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文化情報誌

観光 国の光を観る

私どもの生業は宿屋でありますb文化とは
無縁のように思いますが、文化と観光の関係

について考えてみました。観光は「国の光を

観る」の中国の『易経』を語源としています。

その国や地方の経済や文化、人の営みを観
察するところから始まっているようですム

四日市市では、平成23年度に市長の「観

光戦略元年」宣言により、「四日市観光戦略
会議」が設置され、従来に増して観光に力が
入っています。そして、四日市に関わりを持
つ有名な5人の方々が観光大使に任命され、ますます四日市の名が広まってい
くようでありま弟また、いろいろな施策が提案されていますb観光が担って
いる役割は、四日市の魅力を全国的に広め、地域の活性化やイメージアップに

つながることが期待されています。四日市は、江戸時代に43番目の宿場町と
して、人の往来と交わりがあり大いに栄えました。そして、市井に進取の精神

が育まれ、私たちの営みに大きな影響を与え発展したようで丸近年は産業
都市として発展した四日市ですが、その一環としてのナイトクルーズで港から見

る工場群の夜景はまさに圧巻であります占

光による交流人口の増加にとどまらず、「文化の創造と育成、そして発信」
で、文化の深耕と広がりが期待されています。私見でありますが、産業は
知識と技術の積み重ねであり、文明の証であります。一方、文化は「人の
営みと知恵の蓄積」であり、心の証であります。そこには自然があり、生

活があり、民話や伝説、先人たちの史跡、歴史的建造物、社寺仏閣、美術
工芸品、伝統産業等々の存在が欠かせません。地域文化はそこに暮らす人
じて深まっていくのだと思うのです。そこには出会いがあり、交流があり、

平和の輪が拡がります。従って、文化の交流と観光は平和が基礎に成り立っ
ています。

私どもは四日市を訪れる人々に四日市の文化の素晴らしさを、魅力を知って
いただくことが仕事であり、そのお役に立ちたいと願っている次第です。

村木

たちの誇りであり、訪れる人たちにとっては、自らが観て触れて試して感

㈱クリーンズ代表取締役

また、平成24年度は「四日市の文化力元年」と位置づけられました。観

弟毎5≡0霊
巻頭によせて

観光 国の光を観る

㈱クリーンズ代表取締役 村木敏雄
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〜つづける〜

訪太鼓は ﹁楽鼓隊﹂として活躍中です︒﹁ま

ちかど博物館﹂では在日外国人を招いてきも

の体験講座を︒当文化協会への協力も惜しま

ず︑店で祭りでイベントで地域文化への貢

献は︑今も絶え間なく続けられています︒次

世代の若者も加わって︑平成二十四年︑創業
百周年を迎えました︒

三代目修平さんに︑次の百年に向けての目
標をお聞きしました︒

日本人は古来から︑研鐙を重ねた技で︑こ

化財・大入道のさもの作成の話は︑昭和の歴

乗って爆発的に売れたカップトロフィー︑文

がりたいんです︒先ずは地元三重・四日市か

から果ては世界にいたるまで︑一緒に盛り上

﹁人と人の心を ﹃商い﹄ でつなぐ︒日本各地
の国の風土に合った美しい染物︑織物を作り

明るい笑顔

ら︒地域社会を大切にしてきた紺文としては︑

二本の柱をますます太く揺るぎないものにし

働きました︒紺文も家族一丸となっての勤勉

戦後から高度成長期︑日本人は本当によく

が成長の原動力になったといいます︒

と人を﹃彩﹄で飾り元気づけたい︒﹂この思い

興に立ち上がりました︒﹁戦後の四日市の街

空襲では︑焼失した店をいち早く再建し︑復

店を構えた日から始まります︒昭和二十年の

んが染職人として︑江田町︵現諏訪栄町︶に

クトは︑平成の人々の心に届きました︒ネッ

もの屋小町﹂等︑夢とやさしい癒しのプロジェ

ブライダル館︑気軽にきものに親しめる﹁き

の日をサポートするレンタル衣装・写真館や

領域を切り開いていきます︒家族の杵︑晴れ

れを柔軟にキャッチし︑斬新なアイデアで新

い影を落しました︒その中で紺文は時代の流

きもの離れに拍車を掛け︑多くの呉服店に暗

しかし︑バブル崩壊はすでに始まっていた

うちは染物屋ですから︒﹂

を地味にできないか尋ねた時﹁できますよ︒

出していました︒娘時代のきものの絵柄だけ

聞きながら︑私は以前お聞きした言葉を思い

が総てだよ︒﹂家族同様の温かいやりとりを

ことはちゃんと伝えなくちゃ︒﹂ ﹁今の言葉

か︒言いたい

ういいんです

が﹁社長︑も

で︑スタッフ

で話す傍ら

さは尋常ではなかったと拝察します︒その

トショップには︑美しいきものを求めて︑日

ていきました︒

努力が︑木綿の染め﹁旗とカップ﹂と絹の京

本各地から︑時には外国からも注文があるそ

みです︒

︵レポート 清水暁美︶

受け継ぐプライドで裏付けされた︑百年の歩

革新だけではない︑染めときものの伝統を

染め﹁きものの染めと呉服﹂の二本柱に進化

社長と専務が︑幼少の頃から続けている諏

うです︒

いた鯉のぼりの販売︑ボーリングブームに

し︑発展につながりました︒地域を代表して

紺文の歴史は︑大正元年︑初代森文蔵さ

さんをお訪ねしました︒

史のひとこまを垣間見るようです︒昭和五十

森 修平さん

上げてきました︒この地で︑日本伝統の染め

㈱紺文代表取締役

当然のことです︒﹂

四日市商店連合会会長

年代後半から︑二人の息子の挑戦と革新が︑

百年の歩み

ときものを礎に文化の発信を続ける﹁紺文﹂

『紺文』

清水 加奈さん

〜つづける〜

光沢︑千本格子戸等︑ほっこりと懐かしい田

舎家のたたずまいがあります︒﹁ビルマから
復員した祖父が︑山の材木を使って建てまし
た︒築66年になります﹂と話す清水加奈さん

に︑切り盛りする﹃かぶせ茶カフェ﹄ のいき
さつや想いをお開きしました︒

﹁三重県はお茶の生産量が全国三位の茶ど
ころです︒なかでもかぶせ茶は一位を誇りま

す︒しかし宇治や静岡に比べると︑知名度は

いまひとつなんですね︒実は水沢を離れて︑
情報として耳に入ります︒かぶせ茶という手

るからだそうです︒

しい︒茶葉にアミノ酸など七割の栄養が残ってい

東京に出たことがありまして︑グローバルな

間をかけたおいしい伊勢茶を︑多くの人に飲

2週間ほど日光をさえぎります︒そうするこ

﹁茶の新芽が出ると︑黒い覆いをかぶせて

若い熱意が伝わってきます︒そこで︑レト

とで︑渋みを抑えた甘いお茶になります﹂説

んで欲しいと思うようになりました︒

ロな雰囲気にしっらえられた座敷で︑かぶせ

明の裏には︑茶農家としてのご苦労もあるの

が︑紫泥の美しい寓古焼の茶器や急須が︑ど

﹁お茶は萬古焼に限る﹂とよくいわれます

ません︒

でしょうが︑爽やかな熱意がそれを感じさせ

茶を頂くことになりました︒

お茶と水と茶器が揃う
四日市のぜいたく

す︒一枚板

じられま

た風格が感

歳月に耐え

ておいしいお茶です︒二煎目からは好みの温度

茶菓の開くのを待ちます︒水もいいので︑甘く

た︒初めは用意された亜度くらいの湯冷ましで︑

蔵にあったという捻漆の角盆で運ばれてきまし

茶漬けがセットになったのをオーダーしました︒

加奈さんの明るい笑顔が印象的でした︒

広がっていくのが嬉しく楽しい﹂という清水

感じられました︒﹁ここで人の輪がつながり︑

な器など︑﹃かぶせ茶カフェ﹄ のこだわりが

ンの両方に意匠こらしたものや︑ユーモラス

なたにも支度されていました︒実用とデザイ

を使った間

でいただきます︒最後は開ききった茶菓をポン

かぶせ茶と白玉ならぬ茶玉ぜんざい︑あられ

仕切り戸︑

酢か醤油をかけて食べます︒これがじつにおい

︵レポート 加藤恵子︶

梶の松材の

や柱にも︑

で︑太い梁

した構え

のどっしり

古民家風

は︑カーブする上り坂の道沿いにあります︒

㈲マルシゲ清水製茶の ﹃かぶせ茶カフェ﹄

る近さで︑一幅の絵のようです︒

ろがります︒雪化粧した鈴鹿の山々も仰ぎ見

水沢地区に入ると︑一面の茶畑が視野にひ

生産量日本−のかぶせ茶

『かぶせ茶
カフェ』

四日市の
シンボル

「大入道」を
次代に
伝えるために

〜つづける〜

まつりを受け継ぐ

﹁大入道﹂を知らない四日市市民はいない
と思う︒では︑なぜ四日市に伝わっているの

か︑誰によって守り伝えられているかご存知

だろうか︒大入道は諏訪神社の祭礼﹁四日市

祭﹂に︑氏子町が奉納する選のひとつ︒大入
道が毎年登場する夏の﹁大四日市まつり﹂は︑
昭和39年から始まった市制・開港記念日を祝
ぅ市民イベントであり︑秋の﹁四日市祭﹂は
少なくとも330年の歴史をもつ祭礼︒大入

道にとっては四日市祭がホーム︑大四日市ま
っりにはゲスト出演という関係になる︒

遜というのは各町対抗の仮装行列大会のよ
ぅなもので︑氏子町である現在の中部地区の

26町がかつては奉納していた︒海辺の町は捕
鯨を表した﹁鯨船﹂を︑東海道筋の町は﹁大

名行列﹂を︑寺子屋のあった町は﹁文字書き﹂
のからくり人形を︑人気の古典に題材を求め
﹁富士の巻狩り﹂をというように︑四日市

の町衆が互いに趣向を競い合って︑四日市祭
は盛大な祭りに発展していったのである︒
大入道は安永年間︵1772−1780︶

の記録に﹁百物語﹂と記されている﹁お化け﹂
の仮装行列がそのルーツ︒﹁百物語﹂を奉納

した桶之町は︑現在の中納屋町の一部︒富田

屋文助︵富文︶の味噌蔵に桶が多数並んでい
たことからその名がついた加戸ほどの小さな

町だった︒その町の人たちが桶に大化︵オォ
ケ︶の文字をあてオパケと酒落て︑いくつか

作った化物のうち︑次第に大型化巧妙化し︑

今も続いているのが﹁大入道﹂なのだ︒行列

の時に﹁大化﹂と染めた小旗をつけた長い竿

を持って︑今でも練り歩くのがその名残であ

る︒また︑富文の蔵に出没し悪事を働くタヌ

キを退散させるため︑すごみのきく大入道を

作ったという民話でも親しまれている︒

大入道は誰が守っているの？

大四日市まつりに大入道が登場しなかった

ことがあった︒担当窓口に﹁楽しみにしてい

た大入道がなぜ出ないのだ﹂と苦情がたくさ

ん寄れられたと聞く︒気持ちはわかる︒

しかし︑テーマパークのパレードのように︑

大四日市まつりに大入道が登場するのが当た

り前だと思わないでほしい︒200年にわたっ

て︑大入道が祭りに出る出ないで︑四日市の

人たちは一喜一憂してきた︒神前に奉納する

ため︑見物衆の期待に応えるため︑桶之町の

人たちは︑からくり操作技能の腕を磨き︑旦

那衆と呼ばれる人は資金を出し︑守り伝えて

きた︒そして︑その年の財力や労力によって︑

昔から出す出さないを決めてきたのだ︒

焼失した︒ところが大入道は︑町の人たちが

は影を落とす︒伝統を受け継ぐ﹁町﹂が存続

境などすべてに︑地域コミュニティの弱体化

祭りだけではなく︑生活・教育・防災・環

たりを受け継がなければ︑民俗行事として真

船﹂もしかりである︒﹁四日市祭﹂ でのしき

日市祭﹂では︑大入道の所作に違いがある︒﹁鯨

イベント﹁大四日市まつり﹂と︑祭礼﹁四

○祭りに対する役割分担と体制

疎開させ難を逃れ︑戟後誰もが乏しかった時

するのがまずは一番︒その上で︑芯になる後

の伝統は守られないが︑それは宗教行事だと

○地域コミュニティの存続

代にいち早く復興させた︒その思いは︑今も
継者の育成︑労力や費用の分担を︑考えなけ

する見方もある︒祭りは元来︑担い手が汗を

昭和20年の四日市空襲で26の選はほとんど

町のみなさんによって受け継がれている︒
ればならない︒単に祭りの日だけに︑人を集

かき︑金を出し合って行ってきた︒そのこと

現在︑大入道を受け継ぐ中納屋町は90世帯
194名︵1月1日現在︶︒高齢化率が高く︑

め費用を補助するだけでは︑解決にならない︒

に限界が来ており︑公的支援で賄うには︑さ

小学生は3名︒戸数も人口も減り続けている︒

そんな小さな町が︑大入道を守っている︒も
れぞれの実行委員会から補助され︑山草の引

を構成する要素の一つ︒大入道を受け継ぐに

﹁大入道＝祭り﹂ ではなく︑大入道は祭り

の町だけに負担を強いることのない︑新しい

統を守ってきた町の誇りを大切にしつつ︑そ

ければならない︒公的支援だけに頼らず︑伝

まざまな考え方を持つ人に対して理解を得な

手も町外から募っている︒しかし修繕をはじ

は︑﹁祭り﹂を存続させることが必須︒いわ

役割分担と大きな体制づくりが必要である︒

○祭りの場の確保

め︑その維持管理は︑費用面も労力面も︑す

ば行政主体の﹁大四日市まつり﹂は将来の地

ちろん︑夏・秋の祭りに参加する費用は︑そ

べての役割を中納屋町が負っているのだ︒

方自治体の改編によって動向が左右される︒
○周辺技術等の支援

大入道のからくりの命である鯨のヒゲは︑

﹁四日市祭﹂は中部地区における地域コミュ

ニティの弱体化や氏子意識の変化が︑大きな

入手困難であり︑代わるものがない︒また︑

れ︑参加しうらくなっている︒価値観や生活

﹁祭り好き﹂が四日市からいなくならない限

したが︑大入道に限った話ではない︒しかし︑

過渡期のバトンランナー

影響を及ぼす︒﹁大入道﹂が登場する場＝祭

山車の維持に伴う︑漆塗りや刺繍の技術は伝

家の継続的な支援が必要である︒

かけも︑現状は地域の町まかせであり︑専門

の問題に加え︑情報入手や関係機関への働き

統工芸となって非常に高価である︒費用捻出

りを続ける仕組みが重要である︒

○社会環境変化への対応と理解
山車は道路交通法上で軽車両としての扱い
を受け︑道路上での演技には規制が伴う︒ま
た︑祭りの日に地域行事が重なったり︑子ど

様式の多様化から︑祭りが迷惑であると感じ︑

り︑きっとクつづく〟と信じたい︒

いくつかの視点から取り組むべきことを記

﹁つづける﹂ をキーワードとすれば︑私たち

その意思を明確に示す人も増えている︒関連

もたちのクラブ活動の大会や練習が優先さ

は次の時代へのバトンランナーである︒確実につ

する機関や団体との連携が必要である︒

︵四日市市の祭りを学ぼう会 前田憲司︶

なぐには︑何をしなければならないのだろうか︒

〜つづける〜

よっかいち歴史浪漫探訪⑥
さらに後年は順と称した︒

り︑幼名の順之助を良順と改め︑

販売して︑当時の宮中はもとより

王和順湯﹂﹁安神散﹂ の婦人薬を

全国的にも博したという︒

植物性便秘薬﹁百毒下し﹂ は︑

安政四年︵一八五七︶五月に幕
府の命で海軍伝習生御用医として

松本順が明治二十五年三月にこ

尋常小学常磐校の校名額
長崎に赴き︑オランダ人軍医ボン

日本考古学協会会員 北野 保

その後︑文久三年︵一八六三︶

の地を訪れて加藤家に滞在した際

創立の赤堀学校・大井手学

十二月には︑西洋医学所︵現在の

松本順は︑公衆衛生学の立場

ベの助手を務めて西洋医学を学ぶ

校などを囁失とし︑今日ま

東京大学医学部︶ の頭取となる傍

から牛乳の飲用や海水浴の奨励な

に処方を伝授したものであり︑校

で百三十八年の歴史を有す

ら︑第十四代家茂・第十五代慶喜

ど︑民間への指導でも疎腕を発揮

とともに︑日本初の洋式病院と言

るク古い学舎〝である︒

の両将軍の侍医を歴任したことな

したことでも知られ︑現在は海水

城西町九番十四号に所在

現在の校名に至るまで幾

どから︑戊辰戦争の逆賊ながら

浴の振興や町の開発に務め︑晩年

名額も恐らくはこの滞在中に学校

度かの変遷があるが︑ここ

維新後は懇請されて兵部省に出仕

を過ごした神奈川県中郡大磯町東

われる長崎養生所の開設・運営に

に写真のような︑当時﹁正

し︑軍医寮の創設や陸軍軍医部の

小磯町十九番地にある日蓮宗妙大

する四日市市立常磐小学校

四位勲二等﹂であった松本

編成を行い︑初代陸軍軍医総監に

寺の墓地に眠る︒

側の発意によるものか定かでない

順が揮毒した縦六十五誓

任じられ︑日本の陸軍軍医制度を

尽力した︒

㍍・横百三十八誓㍍の﹁尋

確立したが︑明治四十年三月十二

は︑明治八年一二月五日に

常小学常磐校﹂という明治

日に七十六歳で没している︒

人﹄ ︵平成二十年八月十二日︶は︑

吉村昭著講談社文庫﹃暁の旅

たものと推察される︒

が︑加藤家を通じて要請され記し

の時代の校名額が大切に保

下総国︵現在の千葉県︶佐

二八三二︶ 六月十六日に

松本 順は︑天保三年

一方製薬業を始めた加藤家で︑一

元亀元年︵一五七〇︶に漢方医の

堂製薬㈱の前身は︑室町時代の

堀二丁目十二番三十一号の翠松

常磐村となり︑同二十七年四月

松本︑伊倉の七か村が合併して

芝田︑久保田︑中川原︑大井手︑

明治二十二年四月一日︑赤堀︑

松本順の生涯を克明に描写した

倉藩医佐藤泰然 ︵順天堂の

説によると江戸時代の文化十年

一日に常磐尋常小学校は現在の

和漢薬﹁百毒下し﹂で有名な赤

祖︶ の二男として生まれ︑

︵一八一三︶ に二条関白家の直参

小学校の場所に移転したという︒

存されている︒

のちに父泰然の親友・幕府

調薬所として官許され︑﹁人参龍

歴史小説である︒

医官松本良甫の養子とな
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そうです︒偶然が重なり国立文楽

り︑オバサンソムリエの夢が叶い

初めて文楽を見てから四十年余

能していただけたらと思います︒

す︒これを機に文楽の醍醐味を堪

が上演されるのは二十余年ぶりで

る筈です︒四日市で本格的な文楽

■■■

l

l

■■■

l

1

−tt■

l

■一■■

■■■

l

■■■

l

■■■

l

l

■■■

文楽は人形遣いの徹密な技︑練

l

まりました︒七十人の座員が本拠

■■■一

l

代表 人見 春代

劇場の人形浄瑠璃四日市公演が決

l

「まるごと弥生座」

磨に培われた三味線の撥捌き︑情

l

に訴える太夫の語り口の三業が一

体となって紡ぎ出す舞台は世界で

一 l

ケンのようなもの︒人形は太夫の

語りがなければ動けず︑太夫は三

味線に従う︒三味線の音色はとも

すれば人形のビジュアルさに目を

奪われがちです︒しかし三分野に

別れていることが切磋琢磨を強い

るのかもしれません︒

文楽の特徴は門地名門がないこ

とです︒今の彼らは研修員制度に

より国立の機関で基礎を教えられ

ます︒一般家庭の子弟でも実力が

あれば最高位﹁切り場語り﹂ の太

夫になれます︒実力主義︑これが

大名買入の庇護を受けずとも四百

年間民間に生き残った理由と思い

ます︒いいオッチャン達が七十人

もの座を組んで少女の愛だの恋だ

のの話に一生懸命取り組むところ

にファンタジーを感じます︒

l 忙し059−351−2915（電話予約可）
Pコード423−878・チケットぴあ0570−02−9999

も頬をみず︑世界遺産に登録され

l

チケット販売

ているが︑これは日本人の勤勉さ︑

l

l r四日市で文楽を見る会」弥生座事務局

器用さ︑情を解する国民性による

l

l 夜の部 開演午後5時30分（午後5時開場）

と思う︒人形は首と右腕を持つ主

l

l 昼の部 開演午後1時30分（午後1時開場）

遣い︑左腕を実力のある弟子が︑

l

：平成25年3月20日（水・祝）

足は修行中の若手が持つ︒人形の

l

1近日公演のご案内

かしらを木偶と呼ぶが︑三人の気

l

l 四日市市文化会館第2ホール

が通じなければそれこそ ク木偶の
坊ク でしかない︒彼らに恵を吹き
込まれた人形は太夫により︑強く︑

又は嫡々と語られる言葉を与えら
れ
る
︒
オーケストラのコンマスの役目

が三味線の練磨の音色︒上手な三
味線方は︑場の雰囲気を的確に伝
え︑太夫は三味線が育てると言わ

l

れるのも納得です︒三業はジャン
l

人見さんと人形（楽屋にて）
1

写真：青木信二
l
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四日市で文楽を見る会

地大阪と同じ陣容で熱演してくれ
l
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松5′000円竹4′000円梅3′000円

全席指定

l

ソムリエの夢
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0

●

●

●

一回の公演で作詞作曲する数は10

●

ローカルスーパースターズ主宰︑野

曲から12曲︒今年結成10年目となる

●

本の仕上がりは年々遅くなり︑最近

大変な作業である︒それゆえか﹁台

作を作り続けるのは想像するだけで

とを一人で手がけている︒毎年︑新

普通なら何人かのスタッフでするこ

衣裳のデザイン考案︑そして演出⁝︒

る︒さらに︑演技指導︑舞台装置や

均四万字︒ほぼ一年がかりで考え

台本の文字数は︑一回の公演で平

るわけだ︒

120曲近く作ってきたことにな

てきた︒毎年一回の公演だから︑約

村幸贋さんは公演のたびに作り続け

●

●

●

●
●

●

●

●

●

俳優の柴田恭兵も所属していた劇

た﹂のも仕方ないことかも知れない︒

は出来上がりが公演の一ケ月前だっ

●

乗由多加氏に師事し︑帰郷後

●

●

●

●

●

●

お客さんといっしょに
緊張を楽しみたい

●

演出家 野村幸虞さん

に作っていく呼吸というか︑空気み

だと思っています︒お客さんと一緒

﹁演技で一番大切なことは︑ク間〟

市市文化奨励賞も受賞している︒

プ︑ジャズダンス︑バレエ︑ボーカ

めに毎年ニューヨークへ行き︑タッ

ベルアップ︑そして刺激を受けるた

ら考え出されていく︒自分自身のレ

生活が題材になり︑出演者の個性か

たいなもの﹂だと語る︒毎年オリジ

●

ローカルスーパースターズ﹂を結成︒

SporklingPersonclIiv輝くひと
ナルの台本を作るが︑それは普段の

●

平成20年に三重県文化奨励賞︑四日

金賞を受賞︒平成15年に﹁演劇集団

6回宝塚ミュージカルコンクールで

ミュージカルを多く生み出した︒第

出家

団東京キッドブラザーズ出身︒演

●

●

（「演劇集団ローカルスーパースターズ」主宰）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ルなどのレッスンを受け︑もちろん

舞台鑑賞もしてくる︒三年前には劇
団員も同行した︒

﹁舞台は︑演じる者だけでなくお

客さんも始まる前は緊張していると

思うんです︒ドキドキしていると言

うか︒その緊張感を裏切らないこと

が大事だと思っています︒幕開きで

裏切らない︑次のシーンでも︑また

その次のシーンでも⁝︒それが続け

ばお客さんも乗ってきてくれるし︑

そうしたらその舞台は成功するはず
で
す
︒
﹂

舞台の幕開きは歌から始まる︒自

分で歌詞を考え︑ギターを弾いて曲

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

人ひとりがチケットを

は出ている︒劇団員一

言う︒しかしその成果

るのは苦労し︑悩むと

こそその1曲目を考え

作りをするが︑だから

●

●

●

●

●

●

●

●

●

売るが︑中には百枚以

●

くれた︒﹁お客さんが見に来て良かっ

い質問に︑苦笑しながらこう答えて

ることもあった︒どこまでも熱く貪

がった︒野村さんから逆に質問され

労話や舞台に対する思いで盛り上

●

●

●

●

︵レポート 石井 亨︶
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

上売る人もいて︑公演

●

は今まで赤字になった
ことはないそうだ︒野
村さんを初め出演者が

結集する力で舞台は盛
り上がる︒

昨年10月の舞台は

﹁七福神﹂ を題材にし
た︒何を表現したかっ

た︑面白かった︑楽しい時間を過ご

欲な人である︒

たのかという程度の低

せた︑と思ってくれるだけでいいん
で
す
︒
﹂

﹁今年結成10年目を迎えて変わっ

ていかなくてはならないと思ってい

そうだった︒舞台人は︑舞台で表

現するのであって言葉での説明は必

ます﹂と語る野村さん︒これからの

●

ズの活躍が楽しみだ︒

●

●

野村さんとローカルスーパースター

要ないのだ︒

これは余談になるかも知れない
が︑レポーターである自分も舞台に

たずさわることもあり︑お互いの苦
●

9

松澤白楊子

呼はるるや菅の中に埋もれゐて

箔残る豊頬仏や薄紅葉

織りあがる三河木綿や夕時雨

中東の戦火は今日も落葉焚く

蛸は酢でをのこ気で持つ南洲忌

西村恵美子

細川 伸子

石橋 政雄

伊興 孝子

伊興 雅峯

中岡

選出

御見舞いに一輪摘みで花よめな
榊原 弥八

句

夕暮れの比叡の鐘や冷やかに
鏡

俳

竜田姫湖を鏡に粧へり

梶田美代子

紫雲

鉦叩きしじま寂しとまた叩く

森本 紀子

秀美

薄氷の鉢に潜める蓮かな

枯蓮の重なり合ひて水濁る

冬ざれや豆腐屋の声風にのり

独り言多くなりたる寒さかな

そそくさと氏子去り行く札納め

石蹴りも缶蹴りもなし石蕗の花

木の葉とぶ一枚づつに夢のせて

椿山荘秋の七草見て回る

文化の日皇居を巡る古希の旅

霜月の庭に映ゆるやビラカンサ

寒椿守りし姐なほ元気

寒椿老女の話包み込む

冬ぬくし声なき声の羅漢さま

水谷勢津子

林

水上きみを

藤田 鉄江

辻

前田 千津

渡辺 静子

原

青山 峯子

古河久美子

早川みゆき

岩渕 亮子

村山 俊子

妙

極楽院紅葉且つ散る薄明り

廣田百合子

見 飽 く な き 阿 羅 漢 さ ま や 冬 う ら ら 奥岡

急ぎ足釣瓶落しに追はれつつ

松澤白楊子

君代

和範

宴子

ふるさとの山に初雪酒買ひに

く・‥‥パッションひろば・・‥・〉

三重橡俳句会を先頭に﹁玄﹂ ﹁嶺﹂の二俳句会
を加えた作者の作品を各一句ずつ選出しました︒

さて私たちは︑昭和の俳壇に新風を吹き込み多
くの著名俳人を育てた水原秋櫻子主宰の﹁馬酔木﹂

の流れを汲むものであります︒秋樫子没後は諸事
情により︑秋櫻子の信頼が最も厚かった堀口星眠
創刊の﹁橡﹂に参加今日に至っています︒そして我々

は俳句の原則を守りながら時代の推移に遅れをと
らない詩精神を養っていきたいと願っています︒

﹁時代の推移﹂のひとつに言語表現があります︒

戦後間もなく始まった﹁当用漢字︵現常用漢字︶﹂

や﹁現代かな遣い﹂は一般にすっかり身につき定

着していますが︑例外を除いて﹁俳句︵連句︑短
歌なども含め︶﹂ では文語体で︑従って旧かな遣
いによって表現されています︒若い人達は学校で
古典を学びますが︑それでは旧かな遣いで俳句な
どが詠めるかというとこれは至難のわざと言わね

ばなりません︒かな遣いが俳句などの発展の妨げ

になってはいけないと思います︒短詩型文学に携
わる人︑特に指導者的立場にある方々へ新年に当
たり僧越ながら問題を提起したいと思います︒御

考察いただければ幸いであります︒

また私事で大変恐縮ですが︑平成二十四年度の
四日市市文化功労者として表彰を受けました︒決

して私一人の力ではありません︒多くの方々の御
支援やお励ましがあっての事と思います︒高齢で
はありますが受賞を励みに微力を尽くして参りた

松澤白楊子

い所存です︒どうか今後共よろしく御鞭橿賜りま

すよう御願い申し上げます︒

10

り高度成長期以降︑風呂付住宅が

5軒︑富田支部と合わせても7軒

いている常連のお客様がいらっ

敬老の日には75歳以上の老人を

♪あなたはもう忘れたかしら

昭和8年に建設されたままの外観

無料で招いたり︑冬至には10キロ

しゃる限り続けていこうと思って

を今に残す︒暖簾をくぐり引き戸

もの柚子を湯船に入れて利用客に

が残るのみ︒その一軒︑近鉄楠駅

年代全国には22．000軒の

を開けると昔懐かしい番台︒その

楽しんでもらうそうだ︒また銭

一般的となり銭湯の数は減少して

銭湯があり︑庶民の営みを描いた

奥には銭湯には欠かせないコー

湯を利用する機会が少ない子供た

二人

小説や映画︑テレビドラマそして

ヒー牛乳が入った冷蔵庫が見え

ちが見学に訪れることもあるとい

赤い手拭いマフラーにして

歌にまで登場する銭湯−公衆浴場

る︒女湯の脱衣所には藤製のベ

う︒今日も森下さんの心意気は優

い
ま
す
︒
﹂

は世相を表す場所として欠かせな

ビーベッドが置かれ︑その脇には

しいお湯となって入浴客の心と体

にほど近い場所にある楠温泉は

い役割を果たしていた︒日本の銭

重厚なハカリがひときわ存在感を

を温め続けている︒

きた︒

湯の歴史は室町時代にまで遡ると

放つ︒風呂屋には珍しい格子の欄

銭湯に五首の道あり︒湯を以て身

かぐ

いう︒江戸時代には︑防火のため

間をくぐつて浴室に入ると︑高い

を温め︑垢を落し︑病を治し︑草臥

で行った横丁の風呂屋♪

に庶民が内風呂を持つことを幕府

天井にギリシャ風のタイル壁︑そ

を休むるたぐひ 即仁なり︒

四日市市内の銭湯は現在わずか

が禁じたことで銭湯はますます増

してきれいに磨かれたタイルの流

楠温泉

昭和、平成と
「揚」の暖簾を守り続けて

や姫が歌う﹁神田川﹂の一節︒60

え︑娯楽の場︑社交の場としてた

− 式亭三馬 ﹁浮世風呂﹂より

︵レポート石塚眞木︶

し場︒年代を感じさせない清潔
感あふれた浴室である︒ハイドロ
マッサー︵マッサージ効果のあ

る高水圧の湯が噴き出す機械︶が
設置された風呂やラドン風呂など

が今も現役で活躍している︒
3代目森下晃行さんにお話を聞

く︒﹁確かに年々利用者は減少し
ています︒最近は車での利用客が
多く広い駐車場が必要になりまし

た︒遠くは阿倉川や伊勢若松から

お越しいただいています︒私も年
を取りこの仕事は大変ですが︑こ

の楠温泉をずっとご晶眉にして頂
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いそう賑わった︒しかし現代にな

四日市地域 まちかど博物館めぐり

12月26日雪の舞う中お稽古を終

えてからお会いすることになり笑

顔でお話しを聞かせていただきま
した︒踊りは︑母のすすめで習い

始めました︒その後︑花柳千種︑
花柳勢洲に出会い研讃をつみ︑名
取りを許可され彩洲と命名︑平成
7年に師範を収得されました︒

花柳流は︑古典の伝承にも鋭い

訪問レポート

ナムなどに赴き︑日本の文化を伝

向け︑アイルランド︑韓国︑ベト

大切に指導したいとのことです︒

を重んじ技術面と舞の心を丁寧に

は通じない中で笑顔とアドリブで

ぞれの国の衣装で舞踊発表︑言葉

衣装︑顔師も連れて参加し︑それ

強く残っているそうです︒カツラ︑

︵8ヶ国参加︶ はとても思い出が

その中でも韓国2回目の演劇祭

がお出かけ下さることを願ってい

ルで発表会があります︒多くの方

︵日︶に四日市市文化会館第2ホー

市が担当することになり10月27日

りの﹁県の邦舞会﹂は︑今年四日

した︒毎年秋に三重県内持ち回

邦舞会四日市支部長に任命されま

そして平成24年8月より三重県

化会館で始めて邦舞会にて踊られ

交流︑これこそ文化交流の礎と

えるべき活動をしておられます︒

たことを懐かしそうに語って下さ

す︒彩洲さんは︑あさけプラザの

ていくのが本来の形なのだそうで

の探求が続けられ常に再創造し

勢で臨んでいて︑新旧の日本舞踊

磨きをかけておられるようです︒

と各県にて踊られ︑ますます技に

化祭において︑広島・小倉・福井

くつもの記念行事に参加︑国民文

その後︑三重県各市で出演︑い

基礎練習に力を入れ伝承と︑伝統

首の振り︑扇の使い方︑足運び等

5年生から80才以上の方もおられ

れています︒お弟子さんは︑小学

センター︑橋北センターで指導さ

教室は︑富州原の自宅︑富州原

いました︒

こけら落としに詩吟に合わせて踊

更に国際文化交流で海外にも目を

︵レポート 中西まさ子︶

ます︒

師範 花柳彩洲さん
知ったそうです︒

日本舞踊 花柳流彩の会

られたこと︑昭和60年四日市市文

感覚を見せて美点も掘り起こす姿

伝統文化を大切に
日本の心を
伝えていきたい
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TFe MirrOr〜というタイトルで︑

大きな鏡を使い︑3才〜50才位の

〝オータムコ

芸術文化祭﹁芸能＋コラボ舞台部

化会館第2ホールにて第62回市民

昨年11月25日︵日︶四日市市文

のシーンをフラメンコの世界で表

民を募集してクスペインのお祭り〟

〜エルアモールは今回︑一般の市

頂きました︒フラメンコスタジオ

も精一杯の演技や演奏で観客の

して伝えました︒他︑どの団体

ジを込めて一生懸命ダンスを通

りますように⁝︒というメッセー

強吉を敢字で表記【当会独自のレーテインク方式】でめきめき上達する

メンバーで︑鏡に写る自分自身は

門フェスティバル﹂

現致しました︒とてもおもしろ

目と心を魅了しました︒それも︑

〒510−0085 四日市市諏訪町7−17（四日市市役所北となり）

観客の心は出演者

ラボレーション〟を開催いたしま

い構成で︑思わず真剣に見入って

このフェスティバルに真剣に向

圏日本アマチュア将棋連盟東海ブロックよっかいち

どう映るか？

し
た
︒
しまいました︒シティスポーツダ

き合って下さった各団体の代表

○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。
当会は将棋の分野での地域NPOをめざしています。

を通して︑それぞれどう映るか？

開演は午後2時で︑午後6時30
ンスはクオペラ座の快人たち〟〜

…会員募集中今すぐ入会3000円／年間

どうか⁝素敵な自分の心が映

分終演となり︑出演団体は大正琴

久しぶりに﹁四日市の文化にふれ

者の皆様の心意気からの大成功

アーレ四日市︶

て︑今日は心が豊かになり︑感

〜Lai−a〜／舞踊〜雅の会

・フラ・サークル〜ヒナヒ

動致しました＝二という観に来て

だったと心から感謝致します︒

ナ／フラメンコスタジオ〜

下さった方々からのメッセージ

／キッズダンス〜 ︵新ペ

エルアモール／フラグルー

に︑逆に私達出演者が心温まり
四日市市文化協会さんのたくさ

℡・ファックス059−354−0625

／アロハ

プ〜ミノアカ／ダンスパ

スポーツ四日市︶ の7団体

んの支えがあっての〝オータムコ

パワーを頂きました︒四日市市・

の出演者約330名の舞台

ラボレーション″皆々様に⁝心か

︵シティ

となり︑観客は約700名

ら⁝ありがとうございました︒

フォーマンス〜

の市民の方々に観に来て頂
きました︒

各々の団体の個性豊かな
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表現や演技に会場の皆さん
からたくさんの感動の声を

いま将棋sho9iガ面白い！・・・htt．：IIwww．。m。，。∩．。。ml

﹁四日市の第九﹂演奏会
昨年の12月24日 ︵月・振休︶ 13

時30分より四日市市文化会館第
1ホールにて︑満員のお客様1．
700人余を迎えて開催された︒

この演奏会は︑合唱団員を一般

合唱が会場に響き渡った︒
ちなみに今年は12月22日︵日︶に

10周年を記念して開催する予定︒

ニューイヤーコンサート2013

の合唱部門には18の合唱サークル

に臨んでいる︒四日市市文化協会

し︑10回以上の練習を重ねて舞台

演奏会として︑

の四日市定期

愛知交響楽団

セントラル

〜羽ばたくわかものたち〜

があり︑団員500人を超えてお

1月6日に開

公募し合唱団﹁フロイデ﹂ を結成

り︑この﹁第九﹂演奏会にも多くの

催された︒今
年で3回目と

人が出演し︑主力となっている︒
2004年

続開催9回目

に行われ︑連

サートは︑ヴァイオリンとピアノに

するのが特長である︒今年のコン

毎回︑地元出身の音楽家が出演

な
る
︒

の昨年は︑一

よる二つの協奏曲と︑オーケストラ

から毎年末

流のプロオー

の演奏で︑どれも素晴らしい内容
四日市からは実力のある音楽家

ケストラとと

岩村力さんの

が輩出されており︑この定期演奏

だった︒

指揮で︑団員

会の今後が楽しみである︒

もに︑有名な

230人の大
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小山田美術館

四日市市文化協会
後援イベント
第40回 四日市市美術展覧会

同時開催 第35回 全国アマチュア将棋
レーティング選手権

日時 5月3日︵祝︶〜6日︵月・振休︶

℡059・354・0625︵西村︶

﹁未知へのご招待﹂

女声合唱団﹁京﹂25周年記念演奏会

﹁盆栽二人展﹂によせて
て観る者を惹き込

会場 四日市市文化会館展示棟および
第4ホール

み圧倒するもので
あり︑まさしく︑

日時 4月7日︵日︶〜14日︵日︶

会場

マジックお楽しみ会

気の遠くなるよう

主催 ︵財︶四日市市まちづくり振興事業団

日時 5月6日︵月・振休︶ 13時30分開演

第2ホール

な時間と労力をつ
入場料 無料

入場料 無料

四日市市文化会館

ぎ込んでこそ生ま

℡059・354・4501︵玉井︶

会場

会場

℡059・326・3587︵川田︶

日時 4月21日︵日︶ 13時30分開演

日時 6月9日︵日︶ 14時開演

四日市交響薬団第35回定期演奏会

れる﹁美術﹂がそ
こにあると実感さ
せられました︒

精神性の高い造形

主催

主催 女声合唱団﹁京﹂

第1ホール

に緊張感を持って

入場料一般1000円︵当日1200円︶

入場料 1000円︵文化会館にて発売︶

四日市市文化会館

向き合い続けなが

中高生500円︵当日 700円︶

℡059・394・4119︵中西︶

また︑きわめて

らも︑常に謙虚で律義で︑何事にも

小学生無料︑︵未就学児は入場不可︶

第1ホール

小山田美術館はプロ・アマ︑ジャ

感謝される穏やかな両氏のお人柄

四日市市文化会館︑アピタ四日市店︑

四日市市文化会館

ンルを問わず作品展を受け入れて

が︑ますます訪れた人を引き付ける

第4回 シニアハーモニー演奏会

第1展示室

℡090・3446・4011︵川原︶

入場料 無料

主催 四日市シニアハーモニー

日時 6月29日︵土︶ 13時30分開演

第2ホール

会場

四日市市文化会館

主催 日本アマチュア将棋連盟
日本将棋連盟三重県支部連合会
入場料 無料

四日市市文化会館
℡059・351・0065︵前岨︶

四日市交響楽団

おりますが︑﹁盆栽﹂は一般の美術

チケットぴあにて発売中

﹁盆栽﹂は様々な約束事のある世

のだと感じました︒

事もあってか︑なかなか展示会場

界だと思いますが︑伝統や人間関係

館では断られることが多いという
として使っていただく機会があり

第柑回 みえ県民文化祭
感性で︑いつかまた更に新しい盆栽
会場

を尊重しっつ﹁おれ流﹂にこだわる

この度︑ご緑があって辻︑堤両

の世界をご披露いただけるものと心

日時 5月3日︵祝︶ 10時〜18時

ませんでした︒

氏に﹁盆栽二人展﹂を開催していた

待ちにしております︒

﹁みえ将棋都市対抗戦﹂

だいたことで︑美術館として新し

い分野への構想がさらに広っがた
ように思います︒実際に︑設え終

えた会場の空気感は︑想像を超え
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サンブル︵共同作業︶が作り上げる意識

私たちの日常の社会生活でも︑アン

ルができない﹂となります︒

は譲らない﹂ ﹁気持ちのキャッチボー

﹁人にぶつかっても平気︑自分の進路

になると︑﹁自分の意見ばかり主張する﹂

られるはずです︒それが一方的な行動

で行動のアンサンブル︵共同作業︶が見

作家たち︑お花︑お茶の先生方︑能楽

一流の方々︑例えば彫刻や絵画の日展

その活動の中で︑文化協会に所属する

方として文化協会に関わってきました︒

市民大学講座の運営企画など︑主に裏

ネイチャーフォト市民公募展事務局︑

とまとめ役︑四日市アート展の事務局︑

を始め︑以後文化サポートの立ち上げ

意義な生活を暗示してくれます︒

とは︑今後の私にとって大変楽しく有

ている世界とは違った世界に出会うこ

出会い︑また自分が生きて来た︑生き

素晴らしい生き方をしてきた方々との

後期高齢者に近づきつつあるいま︑

めて歴史を見直させてくれました︒

などは﹁こういうことだったのか﹂と改

水谷 達

です︒司で聞くだけではなく目も

や日舞を趣味とするグループとの出会

理事長つぶやき

使います︒呼吸を感じ取る神経も
を積極的に持つだけで︑社会は変わる

は︑先ずは ﹁相手の音を聞く﹂ こと

オーケストラにとって重要なの

用します︒

今回は︑ある女性指揮者の記事を引

必要です︒そして︑どのように演

いは︑わたしの人生を大変楽しいもの

けしてきた。その結果ようやく、

うとしている。

古産業の中心地であって、多く

言うまでもなく橋北地区は寓

登場してきているほか、小説化

の著名な萬古作家や関係者が

された著名な傑僧太田覚眠や
その顕彰に尽力した藤本幸太
郎博士、芭蕉真筆「八九間雨柳」
を覆刻出版した鈴木雇竹など

名な人物を輩出している。

と、枚挙にいとまがないほど著

んの手に取られ、観光資源の
それが今、一冊になって皆さ

一端として全国発信されようと

パッション 智ち

に行こう︒

パッション編集部

水谷 達

まき子

向かって歩き出し︑いい出会いを探し

からも︑きちんと前を見つめて明日に

いを見つけることが出来るようにこれ

いために︑心にゆとりを持ちいい出会

繋げられただろうか︒微笑を絶やさな

来ただろうか︒つらい日も笑える日に

笑顔で周囲の人を幸せにすることが出

ンを通じてたくさんの人に出会えた︒

語りかけてみる︒文化情報誌パッショ

いい出会いをするために︑自分自身に

編集後記

と思いませんか︒

いです︒本といっても小説の類です︒﹁何

もうひとつの﹁出会い﹂は本との出会

にしてくれました︒

奏するか予想も無意識に行っています︒

それにより﹁音の高さを合わせる﹂ ﹁強

リレーエッセイ

さを判断する﹂ ﹁性質を合わせる﹂ ﹁演

奏する音楽の内容を統一させる﹂ ﹁相

を今更﹂と笑われるでしょうが︑現役時

前︑わずかな期間でしたが入院生活を

読む余裕はありませんでした︒何年か

代は仕事と生活で頭がいっぱい︒本を

手と異なる表現をしてコントラストを
つける﹂ など︑単に相手と同じことを

リタイアして10年
洋史

おくるはめになり︑そこで本を読む楽

伊藤

現役をリタイア

しさを覚えました︒ある意味﹁入院の唯

常任理事

して十年︑私に

一の効用﹂とも言えます︒昨年読んだ本

四日市市文化協会

これを社会生活に例えますと︑話し

とってこの十年の

で心に残るものが何冊かあります︒﹁木

行うのではなく︑多くのアンサンブル

合いの場では﹁相手の話を聞く﹂ ﹁自分

キーワードは﹁出

︵共同作業︶をしていることになります︒

の意見を持つ﹂︑街中を歩くときは﹁相

会い﹂です︒

今年の3月には地区郷土史『ふ
るさと 橋北』が陽の目を見よ

●発 行

●編 集

●発行人

編
集
長
︶
亨平︵
成
2
5年3月15日
英子・石塚 眞木・加藤 恵子
武・清水 焼美・中西まさ子・
邦彦・久安 典之・森 次男

四日市市文化協会

●印刷所 水九印刷株式会社

●デザイン・レイアウト 高田 教

阻・剛⁚〇五九−三五一1三七二九

〒五一〇・〇〇五七 四日市市昌栄町二一−一〇

●発行所

村藤谷井

夏生︶など︒また司馬遼太郎の歴史小説

志水雅明
している。

西カロ石石

手の動きを見る﹂ ﹁流れを見て自分の

には長年にわたって、資料調査、

村伊兵衛と土門挙﹂︵三浦靖著︶﹁残虐記﹂

執筆にと大変なご苦労をお掛

退職後しばらく

その後、編纂委員の皆さん

行動を決める﹂︑大事な人と向き合っ

り、郷土史編纂委員会が発足。

﹁我等︑同じ船に乗り﹂ ︵いづれも桐野

2回連続の郷土史講座を地区
市民センターで開催してもら
い、地区の魅力とその発信の
必要性を訴えたのが契機とな

して四日市市文

れがなかった。そこで数年前に、

ているときは﹁相手の心を読み取る﹂﹁気

現在までほとんどの地区で
地区郷土史が出版されている
が、橋北地区にはこれまでそ

化協会のホームページ担当として活動

『ふるさと 橋北』

持ちを伝える﹂ など︑さまざまな場面

近刊！
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