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先日､ある信用金庫の理事長から自費出

版された写真集｢湖底に消えたふる里｣が送

られてきました｡それは､ダム湖の底に沈ん

だ日本の原風景のような数々の写真に｢祖先

が築き上げた文化と暮らし､消えたふる里を

忘れないで｣と万感の思いを込めた心に響く

一冊でした｡また､ずっと地元の四日市で暮

らしている私に､ふる里の変化への無頓着さ

を気づかせてくれるものでした｡

かつてはどの町も､駅や学校などを中心

に商店や住宅が集まり､人々も近郊で働く｢職住一体の町｣として活気に

溢れ､祭りなどの伝統文化が大切にされていました｡しかし､今では少子

高齢化の進行や生活基盤の変化などの要因が重なったことで町の光景も大

きく変わり､次世代への伝統文化の引継ぎも難しくなってきました｡私の

住む地域でも､神社で盛大に行なわれていた相撲大会の参加者が年々減っ

てしまうなど､人々のつながりを感じることができる伝統的な行事が少な

くなってしまいました｡徐々に､また気づかぬうちに大切にしてきたもの

が失われつつあります｡日本の伝統文化を代表する京都の砥園祭でさえ､

祭りを担う地域社会の変化からボランティアの協力が必要になっているよ

うです｡

近年､学校教育など様々なところで日本の伝統文化を見直し､次世代に

継承されるような取り組みが行われていますが､私どもの信用金庫でも四

日市をはじめ各地の地域行事には積極的に参加させていただいておりま

す｡中でも昭和51年にチームを結成しました｢きたしん諏訪太鼓｣は毎牛

大四日市祭りに参加し､演奏技術をベテランから若手へと伝授していく形

で伝統の継承に努めております｡今後も､このような活動を通じて地域社

会にとけこみ､祖先が築きあげた文化を大切にしていきたいと思っており

ます｡また私自身も､どのように社会環境は変わっても､地域社会のアイ

デンティティなど心のふる里だけは､いつまでも失わないようにしたいと

思っております｡

北伊勢上野信用金庫　理事長　市川

｢ふる里｣　と伝統文化
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毎年､5月の最終土曜日に､いなべ市藤原

町古田の薬師山｢紫光窯｣で､炎のイベント｢窯炎と薪能｣が催されます｡その演目の一つ創作能『織部』の原作者､奥村満冨さんに'上演までのいきさつをお聞きしました｡

前衛的な作陶で活躍する林克次さんが､山
深い藤原町古田に設置した登り窯が｢紫光窯｣です｡築窯十周年の記念イベントとして上演されたのが､創作能『織部』でした｡

林さんには地元の文化を発信する'という

沸々とした熱い想いがありました｡この土地にちなんだ能作品ができないか､重要無形文化財指定認定者(人間国宝)　の喜多流シテ方長田駿さんに相談したそうです｡原作があればということで､交流のあった奥村満冨さんに白羽の矢が立ちました｡

半年ほどして書きあがった奥村さんの『織部』

に､長田さんが脚色､曲付けをし､シテ方を演じるかたわら'ワキ方'職子方､狂言方などの手配から演出までを一手に引き受け､上演にこぎつけました｡古典能と異なり､創作能には､前例というのがありません｡目に見えぬご苦労もあったようですが､多-の人の協力があって､薪能のかがり火が焚かれました｡

関ケ原の古戟場で､桧尾芭蕉が古田織部の

亡霊と出会うプロローグから､一気に観客を幽玄の世界へ引き込んで行きます｡常に美への挑戦者であった織部の苦悩が､能舞台から夜の闇ふか-映し出されます｡関係者も観客もひと

つになって､クライマックスへ誘われます｡　また､冒頭の　｢逝く春を近江の人と惜しみけり｣　をはじめ､芭蕉の句が､そこここに引用されています｡
｢林さん

創作能『織部』について話す長田廉師(中央)と林克次さん(右)､奥村満富さん(左)
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とは家が近く､妹の同級生ということで､早-から知己の間柄でした｡林さんが若くして'
『朝日陶芸展』　でグランプリを受賞され､そ

れがきっかけで新聞記者であった私ともかかわりができました｡そして､彼の仕事ぶ-と地域文化への熱情を目の当たりにして､さらに探-引きこまれましたね｣

納々と語る奥村さん｡人との出会いによっ

て関係が深まり､つながりあってさらに何かを成し遂げてい-'そんな高揚感と熱い想いを'エピソードも交えて披露されました｡それは個人的な感傷ではなぐ､地域文化へ吹きこむ新しい風の流れのように思われました｡

来年の同イベントでも『織部』が上演され

る予定です｡　　　　(レポート　加藤恵子)



三重県最大級

音楽プリ⊥フェス
うたげ

『太陽の宴』
~　--　　-I

つひとつが全て表現の一部｡自分たちの信じる世界､心から楽しめる時間を実現するために全力を注ぐ｡世界を広げる
実行委員長を務める山口高也さん(3 4)は､

めた様々なジャンルのバンドに加え､音楽以外のアート･食なども三重から発信し'また県外から参加するアーティストにも刺激を受け､｢みんながク三重に住んで良かったな!″と思えるオリジナルのフェス｣を目指す｡

ペルーを旅した際､

現地の人達と音楽で交

アートのカ
アートには人をつなげる力がある｡それを

信じ､年に一度､四日市に若者たちが結集するイベントがある｡〝三重県最大級音楽フリーフェス〟と銘打つ　『太陽の宴』は､今年5年日を迎え､去る9月29日　(土)　(9/30は台風のため中止)'四日市霞港公園とシドニー港公園を会場として開催され､一日で約2000人が参加した｡

様々なジャンルの音楽を中心とし､Dl･

ダンス･スケボー･ライブペインティングなどが､野外会場の各所で同時進行する｡各ブースはすべて手作-で､実行委員会のメンバーが120本の竹を山から伐-出し､デザインにも工夫を凝らして設営する｡食事を提供する飲食ゾーンでは､全ての店舗でリユース食器を採用し､今どきの若者らし-環境への配慮も忘れない｡彼らにとってはそれらひと

感し､それまでやってきた音楽の世界をさらに広げようと決意した｡自らがドラムを担当するバンドを含

やりたいことをやりたいようにやる
実行委員会は､地域に誇-と自信を持ち､

盛り上げていこうという志をもった若者たちが集まる｡モットーは〝やりたいことをやりたいようにやる!㌔　企画がスタートする頃から参加するメンバーもいれば､開催前日の準備だけに協力するメンバーもいる｡｢一日だけでも､その気持ちが嬉しい｡普段遠慮していたり､想像しているけど実行に移せないでいることを､是非この『太陽の宴』で実現して欲しい｡ただし､自分が担当するパートに妥協しないことや､他のメンバーを尊重し柔軟性や協調性を持つことも大事｡いいフェスを一緒に創-ましょうー｣　バンドマンらしいバランス感覚で､さらなる飛躍を目指す｡『太陽の宴』　の新しい一年はもう既に始まっ
ている｡　　　　　　(レポート　久安典之)

～つながる～



～つながる～音とダンスが紡ぐ
心のハーモニー

トヨタ
コミュニティ

コンサート

inよっかいち

この秋､四日市交響楽団と3つのバレエ

スタジオが､トヨタコミュニティコンサート.mよっかいち『オーケストラとバレエの饗宴』と題された公演を行う｡トヨタコミュニティコンサートは､音楽を通じて地域文化の振興に貢献することを目的に､日本各地で活動しているアマチュアオーケストラの公演をトヨタ自動車と各都道府県のトヨタ販売会社グループが支援するもので'多数の応募の中から厳正な企画審査を経て採用される｡今回の演目はチャイコフスキーの｢-るみ割り人形｣と｢白鳥の湖｣｡K-BALLETcoMpANYの公演を指揮する井田勝大さんを招き､ゲストダンサーとして新国立劇場バレエ団プリンシパル山本隆之さんやKIBALLET COMpANYのプリンシパル松岡梨絵さん並びにプリンシパルソリスト宮尾俊太郎さんらが出演する｡
9月9日､文化会館で交響楽団とバレエス

タジオとの合同リハーサルが行われているのを見学させていただいた｡指揮者の井田さんのタクトの下､綿密なリハーサルが始まっていた｡交響楽団の団長水谷達さんに応募のきっかけや公演に向けての意気込みをお伺いした｡｢地元のバレエスタジオとのコラボは長い間温めてきた企画でした｡また文化会館開館30周年と私ども交響楽団創設35周年記念の年に実現できるので喜びもひとしおです｡｣
｢これまで3年ごとに市民参加のオペラは演

奏してきましたが､バレエは2回目と経験も浅く､思っていた以上に大変なことばかりで

す｡しかし是非成功させたいと団員たちも一生懸命取り組んでいます｡リハーサルの中で､違う分野の人たちと音楽を通じて作品を作り上げていく妙を実感しています｡そしてお互いにレベルが向上していけばこの公演を企画した意義があったといえるでしょう｡もちろんお客様に喜んで頂くことが一番ですが｡｣

この公演に参加するのは石井アカデミー･
ド･バレエ､小原芳美バレエスタジオそして金田枝里香バレエ教室の3つのスタジオで総勢98人のバレリーナが舞台を飾る｡また､四日市少年少女合唱団の選抜メンバーも出演する｡関係者によればこれは画期的なことであるという｡

小原芳美バレエスタジオを主宰する小原さんは今回参加した動機を次のように語る｡｢　四日市のバレエ団を市民の皆さんにより知って



いただく良い機会だと思いました｡オーケストラの生演奏でしかも他のスタジオの人たちと一緒に踊ることは初めての経験ですし､サプライズの連続です｡これからもどんなサプライズが待ち受けているのか不安ですがまたそのドキドキが楽しいことでもあります｡｣各バレエ団による振付の違い'微妙な音の長さの違いに､指導する3人の先生方は大変苦労しているという｡

金田枝里香バレエ教室の金田さんは｢私にとっ

ても生徒にとっても生のオーケストラ演奏で踊らせていただくのは初めての経験で､もうそれだけで感激です｡リハーサルに参加して'音に合わせてステップを踏むことの難しさを痛感しています｡生徒たちには音一つひとつを大事に聞いて踊る大切さと喜びをしっかり胸に刻んでいってほしいと思います｡｣と語る｡

最後に石井アカデミー･ド･バレエの石井

さんにお話を伺った｡｢このお話を水谷さんから頂いたのは確か2月でした｡日月の公演に向け5月から稽古が始まったのですが'短い期間に3つのバレエ団が一つの舞台を作り上げていくことが果してできるのだろうかとたいへん心配をしました｡新国立劇場バレエ団の山本隆之さんに出演依頼をし､快諾いただいたときは正直ホッとしました｡スポンサーのトヨタ自動車'制作担当の博報堂､制

作協力のCKC､音楽監督の三枝成彰さんそして一流の指揮者とゲストダンサー､申し分のないメンバーが揃いました｡あとは舞台を完成させてい-だけです｡私たちに託された責任は大変重いものだと実感しています｡｣見どころについて伺った｡｢皆さんに見ていただきたいのは『白鳥の湖』2幕のコールドバレエ(群舞)です｡それぞれのバレエスタジオから選ばれた24人のダンサーが一つになって一糸乱れぬ踊りを披露します｡是非ご期待-ださい｡地元のバレエスタジオが一つの作品を一緒に作ってい-というのはきっとこれが最初で最後の企画になるでしょう｡互いに協力して素晴らしい舞台にしていきたいです｡｣さて｢白鳥の湖｣のエンディング､王子ジークフリートとオデットの恋の結末はどのようになるのですかとお尋ねすると､｢ぜひ劇場に足を運んで'観て-ださい｡｣とのこと｡

地元のオーケストラと3つのバレエスタジ

オが互いに切瑳琢磨して技術を磨き､演奏する喜び､踊る喜びを感じる｡それを実現するために企業が支援する｡い-つもの手を結びあって創る舞台を私たち観客は興奮をもって観る｡準備は整いました｡あとは幕が開-のを待つだけです｡

言葉の終わるところで音楽が始まる-チャ

イコフスキーが好きな言葉です｡

(レポート　石塚匡木)

～つながる～



よっかいち歴史浪漫探訪⑤
旧三重郡河原田村里程標

日本考古学協会会員　北野　保

前号に記した｢道路元標｣と同

じょうに､近代日本の道路行政の一端を物語るものに｢里程標｣という貴重な土木遺産が現存している｡
写真の里程標は､四日市市河原

田地区市民センターの西南､河原田町百二十四番地前の旧伊勢街道にみられる｡

高さは明らかでないが､五十七

誓㍍四方の合石の上に､高さ百九十二･五代ン㍍､幅･厚み二十四･五誓㍍を測る里程標には､

･北西)距鮒鮎露三十｡町

八町

･北東)距開暇市H報H編(東南)　距(南西)　距

豊橋市　三十三里十六町四日市市1里　三十二町宇治山田市十七里　　四町久居町　人里　三十二町

の文字が刻まれている｡

里程標は､道路元標からの距離
を示す標識で､我が国の近代化に伴って時代に則した道路整備の一

環として､明治政府が村ごとに設置させたのが最初である｡

明治六年十二月に｢太政官第

四百十三号｣布告で､それまでの諸街道の里程を改め､元標及び里程標柱書式を定めた｡一里は三十六町､一町は六十間､一間は六尺と定め､標柱には櫓(ひのき)か椴松(とどまつ)を使い､各県庁所在地及び管轄の境界には一尺角×高さ一丈二尺､各村には八寸角×高さ1丈の角材を用いることとし､日本の諸街道の起点として東京日本橋と京都三条橋に元標を'大阪府及び各県庁所在地に管内諸道の起点として里程元標を､そしてこの里程元標を起点として各村までの距離を測った里程標を､それぞれ設置することにしている｡

この元標および里程標柱書式
が､今日各地に遣る里程元標と里程標の原型になっていると言われているが､旧道路法(大正八年四月十日　法律第五八鍍)附則第六十五候で｢明治六年太政官達第四百十三鍍｣｢明治九年太政官達第六十鋸｣は廃止となった｡

『菰野　古碑とその風土』　(平

成十二年三月三十一日)によると､三重郡菰野町に現存する菰野里程標には大正元年拾壱月､千種里程標には大正四年六月､田光里程標には大正七年五月の各年号が刻まれている｡

そして､富田三丁目二番十一号

地先に所在する冨田町里程標には大正三年十一月三十日とあることから､河原田村里程標には年号はないが､おそら-は､大正初期に建立されたものと思われる｡

6

『四日市もっと知り隊検定
公式テキスト』を販売中=‥四日市商工会議所が1 2月9日(日)に行う検定のテキストを発刊｡A4判･284ページで-冊500円.四日市の情報を満載｡商工会議所･四日市観光協会･じばさん三重で好評発売中です｡一冊お手元に｡
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山手中学校吹奏楽部顧問l

森川　めぐみ
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山手中学校吹奏楽部は吹奏楽

ポップスとジャズに特化して､毎年9月の演奏会の他､小学校･病院･地域のイベントなどで演奏活動を行っています｡
『今が旬のヒット曲やアニメ･

ドラマ主題曲など』と､『50年近く愛されてきた60-70年代のジャズやアメリカン･ポップス､旧い映画音楽など』　を両軸に広いレパートリーをもち　｢3分あれば-曲演奏-｣　が合言葉｡客層に合わせてステージ時間いっぱい演奏します｡

演奏技術はまだまだですが､

｢お客さまにできるだけ喜んでい
ただきたい｣　｢大好きな曲を最後

l　■■■■　l I l l t■■　l l l　■■_

まで聞いてほしい｣　という思いから､パ-卜ごとにスタンドやステップ､ストップ･モーション'ベルアップなど演奏中の動きを工夫してくれます｡毎日練習する音楽室は65名が楽器を持って座るといっぱいなので､動きのコンビネーションはいつもステージ勝負です｡客層を見て曲を替え､繰り返しカットや動きの変更‥･本番直前の打ち合わせはスリリングですが､｢ハイ-｣　とステージに合わせて演奏できる頼もしいメンバーです｡

中学生には　｢無理｣　と言われる

『初見演奏』　も'｢苦手｣と言われ
る『メドレー』　『変拍子』も山手中

I I l　1-　1　1　■l Jl I l l■　　　-

バンドは大好きです｡大人が限界を決めずに求めれば無限に伸びる中学生のチカラに魅せられて､毎日のあわただしさを楽しんでい

lll I I I l　　　-一　■l l l　■l I

ます｡胸に｢MUSIC FOREAST JAPAN｣　のメッセージが入った赤いTシャツで､どこへでも元気を届けに出動します-･
l lt l l　　■■■　　■■■　一ll一■一　　　-　　　l l

IlIlニIーIIllIIIl
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シンプルモダンのコンクリートハ
ウスは､鎮守の杜の木漏れ日を背に'四日市の中心に在りながら山荘のような庁まいで建っている｡中に入ると'屋根を突き抜ける大きな樺が風を呼び込む､豊かな空間が広がっている｡

スペース巨は平成二年'設計士

故江上幸春氏の実験的創造住宅として､物創りの好きな夫婦が'プロの手を借りながら一年がかりで建てた手作りハウスである｡
以来二十余年､江上氏のアトリエ

を主軸に､野焼きのイベント'手作り作品展､ミニコンサート等'スペース巨に集まる人々を巻き込んで､様々なアートシーンが展開される｡ギャラリーを訪れた女性達に請われて始めた江上ひろみスケッチ教室もその一つである｡

大学で洋画を専攻した江上さん
は'卒業後､美術展　(中日美術展､上野の森美術展等､数々入選)　や個展の為の油絵を描いていた｡ある時何が描きたいのか分からなくなって-｡描くことをやめて十年の月日が流れた頃､絵画教室の生徒さんの楽しそうに描く姿を見て､内気だった幼い頃､好きな絵を無

isporklingPersono町輝くひと 

ぎただ描かずには 
いられない

画家　江上ひろみさん≦
(ギャラリースペースE主人)皇

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

心に描いていた自分を思い出す｡

-　もう一度､初めからやり直そう

と思った｡紙に鉛筆だけで描いていった｡最もシンプルなスタイルが心地よかった｡余計な事を考えず描いていると､集中力が高まった｡(江上ひろみ画集より)
彼女は六十人の生徒で膨れ上がっ

た教室を縮小し､絵を描くことに没頭する｡

-　私は何げないモノを描くのが好

き､何げない気持ちになれるから｡私はやさしいモノを描くのが好き'やさしい気持ちになれるから｡私は枯れたモノを描くのが好き'自然を感じる事が出来るから｡
スペース巨は､色々な人達を引

き付ける不思議な力を持った建物でもあった｡ある日､英語教師として来日していた米国人女性や､三人の里子と共に日本暮らしを体験しにきた米国人マダムがスペース巨を覗き､人なつこい江上氏は招き入れその日のうちに友達になり､彼女達が米国に帰っても交流

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



●●●●●●●●●●●●●●●Ⅶ●､

は続くこととなる｡ロスを行き来するうちに､持参した　『石と流木』の絵がギャラリー関係者の目にとまる｡ロスアンゼルスのグループ展に作品が並んだのは平成十九年の事であった｡引っ込み思案の彼女を引っ張り､背中を押してくれた江上氏がいて実現した事という｡

-　ただそこに描かれているもの

は､石や流木である｡石について何も考えることはない｡流木について何も考えることはない｡石は石'流木は流木である｡余分なモノをすべてそぎ落とした流木や､丸く削られた石を描いていると､心も丸く'素直になれる｡

きを弱めて､目の前の現実を受け入れるしかないんです｡有り難いことだけを掻き集める事で自分が救われる｡そんな感じで､なんとか立っていました｡｣

+　+　+　+　+　+　+　+　e e e e_;●､●.●､●

画家江上ひろみ
のスタイルが確立した時でもあった｡

平成二十年の暮

れ､スペース∈に突然の悲劇が襲いかかる｡もらい火の炎が北側の壁を這い上がり､天井を突き破ったのだ｡この火災で江上氏のアトリエ'彼女の大事な油絵総てを失ってしまう｡そして'江上氏の突然の死｡

救いは焼失を免れた鉛筆淡彩画の
ファイル｡そして､絵画教室の生徒さん､手しことギャラリースペース巨を続けてくれた妹とその仲間たち､スペースEを再生してくれた大工さん｡本当に有り難い'大きな支えであった｡

そして'もう一つ彼女を救ってく

れたモノがある｡

上ひろみ&スケッチ教室合同作品展)が文化会館で開かれた｡江上さんと三十五人の生徒さん達の､描くことの喜びにあふれた作品百五十点が飾られた｡中心には奇跡の絵『ラ･フランス』が-｡彼女の内に秘めた強い想いが､やわらかい光となって輝いていた｡

ギャラリースペース巨も再び動き
始めている｡

(レポート　清水暁美)

｢火事の時､私は絵を描いている途
中でした｡どうして持ち出したか､よく覚えていないのですが'とっさにビニールファイルに押し込んで-0全く無傷で､私の手元にありました｡まさに､私のこれからを生きる奇跡の絵です｡｣

｢しばらく見るのも辛かったけど､この絵を完成させて立ち上がろうと思いました｡｣
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｢大変な思いを経
験すると､心の動

●　　●　　●　　●　　●　　●

平成二十四年春､第7回楽描展(江
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北勢連句会歌仙｢伊勢俳譜｣の巻

西尾　泰一捌(初折のみ)

守り嗣ぐ伊勢俳譜や守武忌
永遠に流るる清く澄む水

月まどか新しき町問くらむ
微醸を帯びて仕舞ひとさし

西田青沙西尾泰一

ゝ沙

夏料理主賓は黒の三つ揃ひ
音のかそけき軒の風鈴

イベントがあれば率先世話を焼き

仲人口は割り引いて聞く
落書きの主も嫁いだ四畳半

今更あとへ引けぬ後悔
王手飛車かけて七歳ほくそ笑む

あほうあほうと寒鵜騒がし
山寺の礎を上れば冬の月

船頭多く進路決まらぬ
流鏑馬の奔馬となりて遁走し

オスプレイ着き不安いや増す
明日を待つ衣桁に架けし花衣

お裾分けとて貰ふ蛤

ゝゝ　沙　ゝ　ゝ　-　沙　-　沙

平成二十四年八月八日首尾於　四日市市文化会館

く･････パッションひろば･･-･〉

俳句･俳諸にとって'忘れてはならない人物が

三重には二人いる｡一人は俳聖と崇められる伊賀の芭蕉､そしてもう一人は俳祖と讃えられる伊勢の守武である｡ノ守武は荒木田氏｡十六世紀半ばの伊勢内宮の長官であった｡それまでは連歌の余興に過ぎなかった俳話を独立した文芸にまで高めた人である｡よって俳祖と呼ばれる｡
その遺風を慕って足代弘氏が｢神風館｣を興す

が'天和三年弘氏が没するややがて衰える｡それを再興したのが芭蕉最晩年の弟子'岩田涼蒐だった｡その後､涼蒐系の指導者が代々その館号を継承し来たり､そして､その第二十世の宗主が藤波孝堂氏であった｡ちなみに､藤波氏は荒木田の血脈を引く家系のようである｡
私たち伊勢俳講の流れを受け嗣ぐ者は'毎年､

伊勢に集い守武忌を修してきた｡しかしながら､事情があってその継承が難しくなり､中断を余儀なくされたが､それを惜しみ､北勢の連衆が毎年
一回'守武に因んだ連句を巻き'その忌を修する

ことが習いとなっている｡

上に掲げた作品は今年の守武己心に巻いたもので
ある｡紙幅の制約から初折(前半)のみを掲げた｡

連句は'明白なストーリーもなく､荘洋として

とりとめもない｡が､ただ､走馬燈のように､浮かんでは消える登場人物たちの人間模様､その哀歓'可笑しさをそのまま楽しんでいただければよいのである｡

西田　青沙(三重県連句協会会長)

虚器野ケ
四日市市日永力∃-西函0120-4611710
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お店の奥に広くとられたス

ペースがあります｡ギャラリーとして一カ月間無料で市民の皆様に提供しています｡おもに絵を描いている人､焼物､生け花等､アーチストを目指している人や､趣味でやっているひとたちの発表の場としてはうれしい話です｡同時に菓子の木型が一月毎に入れ替わって並びます｡ご主人のコレクションで先々代から現在つかわれているものまで400丁におよぶとのことです｡そこにおかれたこしかけでお客様がみたらしだんごを食べていきます｡注文があってから焼く､時間をお-と硬-

なっていくので､熱いうちに食べるのが一番だそうです｡

まちかど博物館館長の岡本伸治
さんをお訪ねしました｡お店のたたずまいは､斬新なしつらえが特徴です｡

｢父に早いうちに世代交代を勧
められ､任されたことが余裕をもって打ち込めることです｣｡豊田市のお店で修行され'お茶席のお菓子を月ごとに担当されていたそうです｡和菓子といえば京都のように思っていたのですが消費量からいえば愛知県の三河地方が一番多いとのこと､お茶の文化が栄

えているところです｡

おすすめは､創作菓子と季節限
定の商品です｡《和菓シュー》はクリームとあんこの繊細な味のコラボ｡《どらやき》はEM菌で育った鶏卵を使っています｡限定商品には､収穫を間近にひかえた､柿､栗､さつまいもなど季節をさきどりして美味しい時期につくら

演されるとのことです｡専門誌にも｢製菓創作菓子｣を連載'絵も描かれています｡cTY番組案内表でも､絵とコラムを連載しています｡

ご魚層のお客様も年々増えてい
ます｡お店の前には車がいっぱいでした｡

(レポート　石谷英子)

四日市地域　まちかと博物館めぐり

夢菓子工房【ことよ】

自分の手で菓子の世界を切り開く

れます｡甘さ加減､塩加減が季節で微妙に違ってくるようです｡専門家は多-を語りません｡
｢かけ紙がす

ぼらしいですね｣いろいろな表情をした顔が沢山集まってかわいく微笑みかけてくる｡そこに短い言葉が添えられていて字体も可愛い｡贈り物には最適です｡

プロの方々の

集まりや､地方にも行かれて講

ll



笹原さんとアートフラワーとの

最初のきっかけは､リボンフラワーでした｡この種の創作に興味があって､暫くの間'通信講座を受講していたそうです｡

昭和50年代も後半､笹原さんは
友人に誘われ､中日文化センターの教室を覗きました｡生徒さんたちが布を使って染めたり､塗ったりして花弁や茎､葉っぱなどを､それは熱心に一つずつ手作りで作っているところを見学したそうです｡

これが'現在の深雪アートフラ

ワーとの対面です｡数々の展示作品は､本物と見違えるほど艶やで'咲き乱れる様に驚きを覚えたそうです｡笹原さんは　｢自分が探し求

訪問レポート
本物の花に迫る
創作に挑む

笹原久子さん

(飯田深雪スタジオ　師範)

深雪アートフラワー笹原教室　主宰
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した｡

それから28年
を経た今'木綿､絹のほかビロード'サテン､ポプリンなど多彩な種類の布を使用して､如何に本物の花に迫るか苦心の毎日｡笹原久子さんは

｢素敵な花を創
作するには､実物の花を見ないと作れない｡実物の花を解体して､型紙をおこ

めていたものに出会えた喜びは､今も忘れません｣と話していました｡

早速､中日文化センターの教室

に入会し､必死になって練習に'勉強に励み､あっという間の3年余を過ごし､続いて名古屋にある
｢飯田深雪スタジオ｣　[本部は東

京都にある]の支部で本格的な修行に打ち込み｢飯田深雪スタジオ｣の師範免許を取得､深雪アートフラワー笹原教室を開設'主宰として市内の数か所で教室を開かれま

したりして研究もします｣と｡文化会館開館30周年の芸術文化の祭典に積極的に参加され､｢深雪アートフラワー笹原教室｣と｢カワモト手芸館｣のコラボ出展の作品は､別世界を思わせる素晴らしいアートフラワー作品として来場者から好評を博していました｡

(レポート　西村邦彦)



去る9月23日(日)に四日市市文化会館第3ホールで開催された近藤文化庁長官の講演内容の要旨です｡

文化芸術が持っている価値(力)

には'①感動･祈-･感謝の念の表現とそれを共有する｡②個人に生きる力と幸福を与える｡③社会的包摂④経済･観光効果⑤国際交流促進⑥固定観念からの脱皮'ひらめきを与える｡⑦日本人の思想'価値観や先人の知恵を伝える､等々がある｡その力は昨年の東日本大震災で示された｡具体的には､鎮魂の念の表現と共有､被災者の方々への癒しと希望､伝統芸能復活による地域の連帯の強化､観光資源としての地域文化の役割の再認識､世界への日本人精神の発信､復興へのダイナミックスな構想､先人の知恵(津波石や文献､地層の発見)等である｡

加えて､文化芸術はこれからの

新しい産業分野｡製造業は中進国に移行し､先進国では文化･デザインがこれからの付加価値をつ-る｡又､成熟した国の人々は'物の豊かさより心の豊かさ･心のやすらぎを求める｡何よりも､文化は貴重な天然資源やエネルギーを消費しない｡

我が国は文化芸術の力を使いこ
なしていない｡人材や伝統的な日本の思想､文化遺産等､文化資源が不足しているとは思えない｡国民が文化芸術資源に接し'その力

を感じる機会･システムがないことや､戦後の経済偏重がもたらしたマイナスの影響､学校･家庭･職場･コミュニティでの文化の地位が低いといった要因がある｡

今後何をすべきか-①文化芸術
が持つ様々な力を､国民一人ひとりが自分のものとして活用できるようなシステムの構築②国レベルでのアートマネージメント③中央政府のみでな-'地方(都市)　の役割④そこでの文化財の活用が重要である｡

文化芸術創造都市の成功例とし
て､ナント市(フランス)､グラスゴー市(スコットランド)､ビルバオ市(スペイン)が挙げられるが'これらに共通する成功の条件は､①リーダーの先進性､②市民の理解･協力､③才能ある推進者､④地域の特性の活用等である｡四日市市もその可能性に大きく期待したい｡

文責-水谷　達

いま将棋sho9iガ面白い.1 ･･･http:JJwww.amaren.coml

強さを敢字で表記【当会独白のレーテインク方式】でめきめき上達す令
-･会員募集中今すぐ入会3000円/年間

○伝統文化の一つ将棋で楽しみたい人【会】のご相談にお答えします0

当会は将棋の分野での地域N POをめざしています｡

圏日本アマチュア将棋連盟東海ブロックよっかいち
〒 510-0085　四日市市諏訪町7-17 (四日市市役所北となり)

℡･ファックス059-354-0625
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