四日市〜亀山間凍結状態で、これは大変な
ことになるとの危機感から「新名神で三重県
北勢地域のあしたをつくる会」という民間団
体を22名のメンバーで立ち上げ10年目にな

ります。北は伊勢湾自動車道と名古屋方面か

らの東名阪自動車道が、南は名阪国道と伊

勢自動車道と新名神の3本の道路が、現在
の東名阪自動車道の四日市〜亀山間の一本に流れるという大変な渋滞が予測

され、行政も経済界も大変な危供を抱いていました。地元民間団体として署
名活動、シンポジューム、各機関への要望活動等々、関係者の皆様と力を合

わせ懸命な活動をしてきましたが、思いが実り平成18年春に平成30年供用
開始という合格書をもらった時は本当に嬉しく、関係者で大喜びをしたことを
なつかしく思い出します。

らは、東名阪自動車道の渋滞は日常茶飯事となり、地域産業や我々市民の利
用者にもさまざまな支障をきたしていま一九渋滞量はネクスコ中日本管内では
ワースト1位か2位、渋滞回数は以前の4．5倍になったと閃いていまれ

思い起こせば、国土交通省の当時道路局長であった谷口博昭様が熱いまな
ざしで「中島さん、第二名神という名前がいかん、この道路は二番手ではない、

間違いなく国家の大動脈になる大切な道である」とおっしゃって、まもなく誰

が付けたか新名神、新東名と名前が変わったことも新鮮で嬉しいことでした。
「みち」は人、物、文化を運びます。人々の暮らしや経済には無くてはなら
ない大切なものです。古来、みちの周辺には常に商いが生まれ、人々が集ま

り、文化が交流してきました。時代は大きく変わり、高速道路、新幹線、飛
行機等で世界中を短時間で飛び回れる世の中になりましたが、日々の生活に

は、やはり歩く又は車で走る「みち」は欠かせないもので弟予想される大地
震や近年多発している災害時には、新名神高速道路は緊急物資輸送道路とし
ても、避難場所としても大きな役割を果たすことは東日本大震災の例をみても
明らかなことです。「つながってこその道」「いのちの道」を合言葉に、政財界、

行政、民間人が力を合わせ平成30年の開通予定を少しでも早くなる棟頑張っ
て活動していきたいと思っています。

新名神で二重県北勢地域のあしたをつくる会 会長 中島百合子

案の定、平成20年2月23日新名神高速道路の亀山〜大津間が開通してか

﹁いのちの道﹂を合い言葉に〜新名神高速道路への思い〜

平成16年当時、新名神高速道路事業が

免5呈2可
」劇

rr

」

巻頭によせて

「いのちの道」を合い言葉に 〜新名神高速道路への思い〜
新名神で三重県北勢地域のあしたをつくる会 会長 中島百合子

晒すぢ
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四日市市国際共生サロン

す

l

多文化共生

む
l

たボランティア精神旺盛な仲間たち︵外国の

ひとたち︶︑まずは階段の掃除から︑最初は
数人から始まり少しずつではあるが増えてき
ているといいます︒

﹁一階から五階まで終わった時は達成感と

仲間意識で癒されます︒この帽子はグループ
のシンボルです︒百均で揃えて︑アヴアンティ

笹川と文字をいれました﹂とリーダーが話し
てくれました︒

またササミーゴスの ︵南米外国人が主と
なっている︶春まつりのサンバは︑地域の人

多くは日本にルーツを持つ日系ブラジル人

支え合う意識がたかまってきています︒こと

よって先住者の人たちもお互いに地域社会を

たちの楽しみになっています︒このことに

です︒市では多文化共生のモデル地区として

に高齢化が進んでいる中で︑この人たちの若

なくなりまし

訪れる人は少

り︑昼間でも

たところもあ

一世帯といっ

多く︑一棟に

トは︑空室が

URのアパー

す︒そのため

に現在は1500人に満たなくなっていま

人たちは帰国しました︒2200人をピーク

ス会︑ゆかたきつけ教室︑盆おどり講習会な

ことが理念です︒他に日本語教室︑クリスマ

め合い︑支え合って暮らせる社会を実現する

月に開設されました︒国籍や文化の違いを認

川にできた国際共生サロンです︒平成16年10

こういったことの手助けとなっているのが笹

になってしまうこともよくあることです﹂

かる︒そのため病院にいって全額を払うこと

状が来ていてもなかなか理解できず時間がか

もよくわからないままで加入している︒督促

本でやっと就職しても年金や︑保険に関して

﹁最大の壁になるのはやはり言葉です︒日

指導者となっています︒

います︒なによりも家族や後輩たちへのよき

です︒その子供達が今は社会にでて活躍して

に楽しく過ごしているなかで育ってきた影響

びを紹介したり︑歌ったりパーティーなど共

て家庭に持ち帰る︑また自分たちの母国の遊

日本の教育を受け毎日の生活習慣を体得し

いパワーが大きく影響しています︒

た︒そんな中

どが開かれています︒10年前と現在の笹川の

︵レポート 石谷 英子︶

声を挙げた若者たちにエールを贈りたい︒

2020年東京オリンピック決定に大歓

子供達の生活です︒

外国人の違いは大きくその根幹はパイプ役の

で立ち上がっ

リーマンショックと大震災のあとかなりの

政策をおこなっています︒

笹川は総人口の2割が外国人

特集

れた手入れもされず︑ゴミだらけの花壇でした︒
しました︒

園芸局長賞を︑三重県大会では知事賞を受賞

られ︑﹁全国花のまちづくりコンクール﹂で農産

動を展開してきました︒私たちの活動が認め

でもらおうと寄せ植え講習会を開くなどの活

販売したり︑住民の皆さんにもっと花と親しん

ようになりました︒また地区の文化祭で苗を

地区のグループとの交流や情報交換も行われる

﹁花づくり連絡協議会﹂ ができました︒他の

の間︑地区内に花づくりグループがいくつかでき︑

を育てるなどして経費を抑えてきました︒そ

め︑咲き終わった花から種を取り自宅の庭で苗

とはいえ︑それだけでは資金は足りず会費を集

ドバイスもいただきました︒市から助成がある

くれて新しい花壇ができました︒花づくりのア

花が咲きほこっているのを見ると︑苦労が報

大好き﹂だからです︒手間ひまかけて育てた

こられたのは︑メンバー全員が﹁何より花が

ました︒それでも長きにわたる活動を続けて

題も生じてき

員の減少の問

や介護等で会

バーの高齢化

た最近はメン

作業です︒ま

やりは大変な

暑い時期の水

ますし︑夏の

いこともあり

予定がつかな

はなふれんず
に掛け

方が市

職員の

た市の

見てい

活動を

たちの

る時私

が︑あ

ました

してい

︑えたり

した︒最初はみんなで持ち寄った種や苗を植

も10種類以上の花が植えていますが︑その年

はなふれんず自慢の一つです︒花壇にはいつ

ています︒他では見られないハンギングは︑

い花を選び︑花を絶やさないように気を配っ

う高さにも配慮し︑開花期間ができるだけ長

に移し植えます︒車からの視角を妨げないよ

になるまで育て︑8つの花壇と4つプランター

つかないように気を配りながら

疋の大きさ

に植え替えます︒その数約3000個︒虫が

自が小さな苗を持ち寄り︑土の入ったポット

るといわれます︒年二回植え替え時期には各

の良し悪しが花の出来不出来を大きく左右す

私たちの一年は土作りから始まります︒土

りの花を咲かせていけたらと願っています︒

が町とそこに住む人を変えて素晴らしい街づく

ます︒花は人の心を和やかにします︒花づくり

に集まり笑顔の花を咲かせてきた23年でもあり

引っ越してきた人︑様々な人たちがはなふれんず

した︒この地に生まれ育った人 嫁いで来た人︑

種を採取するという作業を続けて23年が経ちま

種から苗を育て︑花を咲かせ︑またそこから

たちの何よりの励みになっています︒

ありがとう︒﹂と声をかけていただくことは私

﹁いつもきれいに手入れをしてくれて本当に

われた思いがします︒通りすがりの人たちが

む〜

の気候によって生育が変わり︑植込み作業の

〜す

合って

私たちの活動のきっかけは交差点の隅に置か

沿道に花を植え続けて

何とかしようと声を掛け合い仲間が集まりま

私たち
みんな
花が大好き

﹁すむ﹂に決まり︑建築設計に携る私も何か
書くようにと勧められました︒しかし︑様々

な状況によって作られる建築は千差万別で︑
編集委員でもある一人の建築家が建築そのも
のの設計上の一つの思想を語ることはこの誌

面に相応しくないのではないかと随分悩みま
した︒考えた挙句︑ク建築以外″ のことにつ
いて書いてみることにしました︒

などと呼ばれ︑家のク外〟という感覚に近い

な小宇宙が作られました︒現在では〝外構ク

かつての日本では〝庭〟と呼ばれ︑〝内〟的

かと思います︒

地球につなげていくことができるのではない

て︑生物としての人の棲みかであるク家″を

れにふさわしい領域を創造することによっ

ません︒しかし現実には敷地境界内に個人が

てしまうことは︑正しいようでいて何かが足

切った意識だけで線を引いて思考停止に陥っ

隣地は他人の物︑道路は公共の物という割り

であったり道路であったりします︒しかし︑

敷地境界のさらに〝外″にあるものは隣地

Aニ訂rOコe

ものになっているように感じます︒問題なの

は︑それらがいずれもク外でない㌦内でない〟
という︑一方を置き忘れた考えに基づいてい
るということです︒その領域は紛れもなくク内

であり︑外である〟にもかかわらず⁝︒

そもそも敷地境界は︑自然が作り出したも

のではなく文明が作り出したもので︑生態系

まずは外壁から敷地境界線までの話︒住宅

手を加えることが許されているわけですか

を考えると意味のない領域を示すものにすぎ

を例にとると︑それはク家″の〝外︵そと︶〟

外である″部分としてはっきりと認識し︑そ

の狭間のアプローチ

む〜

久安典之

〜す

建築家

パッション編集委員会にて今号の特集は

まちづくり−

ら︑いっそその領域を積極的に 〝内であり︑

部分です︒

「徳川山の家」道路から玄関へのアプローチ

，AHforoneの
−OneforA

であり︑ク敷地境界″の〝内︵うち︶″という

0コe訂rAニ

「堂山の家」塀と外壁

いえのあかりと
まちのあかり

りません︒やはりそこにも積極性が必要なの
ではないかと思います︒つまり︑隣地にも期

待する︑道路にも期待するという意識︒そし

いえのあかりとまちのあかり

隣地から見た隣地である自分の敷地にも責任
く中でよく考えるのは︑このような個と公共

が︑私が日々の設計活動や社会活動をしてい

少々はなしが抽象的になってしまいました

を持つということであり︑道路を作る社会の

性についての価値観です︒

てその意識は︑状況を入れ替えて考えれば︑

一員としての自分にも責任を持つということ

です︒それぞれが自立した一個人としての自

いえのあかりが連なって美しいまちのあか

りとなる︒同じように︑人は皆それぞれのあ

かりを持ち︑そのあかりが集まって人類の営

みを地球にともす︒家も人もそのようにあっ
て欲しいと願っています︒

「ヨコノイエ」 建築の一部が風景と戯れる

四日市地域まちかど博物館
推進委員会代表
三重県文化財保護指導委員
パッション編集委員

覚を持ち︑社会に様々な形で参加するという

2002年

岡山県生まれ
三重大学工学部
建築学科卒業
久安典之建築研究所
開設

1969年
1991年

意識を持つ︒そしてその個々の集まりである

久安典之 プロフィール

社会の目指すところは︑やはりかけがえのな

む〜

「白鳥の家」街と対話するプラ
イハシーに配慮した中庭住宅

い地球につながるものであって欲しいと思い
ます︒

〜す

「安濃の家」窓から見える風景

よっかいち歴史浪漫探訪⑧

世銀借款の中電三重火力
日本考古学協会会 員

北野

保

年六月にはLNG火

力の川越火力発電所
二号機が稼働し始め︑

三重火力発電所は役
目を終え廃止された︒

世界銀行は︑第二

次世界大戦後の先進

ラの基盤整備などの

建設に必要な資金千六百八十万㌦

こうして︑新鋭の大容量火力開

プロジェクトに長期

東日本大震災に伴う東京電力福

発を主力とする開発方針への転

資金の供給を行なう

国の復興と発展途上

換となった中部電力三重火力発電

機関である︒

のうちの千百二十万㌦を融資する

ちょうど六十年前の昭和二十八

所は︑昭和二十九年二月に︑塩浜

日本は︑サンフラ

島第一原子力発電所の事故によっ

年十月十五日に︑″敗戦国〟日本に

地区の第二海軍燃料廠跡地の一角

ンシスコ講和条約が

国の開発を目的とし

対する初めての世界銀行の借款プ

を活用して高温・高圧の発電設備

調印された翌年の昭

というもので︑いずれも利率五％︑

ロジェクトが︑アメリカ合衆国ワ

の建設を行ない︑翌三十年十二月

和二十七年八月に

て︑我が国のエネルギー対策の見

シントンDCで︑世界銀行のユー

の一号機の完成によって稼働を開

世界銀行に加盟し︑高度経済成

て︑主に社会インフ

ジン・ロバート・ブラック第三代

始し︑臨海工業地帯の動力源とな

長の基盤となる三十一を数える

償還期限二十年が条件であった︒

中初

り︑需給の安定に貢献するととも

様々なプロジェクトが借款の対

直しから火力発電所の重要度が増

日本開発銀行を通じた借款の

に︑コンビナートの本格的な操業

象となり︑その借り入れの合計は

総裁日記﹄ を編んだ服部正也は︑

している︒

対象は︑中部電力三重火力発電

により石油化学工業の発展を支え

八億六千三百万ドルにも及んだと言

四日市市出身の日本人初の世界

力発電所二機︵十五万キロけッ︶建設

七百五十万ドル︑関西電力多奈川火

焼火力の四号機が運転を開始し︑

三十六年十月には日本初の重油専

石炭火力の二号機に続き︑昭和

高速道路の建設工事であった︒

本道路公団の名神高速道路・東名

日本国有鉄道の東海道新幹線︑日

関西電力の黒部第四水力発電所︑

史浪漫紀行﹄ ︵平成二十三年六月

の連載を集録した﹃よっかいち歴

四日市商工会議所の ﹃商工春秋﹄

銀行副総裁であり︑そのことは

なお︑名著﹃ルワンダ中央銀行

に必要な資金三千八十万㌦のうち

同三十八年六月には石油火力の四

代総裁の間で調印された︒

総裁と日本開発銀行の小林

所一号機︵六万六千キロ＝ッ︶ 建設

たが︑反面︑排出される煤煙で公

われるが︑なかでも有名なのは︑

復興と高度経済成長を加速させ︑
〝経済大国日本〟に押し上げたと

に必要な資金千三百九十一万ドル

害問題に直面することになった︒

いっても過言ではない︒

︵約五十億八百万円︶ のうちの

の二千百五十万ドル︑九州電力苅田

二十七日発行︶に記している︒

日市火力発電所一号機が︑平成元

世界銀行の支援が︑日本の戦後

火力発電所一機︵七万五千キロ叩ノ︶
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●
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−
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■
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︼

︼

−

■

■

当者として︑環境フェアの運営や自

関︑学校関係者︑NPOさんとの

海や川に関連する行政機関や研究機

ける出前授業などの経験を通して︑

読み︑被害が発生した地域へフィー

市内の水処理企業で社会貢献活動

公害︑水︑魚と活動が広範囲

学ぶにつれて公害の被害・歴史とい

もともとの出発点は︑公害でした︒

た︑自然環境から歴史や街づくりま

気づけば魚や野鳥︑トンボ⁚・といっ

興味を持つ分野もどんどん広がり︑

交流が広がりました︒それに伴って

は自らその質問内容をピックアップ

う狭い範囲のことだけではなく︑街

で様々分野にまたがって活動するよ

に及ぶのはなぜですか？

Q2

社施設を使った社会見学︑学校にお

に対する取り組みをされている榊枝

さ
ん
︒
周囲の人からたびたび同じような

し︑インタビュー形式で自問自答し

づくりや地域の自然環境についても

うになりました︒

質問をされるということで︑今回

て頂きました︒

両立は大

深い理解がないと公害の防止や環境
のまちづくりはできないと思い興味

Q3

活動するきっかけは？

を広げていきました︒大気汚染から

変では？

Ql

大学2年生の頃︑授業で水俣病を

海の汚染︑防災︑まちづくりという

仕事と様々な活動

学び︑いまだに裁判を継続されてい

ように⁝︒

気の持ちようだと思います︵笑︶︒

ることに深い疑問を抱きました︒﹁ど

l

l

t■■

l

l

一

l

l

l

l

l

■■■

l

■ ■ ■

l

l

l

l

l

■ − ■ l

■ ■ ■

l

l

仕事や活動の中にできる限り楽しみ

■ ■ ■

会社に勤めた事も私には大きな基

うして今さら裁判を？

1

を見つけて︑自分に仕事だと思わせ

1

点でした︒地域の水環境を守ること

一 − 1

﹁犠牲になった人々が救われない︒

l

ないようにしています︒どちらも全

■ l

が使命の会社で︑社会貢献活動の担

l

l

四日市生まれ、四日市育ち。
2010年 名古屋大学大学院環境学研究科

ルドワークに出かけて徹底して学び

榊枝正史 プロフィール

を担当する傍らライフワークとして

l

榊枝 正史さん：

ました︒

環境活動家

四日市公害・水・魚など様々な環境

チャレンジ！

なぜ？﹂ っと︒それから︑文献を
l

所属団体
・環境情報誌「なたね通信」
・四日市自然保護推進委員会
・四日市布環境学習センター「川の先生」
・四日市ウミガメ保存会

・魚と子どものネットワーク

・諏訪神社にこにこプロジェクト

輝きを持ってくるのではないでしょ

の輪が広がっていくことで︑社会は

思います︒そしてそのような人たち

で︑新たな展開が現れてくるのだと

かけからでもとにかく活動すること

な時︑榊枝さんのように小さなきっ

と考えている人は多いはず︒そん

何か社会と関わる活動を始めたい

たいと思っています︒

1日を大切に︑今後も努力していき

理解していただいているので︑1日

や地域の皆さん︑仲間たちに活動を

する時期なのかなと思います︒会社 ■

チャンスがあれば何でもチャレンジ ■

力で取り組むしかないですね︒今は︑■

前期博士課程卒業。同年〜㈱東産業に
入社 社会貢献活動を担当
2012年 名古屋大学大学院環境学研究科

う
か
︒

−

−

−

−

■■■■

−

−

−

−

−

−

−

−

●

現

在

後期博士課程へ進学 専攻：企業の
社会的責任、CSR活動の研究
㈱東産業 社長室 CSR担当

︵レポート 久安典之︶
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●

文芸誌﹃新潮﹄に詩が掲載される
大江麻衣さんの二冊目の詩集﹃に

校を出てから︑職を転々としたの

ち︑姉を頼って旭川に行きます︒

新聞記者として文芸部に就職し︑

●

●

●

●

●

●

●

●

買﹄の受賞です︒時代を拓く新しい

女性詩人の登場として︑話題にな

りました︒選考委員の工藤正贋氏

は︑選評のなかで﹁私は三重も四日

市も知らないが︑詩の言葉に土地

の匂いがあり︑現代詩が三重で変

貌した﹂と述べています︒

﹁大入道の首﹂を詩につづる

大江さんが詩を書き始めたのは︑

5年ほど前だそうです︒大学生の

ころは︑文芸評論家の清水良典氏

の講義を受けながら︑小説を志し

ていました︒たまたま詩を書いて

いる親しい友人がいて︑これって

何だろうという興味が︑現代詩に

川市トーヨーホテルでの授賞式の

﹃小熊秀雄賞﹄ を受賞しました︒旭

が︑ことし5月18日︵士︶に第弱国

当時の詩文学に新しい風を巻き起

した︒自由や理想を詩につづり︑

と病気のため︑39歳で亡くなりま

27歳のとき上京して文芸運動など
に関わりましたが︑貧しい暮らし

家版・2009年※18編所収︶も︑

帰宅してからパソコンの前で︑詩

市市内の会社に勤務するかたわら︑

その頃から詩を書き始めました︒

あと︑収録されている21編の詩の

こしました︒言葉がほとばしるよ

山口市が主催する﹃中原中也賞﹄の

に向き合っているそうです︒そん

踏み込むきっかけになったといい

中から﹁いけない﹂を選んで朗読さ

うな詩のスタイルは︑自らの天逝

最終選考に残りました︒この賞の

ました︒そして︑今回の﹃小熊秀雄

︵レポート

加藤恵子︶

ためていきました︒現在は︑四日

講師︶ に通ったりして︑詩を書き

休みのカルチャー講座 ︵荒川洋治

ます︒大学を卒業してからは︑夏

れたそうです︒

を惜しんでいるかのようです︒

この賞は北海道生まれの詩人︑

大江さんの第一詩集﹃道の絵﹄︵私

選考委昌も激賞

な大江麻衣さんお勧めの詩の二歳

小熊秀雄を顕彰するため︑旭川市
が創設した文学賞です︒
小熊秀雄は︑1901年に小樽

で生まれました︒サハリンの小学

潮﹄7月号に詩作品12編が掲載され

審査員のひとり高橋源一郎氏の紹

大江麻衣さん

﹁大入道の首﹂を鑑昌してください︒

SporklingPersoncl町輝くひと
介により︑2010年文芸誌 ﹃新

せもの﹄ ︵紫陽社刊・2012年︶

詩集「にせもの」で
回『小熊秀雄賞』を受賞

第48
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●

●

●

●

●

●

●

大入道の首

●
●
●

●

●

やがて︑市の価値を感じましょうと

●

四日市市立図書館⁝近銭四日市駅下卑

●

●

ありがたみを僅じろ時期になっている

●

南へ二〇〇メートル

名古屋市鶴貴図書館⁝1R鶴舞下車

図書館までの道を舐めるように歩きなさいと市が強要する

●

●

●

●

四日市の近鉄とーエKはバス停ひとつ分触れていて︑歩くのは無謀

市ではなく
ぜんそく

だった

それまで︑四日市︑のあとに繋がる単語は

昔は諏訪が中lCで︑市役所あたりに色があった

1R付近は買い物する場所もなく︑ただバスを待つ

﹁四日市市﹂ ︵負けた⁝︶

●

●
●
●
●
●
●
●

●

絵が描かれたコンビナートが

●

●

ーエK付近には色が無い

大入道の頭みたいに並んでいる

●

今は歩いているうちに景色が消えていく道である

ひとつの町が︑少しずつのかたまりになって︑敵れて消えていった

鯨幕柄の着物を干しながら

●

●

市立図書館がせめて近銭に寄り添っていたなら

㊨

⑳

⑳

●

●

●

●

●

●

桑名市立図書館⁝1R／近鉄桑名駅より徒歩六分

●

徒歩十二分

『にせもの』は第二詩集。

●

㊨ 2009年）。

●

1983年 四日市市生まれ。

●

㊨ 大う工麻衣（おおえ まい）

汐見となが餅を並べると︑大入道になる

㊨

わたしの頭ももう少しまともだった

●

●

㊨

見た目はど伸びない餅を二十七年間馨りながら
ここで頭がよくなるには︑と目論んでいる

●

﹁四日市々﹂

と書いている若い人をもう見ない

﹁四日市々﹂と書いた時代
四日市とおなじなのだから︑市は々⁝

と大手を纏って歩いていた

津なんて遠いと︑偉そうに

2012年08月刊

●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
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詩集に『道の絵』（私家版・

㊨

『にせもの』紫陽社

●

短 歌︵きらら歌会︶
形岡

トミ

陣取りのごとく銭首︑杉苔のみどりはびこ
る霜おく庭に

足腰の萎えても枚に頼らぬと摺り足で行
くカンナ咲く埴

朝鏡つやのとげしき前髪を水に濡らして
手桶にまとむ

連載の女の行方気になりて外灯の下にタ
刊ひろぐ

鈴木 利子

花筏浮かべてゆたに疏水ゆきその宙に舞
ふいくつ花びら

散り敷ける桜花びら冷たくてタベこころ
の少しとがれり

母ぢやの忌近し岡の名が好きで花咲けば

寄るへその緒観音
中山トン子

舞ひ上がりあるいは流れ風なかの光の欠
片となれりさくらは

芽柳の緑が風に揺るる日を人は水田の泥
に塗るる

佐保姫の袖振りゆける山肌のうすくれな
あやあかやしほの花

縁側の尻にひろげし漬け梅を月の光にゆ

FAXO59・321・9567

TEL059・322−5778

南天の白き花毅散り敷きてしたたかに降

る六月の雨

だねて眠る
さらら歌会はコスモス短歌会の四日市勉強

会です︒僅か四人ですが︑月一回︑各自五首
ずつ持ち寄り︑上下関係抜きでじっくり歌の

批評を交わし合います︒旧人のキャリアと新

人の感性が互いに良い刺激となり︑慣れによ
る自分の歌の弛みを矯正してくれます︒

今回は歌会とは別に︑自分の好きな自分の

︵高井睦朗︶

歌を各自四首ずつ出しました︒ご一覧いただ

ければ光栄です︒

四日市市三滝台四丁目8番地6

〒512−0933

中空を声こぼしつつ渡り行く白鷺ありて
寒き日が募る

蜘蛛の巣にかかりてもがく規蝶ゆふべ遠
雷徐々に近づく
走り根に足をとられて転びたりああ恐い

これが逢魔が時か

高井 睦朗

ゆるやかに町川ながれ花ながれ漁るる花
のあひに花散る

く・・・・・パッションひろば・・・‥〉

遺言・相続・後見・介獲事業史扱 宇佐美行政書士事務所

○

意匠を考案した第一人者︒15歳か

法転﹂ ︵ろっぼうころび︶ などの

技法で﹁後光組﹂︵ごこうぐみ︶﹁六

黒田之男さんは伝統工法の組子

姫路城である︒

間2年に及んだという名古屋城や

位の木片を組み合わせた総制作期

ズの作品で10万個以上ものミリ単

だいたのは︑襖4枚分の大型サイ

統工芸の講師などもされている︒

高学年︵5・6年生︶を対象に伝

ぽきんみえに出向いて86名の小学

ている︒

で47年間︑2代目として仕事をし

絵の具の濃淡で立体感を表現でき

を表現している︒絵で描く場合は

陰影をつけて︑見事に城の立体感

これらの城の作品は城の白壁に

ない温厚な人柄がとても魅力的で

の受賞歴をお持ちであるが︑飾ら

れて︑この他にも数えきれない数

示会においては常に上位入賞をさ

工﹂労働大臣賞︑全国建具作品展

春勲章黄綬褒章授章︑﹁現代の名

また︑受賞歴も数多く平成17年

ら5年間︑他店で建具の修行を積

黒田さんは︑特に﹁組子物﹂を

るが︑木片自体の色で立体感を出

あ
る
︒

て︑センサーが反応すると美しい

そして組子物をさらに進化させ

を目指しており︑仕事については

ん︒﹂と謙虚な気持ちで生涯現役

で納得いく作品に出会えていませ

み20歳からこの ﹁指勘建具工芸﹂

得意としている︒﹁組子﹂ とは︑

すため︑かなり難易度の高い作品

か1・5ミリの木片に切り分け︑

模様がベルトコンベアーのように

妥協なしのまさに職人気質の活躍

黒田さんは﹁まだまだ自分自身

釘を使わずに切り込みやほぞ︵木

回転する組子物も黒田さんの考案

のことで︑1本の材木からわず

材を接合するための突起︶を施し

︵レポート 森 次男︶

は今後も続きそうである︒

しないので緻密な計算が必要との

ズがわずかでも違っていると回転

この作品は突起部の間隔のサイ

したものである︒

て組み合わせることにより意匠

︵模様︶ を作り出している建具の
ことを組子物というそうだ︒

訪問したときにまず見せていた

ことである︒この組子物は顔料と

染め粉で着色されているので︑回
転するとさらに色が鮮やかに変化

して︑立体型の万華鏡のように見
えて大変美しい作品である︒

黒田さんはこの﹁組子建具﹂と
いう伝統工芸を広げるため︑様々
なところでワークショップを開い

ている︒今年の7月には四日市じ

11

障子や欄間の囲いと上下桟の間に

想田之男さん
手のぬくもりが伝わる伝統工芸

といえそうだ︒

指勘建具工芸

縦横に組み合わされた細かい木片

四日市地域 まちかど博物館めぐり

ハーモニカ振興会認定指導員

の資格を持つ藤井弘さんが仲間
を募ってハーモニカ・モニカーズ

を結成したのは平成20年︑5年前

のことである︒退職後︑健康のた
めにと始めたのがハーモニカで

あった︒その音色に誘われ多くの

仲間が集まった︒会の名称は圧倒
的に女性メンバーが多いことと︑
﹁ハ﹂＝歯が抜けてもハーモニカ

︵女神︶

〝モニカーズ″

と親しんでいきたい︑その両方か
らモニカ

に決めたという︒

訪問レポート

うの腹式呼吸により血行が良くな

ついて伺った︒﹁まず︑吹く・吸

のものです︒もう一つは重さが

ます︒まさにミニオーケストラそ

音色で聴く人を元気にしてくれ

藤井さんにハーモニカの魅力に

り内臓が強

160g︑長さ16mと軽量でコン

傍ら郷愁を誘う音に魅せられ入会

した人︒親の介護に明け暮れてい

た頃病室で聴いたハーモニカに心

を慰められ︑その後始めた人︒理

由は様々だが生き生きと演奏され

ている︒そして皆さんこの会の﹁人

の輪﹂が好きだとおっしゃる︒

れますし︑

を癒してく

の音色は心

ハーモニカ

ハーサルが行われていた︒メン

は芸術文化祭出演に向けてのリ

いる︒なやプラザを訪問した日

福祉施設等での演奏活動も行って

え︑それ以外に年十数回病院︑

かったという︒第一線を離れ︑幼

ハーモニカを手にしたことがな

校以来この会に入るまで一度も

たち︒その多くが小学校や中学

るのだろう︒

出のアルバムをそっと開かせてい

人の心のドアをノックして︑思い

モニカーズは今日も何処かで聴く

する人︑微笑む人︒ハーモニカ・

しい昔を連れてくる︒その昔に涙

ハーモニカの音色は何故か懐か

息づかいの

バーは御年91歳の大野さんを頭に

定期演奏会もすでに5回を数

変化によっ

80代︑70代︑60代と︑今の日本を

会したいと考えた人︒会社経営の

︵レポート 石塚眞木︶
て作り出さ

創り支えてきた勇士︑そして女神

いころに習った懐かしい楽器と再

れる力強い

ます︒次に

化され︑脳

藤井弘さん

パクト︒どこへでも持って行って

代表

の活性化に

ハーモニカ・
モ＝カーズ

演奏できます︒﹂

小さな楽器に思いを込めて

もつながり

∴、∴．、・
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︵
一
般
の
部
︶
伊藤桂一呂・・・現代詩
佐脇 昭子︵四日市市︶

︻短 歌︼
四日市市長賞

前田千鶴子︵四日市市︶
四日市市議会議長賞

渾野 泰子︵四日市市︶
四日市市教育委員会賞

山口 千種︵鈴鹿市︶
四日市市文化まちづくり財団昌

辻田 玲子︵四日市市︶
四日市市文化協会昌

平井美保子︵四日市市︶
CTY昌

小寺 朋子︵いなべ市︶

︻俳 句︼
四日市市長賞

中村 洋子︵鳥羽市︶
四日市市議会議長賞

梶田美代子︵四日市市︶

四日市市教育委員会昌

中村 適意︵四日市市︶
四日市市文化まちづくり財団賞

鏡 秀美︵四日市市︶
四日市市文化協会賞
吉田きみ子︵四日市市︶
CTY賞

上村えつみ︵伊勢市︶

︻川 柳︼
四日市市長賞

樋口 仁︵四日市市︶
四日市市議会議長賞

︻現 代 詩︼
四日市市長昌

桂 かおり︵亀山市︶
四日市市議会議長賞

藤沢 徳人︵四日市市︶
四日市市教育委員会賞

岩谷 隆司︵亀山市︶
四日市市文化まちづくり財団賞

やまぎり葡︵四日市市︶

四日市市文化協会賞

岩田 安祐︵桑名市︶
CTY賞

深谷 孝夫︵鈴鹿市︶

︻連 句︼
四日市市長賞

西尾 泰一︵四日市市︶
四日市市議会議長

山中 悦子︵鈴鹿市︶貿
四日市市教育委員会昌

坂 和美︵四日市市︶
四日市市文化まちづくり財団賞

中北ひろみ︵伊勢市︶

山路さかえ︵四日市市︶

四日市市教育委員会賞

四日市市文化協会賞

し
た
︒

妙︵四日市市︶
※l股の部の佳作はお名前を省略しま

坂

CTY賞

市川 雄二︵四日市市︶

山本 書録︵いなべ市︶
四日市市文化まちづくり財団賞

梶 泰栄︵四日市市︶
四日市市文化協会賞

相馬まゆみ︵亀山市︶
CTY賞

住田勢津子︵愛西市︶

︵小・中学生の部︶
秀

賞

︻短 歌﹈
優

松井 事大︵桜中︶伊藤 ねね︵葺田中︶
服部 茄子︵桜中︶
奨

励

凛咲︵桜中︶荒木 美佑︵冨田中︶
采純︵橋北中︶久保 千晴︵濯中︶
簡︵塩浜中︶田中大二朗︵橋北中︶
健太︵冨田中︶岡山 大起︵桜中︶
舞夕︵漕中︶小住 そら︵西陸中︶
利票︵西陸中︶

賞

CTY業 竹内 伶票︵西陸中︶

田川
中川
原口
伊藤
大貫
竹内
秀

賞

﹇俳 句﹈
優

渡辺 由菓︵八郷小︶川村 亮介︵海蔵小︶
大西優里粟︵桜中︶
奨

励

賞

CTY実 益川 七海︵橋北中︶

賞

柳﹈

鈴木紗也黒︵橋北中︶磯和 朕希︵橋北中︶
西澤 幸苗︵中部中︶韻石 渡輝︵八郷小︶
榎本 空海︵下野小︶上村かれん︵海蔵小︶
岩根 尚汰︵羽津中︶黒田 雅員︵楠中︶
羽場 千晶︵西陸中︶渡部由梨奈︵桜中︶
秀

﹇川
優

森岡 柚衣︵海蔵小︶藤田 拓海︵八郷小︶
藤田 陸生︵八郷小︶掘田 遥︵三重平中︶
伊藤 響希︵三重平中︶山下 華奏︵八郷小︶
奨

励

賞

CTY賞 田垣 玲葉︵桜台小︶

森咲 夕美︵八郷小︶山本 干景︵日永小︶
杉野 詩莱︵ハ風中︶松岡 勇汰︵八郷小︶
田中栄一︵八郷小︶上野 朱理︵海蔵小︶

秀

賞

中山 香媛︵海蔵小︶大山 泉︶︵海蔵小︶
島田 渚︵三重平中︶西井 詩織︵山手中︶
﹇現 代 詩
﹈
優

大賀︵橋北中︶北川 碧人︵橋北中︶
尭一︵橋北中︶小林 百円大︵橋北中︶
りこ︵橋北中︶上林 勇翔︵橋北中︶

賞

庄司 志織︵橋北中︶益川 責斗︵橋北中︶
杉野 詩莱︵ハ風中︶
山原 瑠風︵常磐中︶
CTY賞

奨 励

後藤
村山
吾妻

︵レポート西村邦彦︶
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の中に入り込んで風と鳥と戯れる
ような気分になり︑夢の世界に導

かれる作品でした︒

最後は石井バレエの﹁くるみ割

り人形﹂からのおなじみの曲に観

が続いた13日﹁第9回目を迎えた
ら﹁パ・ド・カトル﹂﹁パ・ド・

事が出来ました︒﹁白鳥の湖﹂ か

ラシックバレエの楽しさを味わう

美しきを楽しむ挙ができました︒

ンテ﹂では大人のアンサンブルの

ました︒そして﹁ダンス・ブリラ

客のみなさまからの拍手が送られ

四日市洋舞フェスティバル﹂が四
トロワ﹂の曲にのせて︑美しい踊

10月というのに夏のような暑さ

日市市文化会館第1ホールにて開
りが披露されました︒

出し︑活気あふれる楽しい舞台

れぞれの団体が独自のカラーを

によるパフォーマンスです︒そ

バレエ・モダンダンスの5団体

市内で活動する︑クラシック

セージのこもった魅力的な舞台で

か懐かしいような︑いろんなメッ

議の国に迷い込んだような何故

子先生のモダンダンスです︒不思

サプライズを届けて下さる玉田弘

続いては︑いつも観客の皆様に

さらに広く知っていただけるので

性化していけたら︑市民の皆様に

にももっと加入していただき︑活

には︑市内在住のバレエ団体の方

来ました︒今後のフェスティバル

ひと時を過ごしていただく事が出

ダンスファンのみなさまに楽しい

ジナル性に磨きがかかり︑幅広い

今回もそれぞれスタジオのオリ

催されました︒

となりました︒

し
た
︒

さんも加

越智友則

を始め︑

マハさん

場で始まりました︒相手役のソロ

子さんを擁する越智バレエ団の登

の大きい生徒たちのソロヴァリ

幸せをうたいあげました︒後半

最後に全員でバレエを踊る喜びと

次々と途切れる事なく踊り続け︑

年生迄の小さなバレリーナ達が

ルシオール﹂より光︑幼児から5

3曲目は小原バレエの﹁エクセ

たな気持ちが︑心地よい風に吹か

また頑張りましょう！﹂そんな新

です︒﹁よーし︑次回は第10回︑

季節がきっぱりと変わる年のよう

秋風が吹いていました︒今年は︑

ると︑昼間とうって変って冷たい

公演が終わりほっとして外に出

まず最初に︑名プリマ越智久美

わり厚み

エーションへと続き︑未来を感じ

はと期待します︒

のあるバ

協力ありがとうございました︒

文化協会のみなさま︑ご支援ご

れて沸いてくるのでした︒

4番目は宇治原光舞踊研究所に

させられる作品でした︒
らではの

よる〝スケッチ〟〝風に立つ〟絵

レエ団な

演技にク

14

た︒この写真展に合わせて︑主管
のフォト十彩も大判サイズのネイ

第46回民踊民舞発表会

︵光展︶中部展

第48回日本光画会写真展

四日市市文化協会
後援イベント

しており︑市民のみなさんに楽し

日時 日月16日︵土︶ 10時30分開演

チャーフォトを50〜70点ほど展示

んでいただいております︒

市民芸術文化祭行事として︑毎
リー﹁十彩﹂で写真展を開催され

2002年に地元の写真ギャラ

日市市在住の写真家山下茂樹氏が

℡059・353・7860︵内田︶

入場料 無料

主催 翠穂会

内容 民踊舞踊の発表会

主催 日本光画会支部

内容 全国公募写真三〇〇枚の展示

会場 市文化会館第一展示室

日時 2月20日︵木︶〜23日︵日︶

年6月〜7月に四日市市博物館に

た時︑透明感があって色彩豊かな

四日市市文化会館第2ホール

て開催しています︒展示作品は︑
写真に魅了された地元の人たちの

民諌愛好会和発表会

会場

市民のみなさんからデジタル写
要望があり︑写真教室として﹁フォ

日時 日月24日︵日︶ 13時開演

風景写真﹁フォト十彩﹂は︑四

真の作品を公募して︑写真家山下
ト十彩﹂が誕生しました︒

上級向けのセミナーも好評で︑回

同時開催の写真家による初級から

展示作品を選んでおります︒また

人撮影や撮影会の作品を持ち寄

写真の勉強会を行っています︒個

山下茂樹氏を中心にしてデジタル

会は主宰アサイミカ氏︑顧問の

入場料 無料

主催 民謡愛好会和︵なごみ︶

内容 民謡の発表会

会場 本町プラザ

会場 川越町総合センター

日時 3月9日︵臼︶ 13時30分開演

第2回演奏会

女声合唱 LuCe

℡059・387・6259 ︵中西︶

入場料 無料

9時〜17時

茂樹氏およびアサイミカ氏により

を重ねる毎に写真のレベルがあ

℡059・397・5065︵飯田︶

関心流日本興道吟藷会

入場料 800円

主催 女声合唱 LUCe

内容 女声合唱の発表会

あいあいホール

り︑パソコンに取り込んで撮り方

三重県本部創立40周年記念

℡059・336・2866︵古村︶

会の主な活動は︑年1回の四日

日時 12月1日︵日︶ 9時40分開演

全国吟詩大会

︒
す

市市博物館で開く写真展︑富士山

会場

を撮り続けている山下茂樹氏と会

の基本やレタッチを学んでいま

がってきているようです︒

当初
の応募

は少数

＼

員有志の﹁山下茂樹と仲間たち富

内容 吟剣詩舞の大会

ーV

までは

士山展﹂を京都で毎年︑開いてい

主催 関心流日本興道吟詩会三重県本部

ヽ

でした
︑︑ヽ

1 0 0

ます︒文化協会会員歴10年です︒

カ

点をは

﹁フォト十彩﹂会長 塩海 渡

℡059・365・4091︵辻︶

入場料 無料

四日市市文化会館第2ホール

るかに

超えて
きまし
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リレーエッセイ⁚⁚
平成18年6月24日︵土︶から月2

回︑午前は子供︑午後は大人を対
象に﹁羽衣を謡おうかい﹂のタイト

ルで︑計7回の初心者講座を四日
市能楽連盟で企画︒4月初には受
講者募集のチラシを市内に配布し︑

水谷 達

我が国の長い歴史の中で︑人々に受け

理事長つぶやき
かりでは飽きてしまう︒ほかにも
継がれてきた日本の伝統文化は︑未来つ

が子どもは1時間も謡いの練習ば

興味を引くような講座を盛り込む

まり私たちの子孫にも受継いでいく必要

編集後記

●庭のしだれもみじが階段のなかほど

きている︒木々の緑と真っ赤に咲いてい

にまで伸び︑鉢花に届きそうに垂れて

の庭が目に入ってきた︒雑壷もなく苔

る花々に満足げに眺めていると︑お隣

い等の理由で敬遠されているのが現実で

いつも魅せられている︒しかしお隣の人

違いで︑本当は人見知りで︑小心者で

させていただきました︒見た目とは大

●編集委員に加わり︑二度目の取材を

たのでしょうか︒︵石谷︶

た︒これって少々宇宙的感覚になってき

にか責任のようなものを感じてきまし

は我家の庭はどう思っているのかな？な

も育ち︑整然と行き届いた日本庭園に

庁の補助を受け︑本年度は﹁華道﹂・﹁茶道﹂・

増やしていきたいと考え︑このたび文化

伝統文化について理解・体験する機会を

そこで︑日本の素晴らしさを誇りに思う

るはずです︒

我が国の伝統文化は益々重要になってく

す︒グローバルな社会になればなるほど︑

があります︒しかし︑受験に関係がな

ように﹂との注文がついた︒

連盟の仲間に相談を持ちかけ︑

﹁聯子の楽器︵笛︑小鼓︑大鼓︑太鼓︶

の解説や体験﹂と﹁着付けや仕舞の

観賞﹂を日替りで行う講座に組み

員7名が講師となり︑手作りの教

換え︑19名が応募してくれた︒会

材や手持ちの用具での講座であった

が︑子供も大人も楽器に触れたり

鳴らしたりと喜んでくれた︒

代表 志水雅明

新聞や市広報でも関連記事が取り

111人のドラマとその横

﹁書道﹂・﹁筆曲﹂・﹁日本舞踊﹂・﹁固着﹂・﹁民

「〇〇人のドラマとその

上げられた︒ところが5月29日起

年1月、『四日市の礎

﹁羽衣﹂ の謡いの練習には︑横

横顔」を付す予定です。

案者の赤井会長が急病で入院︑絶

業の一環として平成21

回取材させていただく方に恵まれ︑いつ

取材の度に緊張しています︒しかし毎

しか緊張感もほぐれ︑この人たちを少

数に応じてサブタイトル

対安静の状況となってしまった︒

市制111周年記念事

謡﹂・﹁大正琴﹂・﹁和太鼓﹂の9ジャンルで︑

しでも多くの読者に知ってほしいという

最終的にまとめられた人

大人の受講申込者はすでに10名

発行準備中！

書きの五線譜に置き換えた副教

﹁キッズ伝統文化体験教室﹂を開講する

気持ちが強くなり︑レイアウト作業も

彰しようとするものです。

亨︵編集忘︶
英子・石塚 眞木・井上 宇助・
恵子・河合 久美甫・中西 まさ子・
邦彦・久安 典之・藤井 聖子・

●印刷所 水九印刷株式会社

●デザイン・レイアウト 高田 教

m・剛 ‖ 〇五九−三五一−三七二九

〒五一〇・〇〇五七 四日市市昌栄町二一−一〇

●発行所 四日市市文化協会

森 次男

石井
石谷
加藤
西村

●編 集 パッション編集部

●発行人 水谷 達

●発 行 平成25年日月15日

パッション 蔓ち

無意識のうちに力が入っています︒︵森︶

ことになりました︒是非ともお気軽に

ホームページをご覧下さい︒

受講していただければ幸いです︒詳細は

最後になりましたが︑当協会顧問の佐々

日市の礎』第2集を
発行すべく目下準備中
です。その趣旨は、四
日市出身者、四日市在
学・在勤者など四日市
ゆかりの人々で、有名

を超えているが︑間際になっても子

第2集

本を手作りして使用し︑音程が

解り易いと好評で︑国を重ねるご
とにうまく謡えるようになり︑9
月17日の市民文化フェスティバルに︑

毎月1回提出の文化庁への報告書︑

木龍夫氏が去る7月29日に長逝されま

全員参加で立派に発表会を行った︒

特に費用請求では︑何回か差し戻

（文学・美術・音楽・政

した︒ここにご冥福を心よりお祈り申し

治経済など）をも問わ
ず、四日市の発展に寄
与された人々（主に故
人）をA5版見開き2
頁で一人づつ紹介、顕

され︑支給額を減らされたのは残

業の一環として来夏、『四

供はさっぱり応募がない︒学童保育

無名を問わず、また分野

上げます︒

そこで今回は、文化協
会創立20周年記念事

念でした︒

きました。

を行っている﹁四日市まんなか子ど

手作り講座の苦労話 加藤鼻爺
民の方より好評の声を頂

も劇場﹂へ勧誘に出かける︒責任者

の方が興味を持ってくれ﹁協力する

『四日市の礎』

顔』を発行し、多くの市
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