです。 
 コロナによる景気の停滞や物価の高騰また、世界情勢の不安定化など
文化活動にとってはマイナス面が多すぎますが、トンネルには必ず出口
があると希望をもって前に進みたいと思います。来年は、協会設立 35 年
目を迎えますが、どうするかは今後の状況の推移を見ながら検討して行
きたいと思います。来年度こそは、皆様方が笑顔で元気に文化活動に取
り組めることを願っております。ご理解とご協力を更に宜しくお願いし、
令和３年度の報告とさせていただきます。 

 
 

１ 文化振興に関する自主事業の企画推進 
１）文化協会の自主事業                    【表－１】 

東員町および関係諸団体のご協力をいただき、会員の一致協力により今年度
も様々な企画事業のひとつである春の文協まつりは、新型コロナウイルスの感
染防止のために、年度当初の計画の一部（大茶会の中止）を達成することがで
きなかった。 
また、恒例の囲碁大会では、近隣の実力者の集う有力な大会として定着して
いる。3 月 6 日（日）の東員町囲碁大会は昨年同様に新型コロナウイルスの感
染防止のために開催できなかった。     

２）協会加盟団体の自主事業 
① 文協参画事業 【表－２】 
加盟団体事業の内、協会が助成又は共催等として参画した事業を示す。 

② 加盟団体活動事業 【表－３】 
本年度も各団体の企画で多彩なイベントを開催する一方、近隣地域の様々
な企画にも参加し精力的に活動を実施した。それらの一部を表に示す。 

２ 文化団体活動の育成指導 
１）視察・研修 
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 理事研修は、東員町総合文化センターで「いのちの言葉プロジェクト代表」   
    で本協会理事でもある鷲見三重子さまの講演（「命の話」）を理事・監事 15名      
       が聴いて、「いのちがいかに重くて、大切なのか」を学びました。 
２）他地区文化協会との交流 
   11月 27日（土）に東員町内で北勢地区文化団体交流会が開催され、 
  会長・副会長・事務局長が参加した。 

３ 東員町文化教育事業への参画 
町からの委託を受け東員町公民館講座・東員町文化祭の企画運営全般を担当
実施した。 

１）公民館講座の企画運営  
本年度は募集講座数 56に対し 31講座が開講。受講生は 249名であった。 

   町内在住・在勤者に加えて新たに町外の方も本年度から受講可能となった。 
受益者負担と受講への意欲高揚を図るため有料化 7年目であった。 

２）東員町文化祭の企画運営  
受託の展示事業に加えて協会の自主事業を織込み、講座卒業作品展を実施し
た。その結果は、表－１に示した。 

３）町および外部関係団体への参画                           
総合文化センターひばりホール等で催される町および外部関係団体の事業
の内関連のある事業については後援形式で参画した。 

４ 組織的活動の充実・強化  
各種委員会活動及び事業のプロジェクト体制が定着し、各位の献身的な努力
のお陰で、年間事業計画を滞りなく成功裏に終えることができた。 

５ 目標達成に向けた施策 
１）広報誌「ひばり」の発行 

企画および取材から編集に至るまで、あらゆる内容を協会の広報委員が担
当し、最新号は第９５号を迎えることができた。令和 3年度からは、町内各 
戸配布は取りやめて、会員と関係機関等へ配布した。発行については、年３
回から年２回（９月と２月）になった。                          

２) ホームページの運用 
上記広報誌とタイアップしホームページの運用をしている。 

３）常設展示コーナーの有効活用 
総合文化センターホールの常設コーナーでの作品展示・団体紹介等を、加  
盟団体・個人会員間の調整により通年開催した。文化協会事務所玄関近くで
も団体・個人会員の展示を開催した。 

４）加盟団体への助成 
団体の活動を支援するため、積極的に共催・後援を行うとともに、5団体に

対し、総額 121,305円の助成をした。（表－２参照）    



表－１ 令和3年度文化協会自主事業(含受託事業）実施結果　

開催日

開催場所
来場者・
参加者数

運営主体

1
東員町文化祭

（54回）
10月30日～11月7

日
・ 本年度は、新型コロナウイルスの影響で大茶会。囲碁大会が中止になった。

オープニング 10月30日 43 事務局 ・ 町長はじめ来賓の方々を迎え、開会あいさつ・テープカットに引き続き、

総合文化センター
正面玄関外 箏曲・三絃グループ「箏奏」による文化祭にふさわしい演奏で幕を開けた。

作品展示会
10月30日～１１月

７日
1,515 展示ＰT ・ 出展数は、330点で昨年と同数。一部の団体・個人で出展を辞退されたこともあり

（受託事業） 総合文化センター

例年に比べて少なかった。全般的には、評価が高かった。

・ 搬入。搬出を2回に分けた。健康観察票の提出や玄関での検温等の協力をお願いした。

・ スポットライトや駐車場対策など指摘された点は、次年度で改善していく。

・ 一般の町民への出展や参加の呼びかけや広報活動に尽力する。

大茶会
11月３日

総合文化センター
大茶会

実行委員会
・

囲碁大会
11月14日

総合文化センター
囲碁同好会 ・

2 公民館講座
前期6月～10月
後期11月～3月
通期6月～3月

249 事務局 ・ 募集講座数56 のうち31 講座が開講した。

（受託事業）

3
第29回
春の文協まつり 3月9日～13日 967 展示ＰT ・

作品展示会 総合文化センター
や玄関口での手指消毒や検温の協力をお願いした。作品の評価は高い。

・

        芸能祭 3月13日 605 芸能祭ＰT ・

大茶会 3月12日 大茶会 ・

総合文化センター 実行委員会

囲碁大会 3月6日
囲碁同好会 ・

総合文化センター

7月17日 ・

4 理事研修 総合文化センター 15 事務局

作品を鑑賞 あらためて文化の継承としての施設の存在意義を実感した

新型コロナウイルス感染拡大対策として、搬入、搬出を各2回に分けた。健康観察表の提出

考える貴重な機会を与えていただきました。

会場当番の割り当てやスッポトライト設営などの課題を次年度に引き継ぐ。

東員町総合文化センターにて、「いのちの言葉プロジェクト代表」で本協会理事でもある

新型コロナウイルス感染防止のため中止

新型コロナウイルス感染防止のため中止

鷲見三重子さんの講話（「命の話」）を聴きました。いのちがいかに重くて、大切なものかを

新型コロナウイルス感染防止のため中止

　密を避ける対策に協力して頂いた。全体の時間設定や駐車場対策に課題。

新型コロナウイルス感染防止のため中止

新型コロナウイルス感染症対策で、来場者は関係者のみとした。楽屋や舞台、観客席などで

事　業　名

事　業　の　概　要　及び　実　績

　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　実　施　結　果　　等
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形態
助
成
申
請

1 東員書道クラブ 21八千代書道展 ６月19日（土）
～６月20日（日）

桑名メディアライヴ 参加
後援

有

2 楽絵筆 第13回楽絵筆グループ展 ７月７日（水）
～７月11日（日）

東員町総合文化センター
2F展示室

主催
後援

有

3 員弁百人一首の会  第32回東員百人一首かるた大会 10月10日（日） 東員町武道館 主催
後援

有

4 GlowMix☆ Rin～鈴・輪・凛～ 12月12日（日） 東員町総合文化センター
ひばりホール 主催 有

5 柴山茶華道教室 初釜 １月９日（日） 六華苑 主催 有

（中止）

1 箏曲・三絃グループ「筝奏」 箏曲＆揚箏に歌をちりばめて 中止 大山田コミュニティプラザ
主催
後援

有

2 ひばり窯陶友会 ひばり窯陶友会クラブ展 中止 東員町総合文化センター
主催
後援

有

3 岡田水彩画グループ 第12回岡田水彩画グループ展 中止 NTNシティホール
参加
後援

有

4 気功クラブ 第６回青空気功 中止 中部公園
主催
後援

有

5 東員町大正琴クラブ 第10回彩音会大正琴コンサート 中止 四日市市文化会館 参加 有

6 YYウクレレグループ YYウクレレグループミニ発表会 中止 参加 有

7 YYフラグループ YYフラグループミニ発表会 中止 参加 有

8 ニットルームかわまつ ニットショー 中止 津市橋北公民館
参加
後援

有

9 箏曲麗明社「廣翔会」 第27回「新いぶき」邦楽コンサート 中止 東員町総合文化センター
参加
後援

有

10 東員絵画クラブ 第33回東員絵画クラブ展 中止
主催
後援

有

文協参画

団体名 事業の内容 開催日 開催場所

表―２ 令和３年度加盟団体事業（文協参画実績） 
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実施内容 実施内容

1 陶芸第一クラブ 常設展示ケース展示
自作の器でそばを楽しむ 18 菊水流詩舞東員クラブ 笹尾睦会誕生会

春の文協まつり芸能祭出演

2 ひばり窯陶友会 常設展示ケース展示 19 民謡寿会 いなべ市民祭/笹尾睦会誕生会
春の文協まつり芸能祭出演

3 東員フォトクラブ 文化祭・文協まつり出展
常設展示ケース展示 20 飛龍東員太鼓 春の文協まつり芸能祭出演

4 東員絵画クラブ 常設展示ケース展示 21 劇団　員弁川 なし

5 書道第一クラブ 文化祭・文協まつり出展
常設展示ケース展示 22 GlowMix☆ 発表会　Rin～鈴・輪・凛～

春の文協まつり芸能祭出演

6 東員書道クラブ 21八千代書道展
文化祭・文協まつり出展 23 YYフラグループ 春の文協まつり芸能祭出演

常設展示ケース展示

7 楽絵筆 第13回楽絵筆グループ展
文化祭・文協まつり出展 24 バトンメイツフェニックス

第４７回全国バトントワリング
選手権大会東海支部大会出場
春の文協まつり芸能祭出演

8 岡田水彩画グループ 文化祭・文協まつり出展
常設展示ケース展示 25 YYウクレレグループ 春の文協まつり芸能祭出演

常設展示ケース展示

9 写遊人 文化祭・文協まつり出展
写遊人作品展 26 石垣茶華道教室 なし

10 しゃくやく俳句会 文化祭出展 27 柴山茶華道教室 初釜

11 中部短歌会東員支部 文化祭・文協まつり出展
2021みえ県民文化祭短歌大会 28 茶道裏千家 なし

12 箏曲麗明社「廣翔会」
いなべ市民祭／桑名市民芸術文化祭
芸能の祭典／六華苑祭出演
春の文協まつり芸能祭出演

29 ニットルームかわまつ 文化祭・文協まつり出展
常設展示ケース展示

13 東員町大正琴クラブ 春の文協まつり芸能祭出演 30 洋裁サークル・マミー 文化祭・文協まつり出展
常設展示ケース展示

14 箏曲・三絃グループ「筝奏」 なし 31 東員囲碁同好会 なし

15 笹尾民踊クラブ
春の文協まつり芸能祭出演
伊勢神宮奉納おどり
名古屋民踊まつり

32 員弁百人一首の会 第３２回
東員百人一首かるた大会

16 笹尾吟詩会 春の文協まつり芸能祭出演 33 気功クラブ なし

17 員弁東部吟詩会 関心流三重県本部総会
春の文協まつり芸能祭出演 34 東員パソコンクラブ 常設展示ケース展示

団体名 団体名

表―３ 令和３年度 加盟団体活動事業（実績） 
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