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−洋画家 近藤麻美さん

心を揺さぶるものを目指していきたい

輝くひと 水面から感じ取った思いを描画する

FLASH
漫画家 矢田恵梨子さん

誌名の「パッション』は
燃えるような 情熱 の意味です。

ぜ

元気な四日市が好きリ

ー股社団法人

四日市市文化協会

まちづくり」をコンセプトにしている。加

賀百万石の藩主が文化を奨励したことに始
まる。美しく歴史のある街並、加賀友禅や
九谷焼など沢山の工芸品が金沢の伝統文化
を体現している。

京都も世界文化遺産に溢れる日本を代表
する 文化都市 である。歴史のある街並、

寺社仏閣、鴨川の散歩道、美術工芸品、舞

妓さん、京料理、京ことば、などなど。

記憶の蓄積が街のイメージを作ると言われるが、正に、記憶に残る物が

無い街は無機質であり、文化が感じられない。街とは記憶の蓄積そのもの
である。

そもそも文化とはなにか？文化とは、人間が自然に手を加えて形成して

きた成果のことと言われている。衣食住をはじめ、技術、学問、芸術、道
徳、宗教など、人間が作り出したものである。

産はほとんど残っていない。元々、城下町である津や桑名、松坂に比べて
商業都市四日市は歴史、文化の蓄積は少ない。記憶の蓄積が無い街である。

しかし、街を歩くと駅前広場や道路沿いに小さなブロンズ像が置かれてい
て、心和む空間となっている。そして、もっと芸術や緑で街を豊かなもの

にしたらと考える。文化に溢れ、縁に溢れる四日市なら、住み人も訪れる
人も楽しく豊かになれる。

北海道、釧路の幣舞橋という橋がある。この橋には佐藤忠良など有名作
家によるブロンズ像（四季の像）が4体立並び、釧路のランドマークになっ
ている。美川憲一の「釧路の夜」にも唄われている。

四日市の「相生橋」も折角なら四日市のランドマークにならないものだ

ろうか。人が集い、愛される街のランドマークがあり、芸術や文化や緑に

溢れる街、四日市を望みたい。
四日市市文化協会は四日市の文化を支える大切な人々の集まりであり、

今後ますますのご活躍ご発展を心からお祈りする次第であります。

九鬼肥料工業㈱ 代表取締役 九鬼 十三男

さて、我が街四日市はどうであろうか？戦火で街並を焼失し、歴史的遺

文化溢れる街︑四日市に！

金沢は 文化都市 と言われ、「文化で

弟JJ∠bノ′
巻頭によせて

文化溢れる街、四日市に！
九鬼肥料工業（株）代表取締役 九鬼 十三男
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「パッションひろば」では、文化協会の活動報告を中心に、
協会主催催事のレポートなどをご紹介します。

四日市市文化協会に関するお問い合わせや、
入会のお申し込みは、下記へご連絡ください。
〒510−0057
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TEL・FAX O59−35l−3729
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2011年東北訪問 北仙台教会

9月日日の﹁東北訪問直前コンサート﹂を2ケ

月後に控えた聖歌隊を訪問しました︒

練習曲の美しいハーモニーが流れる中︑顧問

の原愛子先生と郡長の水越由佳子さんからお話
を伺いました︒

この聖歌隊は1992年に発足し︑﹁奉

仕の心で歌う﹂をモットーに医療センターや

老人福祉施設へ訪問し︑平和や愛のメッセー

ジを伝えるためのコンサートを学校行事も含

めて一年間に15回ほど開いています︒

2011年のクリスマスからは︑東日本

大震災の被災地を訪問したことをきっかけに

して︑被災地の方々との交流など︑被災地支

援活動を継続的に行っています︒

震災直後︑聖歌隊のみなさんは四日市市内

でチャリティ・ストリートコンサートを通し

て募金活動を行っていました︒

歌で現地の人々を励ましたいという聖歌

隊部員の思いを受け︑それが実現するよう

にNPO団体の方が動いてくだきり︑チャ

リティーコンサートを行っては？と提案を

していただきました︒そして︑震災の年の

2011年のクリスマスに宮城県内でチャ

リティコンサートを行いました︒

コンサート当日は︑四日市を午後3時にバ

スで出発し︑仙台市に到着するのは翌日の朝

6時という︑大変な強行スケジュールをこな
されました︒

現地に滞在するのは2日間で︑教会︑仮設

住宅︑老人施設などを巡りました︒

コンサートでは﹁上を向いて歩こう﹂︑﹁ふ

るさと﹂︑﹁君は愛されるために生まれた﹂な
ど10曲ほど披露されました︒

歌の途中で涙を流される方たちもみえ︑被

災地の方たちを励ますつもりが︑現地のみな

さんからは︑逆に﹁がんばって！﹂と励まされ︑

感動されたそうです︒

現地では歌を歌うだけではなく︑﹁自分た

ちにできることをしたい﹂との想いと︑義務

的な慰問にならないように︑ふれあいと交流

の時間も大切にされました︒具体的には︑お

茶や四日市の名菓を用意して︑高齢者の方の

お話を聞いたり︑練習を重ねてきたバルーン

アート作りで︑子どもたちとも交流も深めて

います︒

現在は︑9月の仙台市︑女川町での再会を

楽しみに︑そこで披露する歌の練習に励んで
います︒

お話を伺う中で︑この聖歌隊のボランティ

ア活動をひとりでも多くのみなさんに知って

いただき︑地域とともに被災地支援活動の輪

が広がることを願わずにはいられません︒

この被災地支援活動活動をしていく中で︑

自分の進路を決められたという卒業生もみえ

ます︒その卒業生の逝谷和奏さんからもメッ

セージをいただきましたのでご紹介します︒

︵レポート 森 次男︶

の︑歌への気持ちの込め方への変化にも繋が

〜 わ 〜

東日本大震災支援ボランティアに
りました︒

しています︒

は︑今の自分の生活に直結していると実感

について学んでいます︒四年前に得た経験

大学に入学し︑幅広い視点でボランティア

現産は︑国際協力活動にカを入れている

た方々への募金活動も行いました︒

立し︑その活動を通じて︑現地で関わりを持っ

生の時に︑中高生を主体とする学生団体を設

と関わる活動に興味を持った私は︑高校一年

交流する機会もありました︒このように︑人

います︒l昨年には女川の万々が三重に来て︑

今でも手紙やビデオを通じての交流が続いて

のは︑2︑3時間という短い時間でしたが︑

きました︒私たちが現地の万々と交流できた

に︑人と人との﹁縁﹂の意味の大きさに気づ

私はこのボランティアへの参加をきっかけ

参加して

漉谷和奏

私は四年前の冬︑東日本大震災復興支援ボ
ランティアに参加しました︒当時私は中学三

卑生で︑聖歌隊の副部長として準備段階から
この活動に深く関わっていたこともあり︑こ

の経験は今でも昨日のことのように覚えてい
ます︒

準備段階で私は︑聖歌隊として東北に行っ

2011年東北訪問、女川町特別養護老人ホームおながわにて

て何ができるか︑としっかり考えることを常

に心に留めていました︒軽々しい気特で行っ

りが感じることが出来ました︒歌う側も聴く

にあてて頂いたのですが︑私たちの歌と︑聴

そんな中︑私たちなりの支援の形にメン

例も自然に涙が溢れ︑言葉によらない気持ち

て︑被災地の方々を傷つけてしまってはいけ

バーが気づけたのは︑最初に訪問した宮城県

の共有をすることが出来ました︒歌にこのよ

いてくださる万々との︑言葉に表せない結び

の教会でした︒現地に到着した日はちょうど

うなカがあるとは︑その時まで思ってもみな

ない︒でもどのように︑と現地に到着するま

クリスマスの日で︑多くの方々が教会に集ま

かったので︑大きな驚きであったとともに︑

つき︑l体感というものを︑その時一人ひと

り︑特別なクリスマスミサが開かれていまし

その後地元で介護施設を訪問したりする際

でずっと考えていました︒

た︒そのミサの一部を︑聖歌隊のコンサート

2011年東北訪問、仙台市宮城野区扇町1丁目公園仮設住宅集会所にて

第64回四日市市民芸術文化祭 キッズ・ド
リーム・コンサートー第25回記念﹁年にい

には感動しました︒

○若い人たちの迫力と子どもたちの熱唱ぶり

とする熱意が伝わってきます︒

○子どもたちの︑一生懸命私たちに伝えよう

し魅せられました︒

○年令差のある子どもたちの演奏演技に感動

年に四日市市から﹁四日市市民文化奨励賞﹂

がんばり1番賞︵2010︶を受賞︒2010

付賞︵2008︶︑審査員特別賞︵2009︶︑

2005︶︑スマイル賞︵2006︶︑基本振

タ﹂で優秀賞︵2003︶︑個人賞︵2003・

通じて交流︒大四日市まつり﹁おどりフェス

〈TEL／FAX：059，322−6722（携帯電話09079938−5249）、メール：yie4rcti＠mbcIy−ne†ne．lP〉

を︑2011年には三重県から﹁三重県文化

下記内容をお知らせください。
1．名前 2．小学校名と学年 3．電話番号 4．郵便が届く住所
5．説明会出席希望日【11月21日（土）または22日（日）】をお知らせください。●メ切10月30日（金）

○シンプルな楽器でこれだけの音楽を創り出

★申し込み：キッズ・ドリーム・コンサート事務局 白井良昭（しらいよしあき）へ

賞 文化奨励賞﹂をいただいています︒

（練習場所：高角練習場（四日市市高角町2845【近鉄高角駅より徒歩1分】）、後半は日永小学校

せるのがいつも驚きと感動でいっぱいになり

三…≡三童子三三≡三三三二≡三三

ます︒

♪練習日：12月5日（土）から毎週土曜14時〜15時に、本番まで10回練習

○コーラス︑楽器︑ミュージカルと多様にわ
たり楽しめ︑とてもよかったです︒

キッズ・ドリーム・コンサートの中心となっ

♪説明会：11月21日（土）18時〜17時または、22日（日）10時〜11時（保護者の出席が必要）

白井 良昭
一般公募の子どもたちと「四日市市歌」などを演奏（2015222匹旧市市文化会館第1ホール）

ちどのこんさーと﹂−は2015年2月22

♪内 容：第1部「アナと雪の女王」より「生まれてはじめて」、「スーパーマリオブラザーズ」より
「水中」（歌詞付歌唱は日本初演）の歌。第2部ミュージカルのオープニングとエンディングに出演。

四日市市文化協会 常務理事

ている﹁四日市ジュニア・アンサンブル﹂ ︵子

ども文化部門︶は︑ひとつの学校を越えた地

本番は2018年2月21日（日）第1ホールです。
♪参加費：無料。ただし、入場券（5′000円分）の販売協力をお願いしています。

キッズ・ドリーム・コンサート事務局
四日市ジュニア・アンサンブル事務局

日に開きました︒ご来場のお客様からの声を

一部紹介します︒

域の子どもたちによる演奏活動を通して︑仲

間の輪を広げ︑生涯にわたって音楽を愛好
する子どもたちが育っていくことをねらい︑
1988年に設立しました︒

これまでに四日市市内・鈴鹿市内の福祉施

設︑市内各地区文化祭︑小学校で演奏︒世
界祝祭博﹁まつり博三重94﹂ ︵1994︶︑み
え県民文化祭︵1995︑2000︶ 出演︒
1998︑2002年には︑日本代表として

日豪音楽親善団に参加︑シドニー・オペラハ

ウスとシドニー市内の小学校等で演奏会開
催と国際交流活動も経験︒2010年8月
﹁カンボジア∴ンヤパンツアー﹂ で演奏︒カ

ンボジアの子どもたちと合同合唱や遊びを

くキッズ・ドリーム・コンサート 一般公募の募集について〉

子どもたちが
成長する
「本物の舞台
づくり体験」
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﹁私は現在︑沖縄の海や川をモチー

く他のテーマに変わっていたかも知

れば︑創作テーマは﹁水面﹂ではな

である︒この大学に進学していなけ

沖縄の海の美しさに魅せられたそう

立芸術大学絵画専攻に入学した時に

近藤さんは高校を卒業後︑沖縄県

な気がする︒

の清らかさ が 作 品 に 現 れているよう

美しさだ︒これには近藤さんの精神

取られるのは生命の神秘と凛々しい

描き続けている︒その作品から感じ

をテーマに海や川など水面の表情を

だいた︒近藤さんは︑﹁揺らめく光﹂

の最新の作品を鑑賞する機会をいた

この3年後の今年7月に近藤さん

あ
る
︒

時の近藤麻美さんのメッセージで

FLASHに登場していただいた

2012年パッション暫弓の

思っています﹂ −

う︑自分の表現を深めていきたいと

水面の持つ美しさを伝えていけるよ

院に進学することになり︑今後も

4月から沖縄県立芸術大学の大学

しています︒

フとして︑﹇水面﹈ をテーマに製作

穆

1

・∵

⑳
額

田
◎

㊥

︑
︑
1

0
母

︑
︑
ト
・

∴
．

母

◎

￠
■

尊
︑
∵

⑳
◎
珍

㊧
⑳

●

⑳

鬱

●

●

J

J

J

●

●

●

J

J

頒

穆

⑩

⑩

⑩

I

︑I
■

く

∵︳

︑●

■

れないという︒

■

︑■∵

︑⁚㌧

せ

▲．申し

2010年︑学生時代の四日市

市立博物館市民ギャラリーでの個展

を皮切りに︑2015年までに27

歳の若さで5回もの個展を開催して
い
る
︒

これは努力家で︑謙虚で︑鋭い美

の感覚を持ち︑何より創作意欲が実

を結んだ結果ではないだろうか︒

また︑これまでに個展以外にも

グループ展を何度も開催している

が︑必ず新しい作品を精力的に描
いている︒

﹁以前に描いた作品をもう一度展

示することに抵抗があるんです︒た

とえ製作期間が長くなっても新しい

作品での個展とグループ展を開いて

います﹂と近藤さんは話す︒

絵を描く事は小さいときから好き

だったそうだが︑子ども時代︑校内

での写生コンテストなどでは︑それ

ほど入賞していないというから意外
である︒

これまでにたくさんの作品を発表

しているが︑ご自身が一番好きな作

品を尋ねると︑三重県総合文化セン

ターで開催された﹁三重の作家たち

2012﹂で発表した水面の作品だ
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描画する
−洋画家近藤麻美さん
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この作品展では三重県の鐸々た
越え︑いまの時代にも必要とされて

からこそ︑近藤さんの作品は個人を

壊され続けるという危機的な時代だ

と熱いエールを贈られた︒

へ進んでいってほしいと思います﹂

が描きたいと思うテーマを信じて前

本質を凝視する精神が内在していま

描写力の中に豊かな想像力と物事の

単なるテクニックだけではない︑

そうである︒

●

る画家たちの作品と並べられ︑学

●

●

す︒テーマに一買性を持ち︑自らの

いるのではと思う︒

今後の抱負は﹁部屋の広さぐらい

生は近藤さんだけというプレッ

眼と腕を頼りに︑表現の真実を追求

翁

のキャンパスに大きな水面を描きた

する彼女の成長を今後も見守りたい

シャノーと戦いながら作品を完成さ

いです﹂と嬉しそうに話された︒そ

●

近藤さんと同じような道を目指し

れたそうだ︒

と思います﹂

大であればそれだけ︑芸術家として

近藤さんのように目指すものが壮

められたが︑それでも迷わず水面を

以外の色々なモチーフも描く事を奨

いただくと﹁私は学生時代に︑水面

﹁近藤麻美さんの絵は︑海の景色

ついてお聞きした︒

健次さんに近藤さんの作品の魅力に

最後に三重県洋画協会会長の田島

精密な写実作品を是非︑鑑賞してい

姿勢を貫き︑透明感と気品を湛える

ている後輩に向けてのメッセージを

のスケールが大きなものになる︒世
テーマに描き続けているので︑自分

ただきたい︒

界は文明化が急速に進み︑自然が破

﹁見たものを見たままに﹂という

の大作を描くのは2年後という︒

穏
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を単に網膜に写った

那覇市／沖縄県立美術館 県民ギャラリー
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2014年「Fresh2014近藤麻美展」

㊧

︵レポート 森 次男︶

●

2012年「−reflectlOn−」

表面的な描き方で終

四日市市立博物館 市民ギャラリー
●

2011年「近藤麻美 個展」
那覇市／沖縄県玉葉術舘 県民ギャラリー

●

わっていない︒海そ

のものに︑ひたむき

に向かい合う︑執拗

な描写力が︑海水の
質や︑味わいさえも
感じさせる力があり
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⑳

命

尊

ます︒また︑彼女の

作品は出身大学であ

うから︑これは実力

●

●近藤麻美プロフィール
1988年三重県生まれ
2012年沖縄県立芸術大学 絵画専攻卒業
2014年沖縄県立芸術大学大学院
造形研究科環境造形専攻 絵画専修終了
2010年「近藤麻美 個展 一水面−」
●

四日市／ギャラリー慧
2012年〜2015年グループ展多数

ブ

る沖縄県立芸術大学

が証明されたのと同

●

㌔

が所蔵しているとい

じ事で︑在学中から

○

も著名な画廊からの

○

出品要請もあり︑洋

●

画界の逸材です︒
●

●

●

●

●
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度会郡／伊勢現代美術詑・第2展示室
2015年「近藤麻美 個展」
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四日市の城跡を歩こう④

采女城跡
綱の会

えるようにした要害の陣地である︒

城は九つの郭からできている︒
三の郭の北側を行くと三〇分ぐら

いで南部丘陵公園に出る︒

井戸の中から聞こえてくる﹂など

と語り継がれている︒

史蹟・旧跡
内部地区︑旧石器時代から︑
七か所の遺跡と互か所の古墳群

東海道が通る内部川対岸に﹁古
市場﹂という地名が残り城下町と

が発掘されている︒また古事記

︵1568︶ に落城︑後藤采女正

日本武尊がこの急な坂道で剣を杖

杖衝坂

采女一里塚跡

な史蹟です︒

や日本書紀にも登場している主

して栄えた︒

在城三百有余年︑連綿と続いた︒

落城と悲話
信長北勢攻めには︑関家︑蒲生

藤勝は︑燃え盛る火のなかで割腹

がわりについてやっと登ったとい

家に味方して戦ったが永禄十一年

し
た
︒

郭の探井戸に身を投げてあとを

各街道に宿駅︑伝馬の制を定

江戸幕府は︑慶長六年︵1601︶

永承二年︵1047︶真言宗長生

成満寺

ようになった︒

うところから︑杖衝坂とよばれる

追った︒

め︑日本橋を起点に︑東三条大橋

千奈美姫も馬上のまま︑一の

﹁心やさしい人には︑時折︑女性

寺として創建︑後藤采女正藤勝が

県下一千余り城跡の中で規模の
大きさと保存状態がよいことで第

一二六里の一里塚を設け︑東海道

後藤家の菩提寺として米田山成満

のすすり泣きや馬のいななきが探

には一二四の一里塚があり︑四日

寺と改称︑真宗高田派に転派した︒

一級の戦国時代の山城である︒丘
陵地︑尾根を利用した放射状連峯

市には︑富田︑三谷︑日永︑采女

そこには自噴井があり︑現在も多

東海道と伊勢街道の分岐点︒

道の分岐点を追分という︒

み自由研究より

四日市市内部東小学校江口紗那さんの夏休

采女城跡保存会・内部郷土史研究会

参考資料及び引用文献

︵取材・文 綱の会 石谷英子︶

くの人がこの湧水を汲みにくる︒

日永追分

の四か所の一里塚がある︒

の平山城である︒
藤原氏を祖先とする後藤伊勢守

基秀は文応元年︵1260︶三重
郡采女郷の地頭職となり采女山に

移住︑采女城を築いた︒
周囲には内部川と足見川が外堀
となっている︒土塁や空堀を巡ら

し︑主部には深井戸を掘って水を

千奈美姫が身を投げた井戸
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縛

四日市市内に住む矢田さんは︑漫

画家を志して京都の大学で漫画を学

んだ︒帰郷後に応募した2012
年の講談社主催のコンテストで優秀
新人賞を受賞し︑テレビ取材を受け

た︒その後︑担当の同世代の女性記
者から︑自身が熱心に取材した四日

市公害のドキュメンタリー番組の放
送を観て欲しいと勧められた︒
﹁それを観て︑ク知らなかった″自分

にショックを受けました︒それまで

公害や環境に一切関心がなかったん
です⁝﹂

四日市という街の激しい影の部分

や︑苦しんで立ち直ってきた強さを

l

l

l

l
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もんなんや・﹂と気付いたという︒
■t■

l■

感じ︑﹁〝青い空〟も与えてもらった

l

薫

己

ミr；

琵

琶

と関わるようになった昨年7月︑公

として通っていたが︑多くの関係者

くようになった︒当初は自身の勉強

早速︑公害関係の講座を聴きに行

漫画家 矢田恵梨子さん≡

害を漫画で表現しようと決意した︒

l

B

璽

蔓

蓼

琵

員

巨

B

恕網謝明

電

竃川W

認椚M仙茫

邑

粥は粥剋

摺糊等

るようになっていったという︒
琶

語和親

B

菱川mM

なって作品にも自然と感情移入でき

距離感が近づき︑他人とは思えなく

ク人として〟 っながるようになると

遺族や地元の人に取材を重ねて

今春︑絵コンテを描き始めた︒

ビュー作となる︶の原稿を仕上げた

ト応募作︒その後入選し商業誌デ

別の漫画︵小学館主催のコンテス

ことに決めた︒

恵を引き取った女の子の日常を描く

ん︒公害訴訟の判決から一か月後に

んそくにより亡くなった谷田尚子さ

主人公は︑わずか九歳で四日市せ

く︑人の感情の動きを描こう！﹂

んだ︒ただ歴史を並べるだけではな

﹁公害は人が引き起こし︑人が苦し

琶
開描郵

葺

藁

藁

矢田恵梨子（26歳）1988年10月8日生まれ

琶

墨

マンガ学部ストリーマンガコースを卒業。

彗

2015年には第76回新人コミック大賞の青年部門

嚢

三重県立四日市西高等学校を経て、京都精華大学

2012年に第67回ちばてつや賞のヤンク部門で、竃

『青空ピア二キスト』が優秀新人賞を受賞（講談社）。竃

で『真夏の電柱少年』が入選受賞し、商業誌デビュー

道

心に届くことを願う︒

んの漫画が︑多くの人の手に届き︑

を目指していきたい﹂と語る矢田さ

﹁人の心に残り︑心を揺さぶるもの

お披露目される予定となっている︒

月26日の四日市公害犠牲者慰霊祭で

この漫画はこの号の発行直前︑9

可能性も感じた︒

そして漫画という表現方法自体の

同時に︑矢田さんの熱意と表現力︑

様々な想いがこみ上げて涙した︒

苦しんだ経験があることもあり︑

人公の遺族と親しく︑小児喘息で

品自体の表現に加え︑私自身が主

制作途中の原稿を拝見した︒作

プロフィール

︵レポート 久安典之︶
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四日市公害を題材にしたマンガの原稿

心を揺さぶるものを
目指していきたい

琵

（小学館）。

近鉄阿倉川駅から歩いて数分︑
1号線沿いの森金属さんの裏手に

﹁かめ・かめ博物館﹂はあります︒
館長の森一知さんに案内してい

ただき︑博物館の扉を開けると
部屋中に亀のコレクション約
5000点がずらりと陳列され

す︒中国に旅行をして︑﹁亀の

気に入りのコレクションを訪ねる

5000点の中で︑一番のお

できたそうです︒

ことで︑コレクションの入り口が

ウミガメ保存会に発展

硯﹂を見つけて買った時︑みんな

見せてくれました︒そして︑6年
前の2009年に︑﹁四日市ウ

ミガメ保存会﹂を自ら立ち上げま
し
た
︒

保存会では︑伊勢湾の清掃作業
を積極的に行って︑100年後
には伊勢湾の海のゴミ1万トンを

ゼロにするという︑壮大な目標を

立てています︒

ベ物を準備して︑最後まで卵を見
守りました︒

森さんは﹁この人と人との繋が

りこそが︑まちづくりです﹂と嬉

しそうに話します︒

森さんはウミガメのためだけ

にこの運動をしている訳ではあ

りません︒本来︑ウミガメの産

予約時確認 要予約

携帯090−5111−0297

電話059−331−8616

四日市市羽津町1−7

写真 森次男︶

︵レポート 多田良隆・

と熱く語ってくださいました︒

繋がりが出来てはしいのですー﹂

この博物館に人が訪れ︑人と人の

増えてほしい︒そして日本中から

き︑森さんと共に活動をする人が

の人にこの博物館に来ていただ

森さんは﹁ひとりでもたくさん

えたかったそうです︒

い所がありますと全国の人に伝

スより︑四日市市にはこんな良

が︑事故や犯罪などの暗いニュー

するので︑迷惑なことなのです

メにとっては人に荒らされたり

卵場所を教えることは︑ウミガ

壁一面に飾られた亀のコレクション

ていました︒

コレクションの幅は広く︑陶器

類︑金属の置物︑各種小物やアク
セサリー︑ぬいぐるみ︑海外の切
手や絵はがきなど︑とにかく亀に

関するグッズが所狭しと並べられ
ています︒
森さんが亀グッズのコレク

コレクションから

と︑中国で購入した美しい指輪を

ションを始めたのは19歳の時で

「かめ・かめ博物館」

から﹁凄い︑凄い﹂と言われて嬉
しくなり︑これがきっかけとなり︑

意識して収集するようになりまし

︒
た

その後︑北京に4年間留学した

昨年︑ウミガメの卵が発見され

くさんの参加者は︑毎日交代で食

日間︑台風が3回来ましたが︑た

しなかったことが功をなして︑34

なかったそうです︒しかし︑膵化

ましたが無精卵だったため醇化し

コレクションのきっかけとなった亀の硯

四日市地域：まちかど博物館めぐり

0

パッションひろば ・・・・〉
く‥‥

rパッションひろば」では、文化協会の活動報告を中心に、協会主催催事のレポートなどをご紹介します。
文芸ひろば
理事長就任ご挨拶／四日市市文化協会役員一覧／総会のご報告
四日市市文化協会文化活動功労賞受賞者のご紹介
朗読「戦争と文学」
四日市2015アート展

第85回四日市市民芸術文化祭

連句のたのしみ
西田 青沙

連句は︑その起源を神話の時代にまで遡ることが

郡部を問かむと誘ふ声のして

それぞれ一旬目を発句︑二旬日を脇︑三旬日を第

三と呼びます︒本来の形式ですと︑この後︑四旬日︑

五旬日と続いてゆきますが︑三つ物の場合はこの三

旬のみで出来るだけ変化に富んだ広い世界を描き

て︑複数の人々が一座を囲んで五七五・七七・五七五

す︒それを︑どこかの島の民宿に泊まる︑赤子を連

市長賞の発句には﹁明石夜泊﹂と前書きがありま

出そうとします︒

と順に繋げてゆき︑正式な場合は百韻︵百句︶です

ひらひらと来て縁先にとまる糸蟻蛤︑そしてその向

れた若夫婦を登場させ︑微笑ましい睦み合いを描い

昨年はその芭蕉の生誕三七〇年に当たり︑四日市

こうの︑広い庭の片隅の歌碑︑それも風変わりな歌

が︑芭蕉の頃からは歌仙︵三十六句︶という形式が

短詩型文学祭では芭蕉の発句︵連句の第一句︶を用

人の残したそれを出して︑けだるい夏の午後のひと

て見せます︒議長賞の作品は︑昼寝の夢かうつつか︑

いた三つ物を募集しましたので︑その入賞作品を例

秋子

考資料がお入り用の方はお送りします︒

直接お越し頂くか︑文化協会の事務所へご連結下さい︒参

という句会をやっています︒興味のおありの方は︑そこへ

●私たちは毎月第二火曜日︑文化会館会議室で北勢達句会

開します︒それが連句の楽しみの一つです︒

とによって思いがけない世界が万華鏡のように展

たストーリーはありません︒次々と付け旬が付くこ

その映画と違って︑御覧のように連句には決まっ

シーンを見るような世界が描かれています︒

こうと誘う声がする︒いずれも僅か三旬で映画の一

くる︒そこへ耶邸という美しい虫の音を聞きに行

め出来る窓︒今はそれが開けてあって月影が洩れて

園︒﹁無想︵双︶窓﹂は福子格子を二重にして開け閉

ときが点綴されます︒教育委員会賞の﹁薬欄﹂は薬

四日市市長賞
蛸壷やはかなき夢を夏の月

十薬匂ふ島の民宿
湯上りの赤子ふはりと受け取って

四日市市議会議長賞

ひやひやと壁をふまへて重森哉
とうすみ摘蛤とまる縁先

風狂の歌人残せし碑のありて
四日市市教育委員会賞

薬欄にいづれの花をくさ枕
夢想窓より洩れる月影

芭蕉翁

に解説します︒

好んで作られてきました︒

できる︑古い文芸です︒短歌や俳句︑川柳などと違っ

彰
子

理事長就任ご挨拶
「第1回 一般社団法人四日市市文化協会定時総会」が6月28日開催され理事長を拝命致しまし
た西川保歳でございます。
長い歴史を持つ当協会が昨年9月に法人化され、新しい組織としての第一歩の時にご指名を頂

き大変戸惑っておりましたが、役員の皆様の応援を頂けるとの事で大役をお引受け致しました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

当協会の大きな柱である市民芸術文化祭は第65回を迎え1年間を通して、展示関係・舞台関
係などの22事業は今年度も悪なく運営されつつあります。また、未来を担う子供たちへの伝統

の文化や芸術を観る事・知る事・体験する事の大切さを伝える活動も続けられています。
参加団体は128団体、16人の個人会員となり協会員数5，000人を超える団体に成長を致しました。

亡き石田克久理事長は「数は力の源である。しかし分散していたのでは大きな力とは成りえない」
とパッション創刊号に書かれています。団体的市民である私達は、個人の結集としてその良さを

発揮し、広い視野に立ち心豊かな地域社会づくりの推進力となるよう文化、芸術を継承し、創造し、発信し、鑑賞することので
きる団体でありたいと考えます。

日頃の活動では練習場や発表の場の不足を感じている団体が数多くあると思われますが、28年度には旧三浜小学校の文化施
設としての活用も具体化し、文化活動の拠点の一つに加えられることになりました。

事業計画にお示し致しました棟にたくさんの課題が横たわっておりますが「市民みんなの文化都市四日市」の一端を担い続け
られる組織を目指して運営していきたいと思います。

今後とも皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして就任のあいさつとさせて頂きます。

一般社団法人四日市市文化協会 理事長 西川保歳

一般社団法人四日市市文化協会新役員一覧
白平成27年4月1日

森

理 事 1．文 芸部門 加藤 恵子
／／ 2．美 術部門 上田 虹月

紀元

西川 保歳

芝田 尚輝
本多 芳昭

至平成28年3月31日

／／

3．邦 楽 部門

杉本干寿子

／／

4．能 楽部門

山家多喜男

（会員交流 会員増強運動担当）

／／

（旧≡浜小学校活用・会員顕彰担当）

／／

（兼事務局長、市民芸術文化祭担当）

／／
／／
／／
／／
／／
／／
／／

花井 高峰 （アート展担当）
宇佐美幸義 （法務担当）
小板 登司 （あさlナ文化祭担当）
笹原 久子 （文化サポート担当）
森
次男※ （パッション担当）
熊本 梨里※ （展示関係の伝統文化普及担当）
佐藤
司※ （舞台関係の伝統文化普及担当）

部門こ西田 良二

ノ／

凸．洋 楽部門：服部

ノ／

7．演

ノ／

常任理事 伊藤 洋史 （事務局担当）
／／ 西田 育沙 （総務、短詩型文学祭担当）
／／ 前田 義文※ （会計責任者）

5．合 唱部門二福田 真美
〟

劇

部門

8．舞踊Ⅰ部門

雨域

内田

／／

9．舞踊］部門

／／

10．舞踊Ⅲ 部門

今村りつ子※

／／

11．洋 舞部門

石井

／／

12．芸 能 部門

田中 千春

／／

13．華 道部門：中川 久香※

／／

14．茶 道部門

剛
仁香

茂雅※

宮本 純子
亨※

中川多葉子※

／ノ

15，生活文化部門

辰谷和寿生※

ノ／

1（）．趣味教養部門

jl＝崎 光子※

／／

17．文化交流部門

／／

18．地域文化部門

瀬川 純）工

服部

了

／／ ／／ 部門 石田 清子

／／ ／／ 部門：広瀬 ￣修

山路 泰洲※

沓掛 和男

※印新任【敬称略・順不同】

（元四日市大学経済学部教授）

／／

19．子ども文化部門

白井 良昭

／／

20．コラボ部門

鈴木 亜樹

ノ／

21．個

人部門

中西まさ子
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平成27年8月28日

第1回一般社団法人四日市市文化協会

定時総会について︵ご報告︶

去る平成二七年六月二八日︑第

一回一般社団法人四日市市文化協
会定時総会が開催されました︒来

第二号議案 平成二七年度の事業
計画案とこれに基づく一般会計予
算案及び第六五回四日市市民芸術

文化祭特別会計予算案承認の件
第三号議案 四日市市文化協会の

一般社団法人への移行承認の件
第四号議案 理事及び監事選任の
件

各議案とも議長提案のとおり可
決承認されました︒

但し︑第四号議案につきまして

賓の内︑藤井副市長︑中川衆議院

議員にご挨拶を頂いた後︑平成

は︑一般社団・財団法人法に基づ
歳︑伊藤洋史及び西田青抄が︑監

二六年度文化活動功労者の表彰を

次いで本多副理事長が理事長代

事に山路泰洲が選任され就任いた

く定款の規定による理事に西川保

行として議長席につき︑開会を宣

しました︒これとは別に業務執行

行いました︒︵次頁参照︶

し︑議事に入りました︒

平成二六年度の事業報告書につき

報告事項

当熊本梨里︑舞台関係の伝統文化

次男︑展示関係の伝統文化普及担

任者前田義文︑パッション担当森

第一号議案 平成二六年度の一般

決議事項

歳が新理事長︵代表理事︶に選任

された理事会に於いて理事西川保

承認されました︒尚︑総会後開催

壷三惑う』

中央、来賓の皆さん。右、文化活動功労貿受質の皆さん

のための常任理事として︑会計責

担当者より報告いたしました︒

会計決算報告︵案︶及び剰余金処

され︑就任いたしました︒

普及担当佐藤司が新たに推薦され

分案並びに第六四回四日市市民芸

︵報告 総務西田︶

13

術文化祭特別会計決算報告︵案︶
承認の件

総会審議風景

平成27年6月28日

平成鮎年度

姦社団法人四日市市文化協会

文化活動功労賞

一般社団法人四日市市文化協会会員顕彰内規に基づ

き︑平成加年度の文化活動功労賞を受賞された皆さん

を紹介します︒︵順不同︶

後列左より加藤、西村、辻。前列左より石松、内田、南城、羽木。

所属と主な業績

羽木 千松

四日市華道教授者連盟（華道）

80年余りの歴史のある同連盟の代表として40年の長さにわたり華道の振興と普及啓発に努めている。

辻

彰史

三重四日市盆栽会（生活文化）

盆栽歴は47年におよび、三重四日市盆栽会の会長として盆栽の普及、振興のため、町民センターで毎月後進の指導
にあたっている。

西村 邦彦

日本アマチュア将棋連盟（趣味教養）

理事長としてアマチュア将棋の普及振興および後進の指導に顕著な功績があった。

石松

延

元『パッション』編集長（個人）

文化協会の広報誌『パッション』の編集長として10年に亘り活躍。同誌の表紙絵も担当している。

南城 仁香

劇団「松竹梅」代表（演劇）

平成元年、地域劇団「松竹梅」を結成。泣き、笑い、怒りをモットーとした大衆演劇を目指し観客と一体となる舞台
作りをして20年以上、舞台、テレビ、一人芝居、朗読などに活躍。現在に至る。

加藤 敏夫

四日市ギター連盟副会長（個人）

文化協会初期からの会員で昭和40年からギター教室を開講。ギター音楽の普及振興および後進の指導に顕著な功績
がある。

内田 逸子

翠穂会（舞踊Ⅲ）

初期からの会員で部門理事として文化協会の役員としても活動し、現在フォークダンス民踊協会の副会長。平成23
年より日本民族舞踊「白泉流」を起ち上げ、泉翠穂として創作舞踊に活躍。
14

大和の生存者︑そして帰郷をまち

わびる家族の心境などが︑的確に

伊藤桂一 ﹁帰郷﹂抄

平田佐矩 俳句﹁冬の海﹂抄

村田毒菱 句集﹁黄塵﹂抄

2

3

阿部十三 歌集﹁断層﹂抄

﹁木棺﹂抄
に残した言葉が哀切極まりない作

4

中村徳之助

朗読する加藤恵子さん

平成27年8月8日

第15回 四日市市民芸術文化祭
描かれていた作品の朗読でした︒
会場では︑大きくうなずく人︑そっ
とハンカチをあてる人もあって︑

朗読の声にこみあげてくる感動の

様子がみられ︑感謝の気持ちを伝
えて帰られた方もみえました︒
最後には︑作家の長女にあたる方
が名古屋から出席されており︑皆様
からの拍手のうちに終わりました︒

国の向かう方向に純粋に命を奉

品となって︑またせつない母親の

5

げた若き人たちも︑最後に父︑母

戦後70年のこの夏︑戦争のもた

叫びが朗読者の声をとおして耳に

︵レポート 石谷英子︶

﹁男たちの大和﹂抄

辺見じゅん

詠葦﹁生かされて六十首﹂抄

加藤静枝

﹁両親への手紙﹂全文

瀬田萬之助

﹁別れ霜﹂抄

﹁娼婦ABC﹂抄

﹁祈りの季節﹂抄

瀬田栄之助

詠章﹁戦災受難の歌﹂抄

らす罪悪や︑人命の尊さ︑その真

のこっています︒
ノ
八
∪

実を訴える︑わがまちの郷土作家

朗読された作家と作品

9

の多くの戦記文学が朗読を通して
紹介されました︒
一人でも多くの人たちに知って

四日市空襲の惨状︑外地で戦っ

催されました︒

日四日市文化会館第3ホールで開

長の企画構成で︑平成27年8月8

作家顕彰事業委員会﹂志水雅明会

ことと﹁四日市地域ゆかりの郷土

世代の人たちにも継承されるべき

いただくためにも︑市民や︑若い

作品の資料を手に朗読者の声に聞き入っている参加者

た兵士︑従軍看護婦の活躍︑戦艦

5

朗読 戦争と文学・四日市

丁声・，二．′￣′＿−置二王二・i三・†去、￣．r三三二■■ 享子￣二・：二一′二二．・㌔

2015年6月12日

︵金︶

〜

14日 ︵日︶文化会館展示棟にて︑
第65回四日市市芸術文化祭 四日
市2015アート展が開催され

ました︒今年も四日市市内で作家

として活躍しておられる出品者の
熱意と努力に依りまして︑充実し

た作品を展示出来た事に厚く御礼
申し上げます︒

例年のように今回も数回の実

行委員会を行い︑諸準備などの
打ち合わせを重ね︑各分野の方々

には種々ご無理をおかけした事︑
この機において感謝いたしてお
ります︒

出品状況は︑日本画7︑洋画
18︑彫塑7︑書16︑写真19︑工芸
25︑盆栽4︑華道7の計103

点の多士済々の力作を会場いっぱ
いにバランス良く展示することが
出来ました︒

また︑今回も市民所有の近現代
の有名な芸術家の作品を10点出品
していただきました︒

中村左洲︵日本画︑三重出身︶

の﹁鯛﹂︑香川秀竹︵尾張絵︶の﹁鹿
岩上紅葉﹂﹁蘭﹂︑川合玉堂︵日本画︑

愛媛出身︶の﹁牡丹﹂﹁朝露の図﹂︑
伊藤小波︵日本画︑三重出身︶の﹁観

6

菊の図﹂︑藤城清治︵影絵︶の﹁こ
ございました︒

ご協力して頂きました事︑有難う

目を向け︑出品に繋がるよう︑よ

今後はより若い芸術家の作家に

たつと猫﹂︑川村横山︵書︶の﹁天
真高朗﹂を目の当たりにして来館

者は皆さん感動されていました︒
に成長するよう︑心掛けていきた

り魅力ある完成度の高いアート展

分野でそれぞれ専門の作家︑先生
いと思っています︒

ところ四日市市文化会館第1ホール 入場無料（要・整理券）

13日︵土︶14日︵日︶午後より各

のミニギャラリートークがあり︑

※整理券は文化会館、文化協会事務局にあります。当日受付にもあります。

製作する為の知識︑技術︑苦労話
など興味深い話に多くの方が耳を

メールish冊＠mx4・meShne・ip

ww．ish■i−b，ip

ホームページ

FAX（059）352−9058

お問い合わせ（石井バレエ）TEL（059）354−1289

傾けていました︒
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き2015年10月11日（日）午後1時30分開演（午後1時開場）

と

また︑出品者の方々には受付︑
会場当番として作品の説明など︑

第65回四日市市市民芸術文化祭協賛

石井アカデミー・ド・バレエ 第81回発表会

問い合わせ先
山家多善男090−156ト4891

花井高峰090−1825−1595

みどころ・ききどころ

ご来場のみなさんに，興味を持っていただけるように舌や動きのある演目が多くなっています。
素謡には曲のあらすじもつけてあります。地元作者による能面展も同時開催します。

四日市を代表する作家による作品展です。日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・生花・盆栽など広いジャンルにわたるアー
卜作品を一望に集めた異色の展覧会です。

古市立美090−1625−1058

四日市の自然，草花 日本の風景など広く作品を公募します。プロの写真家による講評も受けられます。

志水雅明059−326−1970

戦後70年の今夏，四日市空襲を描いた∴瀬田栄之助の作品などの朗読を通して，戦争の悲惨さを後世に継承します。

服部

一般市民の方々の作品展と製作体験を開催します。

7090−9897−2981

芝田尚輝090−8325−6306

あさけプラザに集う40余団体が展示・舞台発表をする地域文化の祭典です。ゲスト出演有。
会員による軽食バザーや農芸高校出店も好評。

辰谷和票生090−7307−8686

山野草・洋らん・盆石・水石・生け花・写真・押し花・絵手紙・着付け・真多呂人形など多種多様な作品を展示し．即売・
体験コーナーもあります。

鈴木亜樹090−2347−1884

4才から大人までの出演者が，フラダンス，フラメンユキッズタンス，民舞．ポリネシアンタンスといろいろなジャ
ンルで踊ります。どうぞ楽しんでごらんください。

西田青沙059−332−8931

短歌，俳句，川柳∴現代詩，連句の5部門が一堂に会し，小・中学生の作品を加えた文学祭です。近隣他県にはない，
四日市市独自の催しです。

石井 亨090−4190−5718

洋舞部門に所属する3つのクラシックパレこし2つのモダンダンスの合同公演です。それぞれの団体が持ち味を生かし，
見どころがたっぷりあるフェスティバルです。

宮本純子090−4089−9353

舞踊曲，歌謡曲．民謡に振り付けした踊りをお楽しみください。

伊藤昌生090−3557−8362

市民どなたでも参加できます。健康のため仲間づくりのためのタンスパーティです

福田真美090−6578−5536

四日市市内約20の合唱団による合唱の競演です。最後には，観客席のみなさんと共に全体合唱をします。

西川保歳090−9180−5801

第1回文化祭より毎年開催。子どもたちのかわいらしい踊りから。若手の華麗な舞姿，ベテランの円熟した舞踊まで
邦楽の音色と共に繰り広げます。華麗で格調高い踊りをお楽しみください。

花井高峰090−1825−1595

写真・善道・絵画・尾張絵・手描き染・俳画・工芸・彫刻・押し花・嗣版工芸等の展示。作品は公募します。

今井真情090−7311−0153 囲碁・将棋フアンならどなたでも参加できます。超初心者から全国大会に出場される方まで，棋力に応じて楽しめます。 受付は当日です。入門クラスの方は窮師による指導を受けられます。（有料，軽食付き）
西村邦彦080−4222−3566

西村邦彦080−4222−3566

合唱団員250人を募集し。一緒に練習を重ね年末の舞台で力一杯歌う感動を，満員の観客に届けます。
中高校生や初めての人の参加大歓迎です。
uIll●

文化振興課059−354−8239

各自治会から推薦された出演者が一堂に会し．地域で大切に受け継がれてきた伝統芸能や趣向を凝らした芸能を演じ
合い，絆を深めます。

山路泰洲080−3067−1068

日本で生まれ育った伝統の音楽．邦楽の世界にご案内します。

白井良昭090−9938−5249

子ともたちによる演奏とミュージカル。出演したい子ともたちを一般公募します。あなたも第1ホールのステージに
立ってみませんか。

西村邦彦080−4222−3566

芝田尚輝090−8325−6306

プロオーケストラと地元菖楽家との饗宴です。前半は地元舌楽家との共演，後半がオーケストラによる演奏会。
65歳以上と小・中学生の方を300名抽選でご招待します。

あさけプラザに集う40余団体が展示・舞台発表をする地域文化の祭典です。あさけプラザの文化祭は年2回開催し
ています。
内容など変更する場合がありますので、ご注意ください。
開催情報は四日市市文化協会ホームページをごらんください（l型l報示耐l眼閂l 旺田）。
お問い合わせは、催し別担当者か市文化協会…TEL・FAX：059−351−3729（月〜金曜日の13−17時）
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警禁讐四日市市民芸術文化祭
開催日
1 6月

‡

7⑳

第23回

12㊧〜14⑧

23㊨〜28⑧

8月

9月l

10月

8㊧

能楽をたのしむ会

四日市2015アート展

19㊧・20⑳
19㊧・20⑳
10／31㊧

四日市市文化会館

みえ長寿三池連絡会・作品展
第50回
秋の文化祭
生活文化・趣味の作品展

四日市市文化会館

21㊧
11／1⑧
22⑳

第3ホール

第3・4展示室

第1・3・4展示室

四日市市文化会館

第10匝I四日市洋舞フェスティバル

創作舞踊・民踊発表会

四日市市文化会館

四日市市文化会館

第1−3会鴇墓

第2ホール

中央緑地第2体育館

第64回

合唱寮

四日市市文化会館

第2ホール

23⑧

田本舞踊まつり

四日市市文化会館

第2ホール

13⑳
27⑳

総合美術展

四日市市文化会館

第1・3・4展示皇

四日市市文化会館
第4ホール
四日市市文化会館
第3ホール／第3会払蓋

那6回市民歯碁将棋大会l≡≡
「四日市の第九」演奏会

四日市市文化会館

第1ホール

2016
1月

2月

116㊧ l

第5回

細土が持る芸能大会

四日市市文化会館

第2ホール

20㊧・21⑳
日本邦楽まつり
四日市市文化会館 第2ホール
21⑳ キッズ・ドリーム・コンサート〜第26回「年にい ちとのこんさ−と」 四日市市文化会館 第1ホール

3月 l ■19㊧・20⑳
l20⑧
羽ばたく書巻コンサート
四日市市文化会館
l
第28回 春の文化祭
あさけプラザ

主催 四日市市 一般社団法人四日市市文化協会
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相圭／第3ホール

第1ホール

22⑳

21㊧−23㊥

第4ホール

第2ホール

四日市市文化会館

2015秋！市民社交舞超会

本館多目的ホール

四日市市立博物館 特別展示室

四日市市文化会館
あさけプラザ

第14回短詩聖文学祭（文化功労者表彰式＝3日）

l

第1・3・4展示皇

四田市市文化会館

オータム・コラボレーション

21㊧

会場

四日市市勤労者・市民交流センター

朗読「戦争と文学・匹白市」

3㊨

12月

：l

ネイチャーフォト市民公募写真展・風景写真「フォ ト十彩」写真展

1⑧

11月

催亀

第1ホール

ンキングが載っていた︒1位は﹁間が

●日経新聞に誤りがちな日本語表現ラ

人がいる︑こんなことを取り上げたいと

会議では︑前号の反省に始まり︑こんな

●編集作業は楽しいものだ︒毎号の企画

編集後記
ある私は︑腕試しのつもりでこの
持たない﹂2位は﹁足元をすくわれる﹂

リレーエッセイ⁝⁝
六年前に退職し︑自適の生活を

講文の解読を発起︒講師に助言を

意見を交わす︒同時に︑文化協会や市の

始めた︒第二の人生は趣味を生か
3位は﹁声をあらげる﹂︒正しくは﹁問

いろいろな人と出会う︒執筆や校正は根

気のいる作業だが︑ようやく冊子となっ

文化状況に想いを巡らす︒そして取材で

なことに最も高い正解率を出したのは

をめくる︒遠く離れて考え︑接近して関

︵久安︶

に入るのだ︒

て仕上がってくると︑毎号楽しみに紙面

20代から∽代︒就職などのため試験や
面接に備え勉強した人が多いようだと

わり︑ようやくかけがえのないものが手

たのは50〜dO代だった︒

︵眞︶

伝えている︒因みに間違いが一番多かっ

﹁声をあららげる﹂︒記事によると意外

仰ぎつつ︑くずし字の全文を解読

フ﹄ で予防医学研究者が﹁人との
つながりが寿命を延ばす﹂と言っ

ていた︒人との交流から生まれる
張り合いや︑自発的に何かを成し

遂げた時の生き甲斐は寿命を延ば
すらしい︒

ションだったが沢山の会員さんから存

●今号は︑一旦消えかかっていたパッ

続を望むお声をいただき︑文章や編集

わる編集の仕事は︑なかなか慣れると
いうことがありません︒夏でも深々と

れて︑微力乍らも編集世話役を引き受

作業は苦手であるが︑この声に動かさ

●日々の雑事から︑ちょっと風景のか

住職に届け︑寺を訪ねる郷土史家

で走り抜けていく心地よさは︑会議の

した緑に覆われた中央通り︒そこを車

然らば︑この讃文を活字化して

が持てない﹂ ﹁足をすくわれる﹂そして

したボランティアで地域と関わる

（作詞・作曲：八乗みどり）が作

NHKラジオ第一の ﹃健康ライ

した︒達成感は今も新鮮だ︒

一人とされる伊勢三郎義盛の伝承

地・西福寺︵川島町︶ を訪ねた︒
義盛公の菩提寺として江戸期に亀
山藩から寺領が与えられた名利で

ある︒元禄十一年︵二八九八︶ の
讃文まで見せてくれた先代住職に
感謝した︒

にでも配っていただくか︒その心

●デザイン・レイアウト 高田 敦

けた︒時を同じくして．宇宙パイロッ

四日市市昌栄町2日0

〒510の057

は︑西福等を拠点に故郷四日市の

m・捌059−35ト3729

トの油井さんが︑中年の星になったり︑

●発行所「般社団法人 四日市市文化協会

で何かをこしらえていくプロセスの中

森次男（世話役）
石谷英子・石塚眞木・加藤憲子・白井良昭・
多田良隆・久安典之

点景となって馴染んできました︒共同

（志水雅明）

礎を築いた先人の顕彰活動が広が

●編 集 パッション編集部

芸人の文吉さんが芥川賞を受賞したり︑

●発行人 西川保歳

で︑学ぶことが多くあります︒四日市

平成27年9月30日
行
●発

l輝度

られ、長年の間、県地区の盆踊
りに謡われてきた。しかし現在
では盆踊りそのものも廃れ、ま
た歌詞も古く、曲も今の時代に
相応しくなくなってしまった。
そこで、今年5月に関係者は、

る一助になるなら︑趣味のボラン

現在は地元の某女が秋の文化祭
での発表に向けて作曲中である
が、お目見えする「あがた讃歌」
も半世紀以上は謡いつづけられ
てほしいと願っている。

︶
悪
︵

パッション

57号

も明るい記事で埋め尽くしたい︒ ︵森︶

【一部・歴史編】【二部・景観編】
の全8番の歌詞である。

明るいニュースが流れた︒パッション

間も限られ、真夏の夜の夢見心

ティアといえども遣り甲斐がある

を一任してきたのが7月初旬で、

み重ねていきたいと思っています︒

期限は7月末までであった。
と言う間に梅雨明けが発表され
て連日の璽孟暑続き。しかも、8
月8日の朗読「戦争と文学・四
日市」の打ち合わせ、リハーサ
ルにと追われて歌詞づくりの時

という町を意識しながら︑少しずつ積

地で出来たの力汀あがた讃歌」で、

し︑新たな交流でお互いに寿命が

困り果てた関係者は急きょ、私
に声をかけ、まずは歌詞づくり

延びれば目出度いからだ︒

ドの募集をするなどして勢い込
んだが、殆んと応募はなし。

郷土史が好きで︑義経四天王の

ことを願っている︒

セカンドライフ考 加納俊彦
平成版「あがた舌頭」づくりを
提案し、歌詞にかかるキーワー

市立博物館主催の連続講座﹁古

半世紀以上も前に「あがた舌頭」

文書で知る江戸時代﹂ の常連でも

猛暑の最中に、
讃歌づくり！

●印刷所 水九印刷株式会社
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落ち着いた雰囲気の個室から
宴会にぴったりなお座敷も
ございます。

、＿＿き 1 日首才 一￣−ノー㌧ノ 守 ＿妄・ 4分竹重

書W二十
こ￣「

■、丁やト、￣、＼

しゃぶしゃぶと日本料理

四日市も祈
四日市シティホテル2階
〒510−0086

四日市市諏訪栄町7−28

、叫

T◎l．059−351−3600
∋

≦

喜

」巨、．．、
′・一〆・・一一一一一・′

ランチ／1100〜1500（オータ「ストップ1400）

ディナー／平日1700〜2200（オーダーストップ2100）
日曜1700〜2100（オーダーーストップ罰00）
写裏はイメージですけ 料；ヨ内岩は音符により異なる竃む力こざいます。

†万場【ますへて消誓柁込みです。

近鉄四日市駅北口より徒歩2分

卜爪︑︑︑ミミ〜ヽ

ひNhC・﹁qC・ひれ○ ×く﹂⊥﹈﹁

○ N白状Ⅷ忙忙Ⅲ已 卜れ○？○︻叫肘
側壁空似匿但ⅢEY惧国是謎− 仮想漁

醍

憎墜≡脛 Y虻獣

転鮪騒∧E爪かレ︑鮪
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