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‑出会いと感動を求めて‑

四日両市文化協会

も､まだオペラハウス公演の感動 余韻に酔っていた最中

まさか'が先行して感動がついてけないほどでした｡か

オペラハウス公演に続いての夢 ステージ到来に､まさか､

ッグなプレゼントをいただきました｡一九三年のシドニー､ 台で､1九 四年七月二十九日､単独公演という､とてもビ

舞台です｡ んでいる｡観客席二､八〇 ｡世界の音楽家たちにとっての槍

トで幕を開けて以来'クラシッの巨匠たちが歴史を刻み込

一八九一年五月 日チャイコフスキーの指揮によるコンサー

富豪になった鉄鋼王カーネギーの多額の寄付によって建設､ 北戦争後のアメリカの飛躍的な産業資本の発展に乗じて一代

四日市商業高校ギターマンドリ部の生徒たちはその槍舞

カーネギーホールは'アメリカの伝統的な象徴の一つ｡南

がら天上に立ち上る‑躍動感あふれる乙女の舞姿を表現している｡
闘いでもありました｡ が集まるカーネギーで通用するのだろうか｡憧れは不安との

てみることにしま た｡そも 'オペラハウス公演の成功
しか ､こんな機会はめったにありません｡とにか‑乗っ

っこになてしまった私ちが'一流ミュージシャンばかり

て､何よりの喜びであったのです｡しか ､貧乏所帯になれ 九年間､ユニセフ支援活動を引き継いで る生徒たちにとっ

そこで､ユニセフチャリティーとして実施できることは､十

ューヨクはユニセフ(国際連合児童基金)本部のお膝もと｡ なるため､カーネギーホ ルでは最高のカード｡それに'ニ

です｡ のこと｡生徒たちの疲労感を考えると､大変な冒険だったの

(表紙のことば)ビクトリー

する会｣が､市役所東の広場に一九 〇年に建立したブロンズ像｡

作者は伊藤宣郎氏(高角町在住)｡妖精が華麗な舞踊を‑り広げな

公害のまち･四日市のイメージを返上しようと

割り当てられた公演日は七月最後の金曜日｡八月は休館と

｢四日市を美し‑

しまい､ただただ立ちつくすだけでした｡

よみがえります｡指揮者も興奮のあまり退場するのを忘れて 手と止まらない涙にステージでただオロ していたことが 拍手は止まり せん｡涙も止まり せん｡止むことのない拍 譜は霞の中､とにか‑夢中で弾きました｡演奏が終わっても

曲『イマジン』を選びました｡演奏しながら涙が止まらず楽 得ました｡アンコールはジョン･レノンの平和のメッセージ

のない拍手に､私たちは今までに味わったことのない感動を

した｡音楽は世界共通なんだ､と実感｡お客さんの止むこと

の出番が‑｡ 緊張の色を隠す事はできませんでした｡そしてついに私たち

客さんの拍手に'かえって勇気づけられ､居直ってしまい

ようと､楽譜に向かいました｡でも'い‑ら練習をしても､

が'黒人聖歌隊の迫力ある歌声でした｡ で'私たちは演奏するのだろうか｡その興奮に輪をかけたの

につれ､みんなの会話が少な‑ り'緊張を少しでも和らげ

しか '幕が上 るとその緊張が心地よい興奮に変身｡お

前日は本番が怖‑て寝つかれませんでした｡本番が近づ‑

辛うじて挫折を免れることができました｡ 動を続けた生徒 ちの心意気に感動したある篤志家の支えで､

ポンサーは見つからない｡そんなとき､長年ユニセフ支援活

めました｡巨額の経費､しかも海外での公演においそれとス

加生徒に負担させるわけにはいかな ｡費用捻出には頭を痛

ではなかったのです｡チャンス到来とは言え､公演費用を参 の十倍は優にするのだから'経費的においそれと乗 る話し

て‑れたのは円高でした｡ そです｡そして'目玉が飛び出るほどの経費捻出に一役買っ

日本トップレベルの生徒たちの技能裏付けがあったればこ

ハウが役立ちました｡九十分のプログラムに耐えられたのは

い諸々の手続きは､これまでの四度にわたる海外公演のノウ

手助けして‑れたし'スピーディーに処理しなければなら 現地とのやり取 はもっぱらファックスという文明の利器が

ければならず､五ケ月足らずの短期間での準備は大変でした｡

かし､公演に漕ぎ着けるまでには幾つかのハードルを超えな

その年 六月に招聴状が届‑という意外に早いチャンス｡し

うとタカを括っていたのに､幸か不 キャンセルがあり'

を守る』多くの人々 一念と'ホームグラウンドでユl｢セフ

衆にも感動の涙を誘いました｡｢世界の子供たちの生命と健康

界の子どもたちへのメッセージは､奏でる者だけでな‑､聴

リティーサウンドは最高でした｡音楽を通して語りかける世

に支えられて奏でることができたカーネギ ホールでのチャ

わえなかったに違いありません｡さすがゴスペルのメンバー

アップな‑して'私たちのカーネギ ホール公演の感動は味

び起こしたのです｡有名な1=‑ヨーク･ゴスペルのバック

ークの黒人聖歌隊『ゴスペル』のメンバーたちの感動をも呼 ちの日本でもトップクラスの技能｡そのパワーが､lニーヨ

したのが事 始まり｡実現までに早‑ても三年はか るだろ

に気をよ‑して､カーネギ ホール公演に色気を出し'応募

それでも､ホームステージでのユニセフチャリティー公演

(前副部長 ギター奏者)

ったようだ｡

は四億円だった｡

‑考えたら'料金を間違えて渡したら い｡彼はチップと思
タクシーの運転手'やたらと愛婦をふりまいて‑れた｡よ

ロ'ついには道路にまで出て､始めから出直し｡ グをしていたら'閉じ込められて､楽器を持ったま ウロ

と言ったら､笑われた｡その家は､百年前を意味し､お値段
Iosと書いてある家をIoSと間違えて､安い家だ

食べていた｡

カーネギーホ ルでのこと､所定以外の場所でチューニン

ら'袋一杯にチェリーを詰められ'滞在中チェリーばかり

トを見せてしまった｡

街頭の果物屋さんの計り売 で'ストップをかけなかった

と言ったら､どうい 訳か'ダイエットコークが出てきた｡

結果になっちゃった｡

税金の支払いを求められているのに気がつかず､パスポー

美容院へ行ってカットを頼んだら､短‑なり過ぎ､最悪の

ミネラルウォータ を頼んだら'水道の を入れて‑ た｡

ませんでした｡みんな'｢すごい'すごい｣の連発｡こんな中
ピザ屋でピザを持ち帰りた‑て､｡Piza.tke,outPeas"

愉快体験‑ 今ではみんな楽しい思い出

ールの中に一歩足を踏み入れたと ん'驚きのあまり声がで 外から見たときは期待外れ'といった感じでした｡でも､ホ

した｡そのイメージでカーネギ ホールを描いて た め'

夢のカーネギー公演成功への道を開いたのだと思います｡
昨年度はシドニーのオペラハウスで演奏させていただきま

圧倒/ 聴衆の拍手

永田典子

3

チャリティーコンサートを支える市民の皆様 温かい声援が､

一万､九十分のプログラムに耐えられたのは'わが生徒た

でファンサービス'暑いけれど楽しい一日でした｡ た｡そしてもう一つ｡観客のために､土産に持参したウチワ

JAPAN ‑ USA MUSLC GOODWILL鵬SFON ■94

その家にあったピアノとギターと手拍子でなんとか乗り切っ 人々が集まってきた｡楽器を持たずに行ったので大あわて｡

それ以外､日本語が通じず､さっぱり｡

ある家庭を訪問したら'ミニコンサートを期待して近所の 暇ができたので'家に電話をしたら'日本は深夜だった｡

｢いらっしゃいませ｣の日本語につられて店にはいったが'

で'靴を脱いで歩いて たら､周りの人は皆靴を履いて た｡

とスチュワーデスにいわれた｡

機内食の写真を撮っていたら'それは食べるものですよ'

るのだが､タイミングがずれて何度もやりなおした｡

考えたら自分のカメラではなかった｡ 高い｡地元の高校生に紛れ込んでチャッカリ記念撮影｡よ‑
ホームスティの家庭で､ジュータンがあまり立派だったの

消防士さんはアメリカでは､一番尊敬される職業｡人気が

I
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心地よい興奮.′カーネギーのステージ

(二年生の寄せ書きより)
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音響･照明･イベントや発表会のご相談に応じます｡
格安のものから本格的なステージまで‑‑
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@ C.C.WORK c.仰.
〒513鈴鹿市住吉三丁目21番5号
℡く0593〉70‑0590

FAX(0593)79‑2359

過yヂ国‑お花をお届けします

二三‑

,凝モト

朗の/>3}

各を絹i管

西浦本店 プラザホテルアネックス店

〒510四日市市北町3番4号

御注文は℡52‑8490㈹

電話(0593)52‑6010番
52‑6512番

ホテルで食事のとき'給仕さんが椅子をサポートして‑れ

プロフィール

ます｡ の唄をお聴きいただけると思い

とですので'芦野さんならでは んも応援にきて‑ださるとのこ

一昨年､ふるさと音楽会でうた
サートをさせていただきます｡ に､四日市 文化会館で､コン
う予定です｡大先輩の芦野宏さ め､いろんなシャンソンをうた った｢この空を忘れない｣を含

ます｡

今年の九月十五日敬老の目

市民ホールへいったりしました｡ 学校を休み､三重大付属中学や､ 事もあったんです｡そのため' つづけて三重県代表に選ばれた

でたいへんでした｡ きびし‑て､いつも合唱の練習

唄をうたわされました｡

うずな子供だ'とよ‑いろんな

きらいとか関係な‑'唄がじょ いませんでした｡別に好きとか す｡ジャンルは気にして聴いて ずいぶん幼い頃だったと思いま

小学校の頃は'音楽の先生が

NHKのコンクールにも二度

‑三重朗出身｡ Y.!1‑貼児Lt)托劇川

私とシャンソンの出合いは'

私とシャンソン

｢ななし雌｣に所属｡声楽を羽
根功二に帥'17;o

後､束京へ上

京､三船プロダクション芸能

部に所属｡日本TV手話劇障
富者記念舞台ではろうあ者の
恋人役を演じた｡ NHK ｢み

んななかよし｣ ｢共凹太平記｣
｢あしたへジャンプ｣にレギュ
ラー出演0 1986年堀内環にシ

ャンソンを師事｡ 1990年名占
良きのシャンソンコンクールで

よろし‑お願いいたします｡ んにも負けないよう頑張ります｡ て待っているこの頃です｡芦野さ

とコンサートの目をドキドキし

ンを皆さまにお届けできたら､ 熟な私ですが､そんなシャンソ

ように思います｡私は人に夢を

らと思っています｡まだまだ未 るシャンソンをうたっていけた 与える唄や'多‑の方が口遊め

の人格や経験が唄にあらわれる
シャンソンは年と共にその人

ですが､制作部が解散すること

ました｡ドラマにも出演したの

クションに所属することができ

1 8歳で､あこがれの三船プロダ いただ‑とわかるように'私は

いました｡プロフィールを見て 事ができたら､といつも想って

ても楽し‑'その方面にす む でも､演劇部ですごす時間がと

のす めで､声楽を習いました｡

した｡

だけにしぼられるのが'不安で

うたうことは好きだけれど声楽 とてもい 想い出です｡その頃

高校の時'やはり音楽の先生

金irfを受祭｡現在､永田文夫
訳詩リサイタル､ライヴ‑ウ
ス､レストランなどでうたっ
ている｡

オリジナル･CD
｢恋心｣プレゼント
くちずさ

抽選で5名様に
(発表は､発送をもってかえさせてい
ただきます)

応募方法
o住所､氏名､電話番号を明記して､

ソン歌手になれたらと思ってい

した唄も増え'息の長いシャン た｡最近は､少しお芝居を生か 若い私にとって大きな励みでし で'金賞をいただいたことは､

ハガキかFAXで事務局まで0

だったと思います｡ 最高の想い出です｡とても幸運 台は､私の三船プロにいた頃の

しいと頼まれたのです｡

きっかけになりました｡この舞

その後シャンソンコンクール

01995年4月30日の消印有効｡

ーシャンゼリゼ｣をうたってほ た｡そんな時'ある舞台で ｢オ

になり少し辛い時期を送りまし

それがシャンソンをうたう､

橘 妃呂子

大王建設

音材の虐昔塩入の虐

刷島大坪蟹

〒510四日市市赤堀1丁目1番16号
電話く0593)52‑8287

53‑2031
FAX 〈0593〉51 ‑7795

〒465名古屋市名東区朝日ヶ丘63
TEL

052‑776‑1881

ては､ほとんど原作に近い形で

もあるのですが､四日市に関し

十分な演出効果を出せない場合 ると､会場設備が間に合わず' きました｡とか‑地方都市とな 公演が大幅な変更もな‑上演で 台が広いので､全幕物のバレエ

える盛況の内に上演できました｡ にして観客動員数が八〇%を超

というい 会場があります｡舞

さを実感しました｡ 皆様方の文化芸術の需要の大き

超える売り上げになり'一般の

どでは､名古屋公演をはるかに

合わせがあり､プレイガイドな

からチケットの申し込み'問い

が出るや否や､あるいはその前 の顕著な例で､新聞などに宣伝

その結果'四日市公演は初演

さらに四日市には'文化会館

イマエフ (レニングラードバレ

レエが､越智久美子とリナ‑ト･

から越智インターナショナルバ じめました｡名古屋では七年前 で二､三のバレエ団が上漬しは

チケットの売れ行き状況がそ

う風習になっているのです｡ みで楽しい一夜をすごす｣とい

にしたこのバレエは ｢家族ぐる

スマス･イヴの出来事をテーマ

り人形』 が上演されます｡クリ

この劇場でもバレエ『‑るみ割

日本でも六､七年前から東京

‑るみ割り人形

欧米では十二月になると､ど

四日市公演の成功/
のバレエファンの皆様にも是非､

ールで初演いたします｡四日市 三十日に､愛知県芸術劇場大ホ

れる森の美女』を'三月二十九､ 演としてバレエの原点である『眠 舗のバレエ団です｡その記念公 十六年を迎える中部地方では老

たいと思っております｡

でも上演できるようにしていき

クラシックバレエ作品を四日市 の成功を機に､今後もどんどん 傾向にあります｡『‑るみ割り』

度かの大イベントになっている

バレエの全幕公演は､何年に一 いていないのが現状のようで､ すが､まだ供給のほうが追いつ 上に大きな役割を果たすわけで 創造へとつながり'市の文化向

当バレエ団は'今年で創立四

仕上がりました｡

らは国際的プリマと世界第一線 円もするという現状｡一方こち

団の公演はS席が7人7万五千 あります｡これは外来のバレエ 想的なプロデュースとなりつ

E貝って‑れる'というまさに理

の観客がプレイガイドで切符を 券を負担しな‑ても1般フリ‑

観客層が増えて､出演者が入場 好評をは‑し'名古屋では年々

み割りスペシャル｣と銘打って

れは､｢クリスマスバレエ･くる

エ団出身) のコンビで公演､そ

会場の良さは､い 舞台芸術

越智インターナショナルバレエ

状と銀杯を受‑｡また､モスク

芸術文化交流の貢献により感謝 七月､外務大臣より､海外との 教育文化賞を受賞､一九八九年

選奨文化賞を受賞している｡

越智賛氏は一九八九年愛知県

1九七九年には､愛知県芸術

バレエアカデミイ｣として創立｡

とにT九四九年六月'｢越智賛 文化の向上に寄与する目的のも

エの伝統を確立Lt 以て当地方 エは､中部地方に本格的なバレ
越智インターナショナルバレ

エの沿革 越智インターナショナルバレ

でいきたいと思うております｡ 協力とともに'一歩一歩､歩ん 実現に向けて皆様のご理解とご るという大きな夢を持ち'その

は名古屋市芸術特賞を受賞｡ をつとめている｡平成六年度に バレエコンクール等の各審査員

いつの日か四日市でも上浜でき

この公演を見に来ていただき'

レベルの高いのに感服しました｡

のバレエ･ファンは理解も深‑

これもまた大成功｡特に四日市 た｡昨年は四日市に初進出Lt 市民会館で公演し､大盛況でし 外の都市へも進出しようと岐阜

しょう｡

そして一昨年からは名古屋以

ィフィックコンクール'全日本

舞踏コンクール､アジア･パシ

ンクール日本代表審査員､全国

べられる値段が受けているので 家族でクリスマスディナーを食 三､四千円なので'観劇のあと

トと豊富な男性ゲストでわずか の王子が主演し､多彩なソリス

代表越智 案

ワ及びバルセロナ国際バレエコ

思い出いろいろ‑
各種発表会･結塘式など

㊦母

一一や瑠

ビデオ撮影セコ
桑名郡多度町香取21

℡(0594)48‑3248

思う｡ ふ‑らんでい‑のではないかと

れ既に実行に移っているプレゼ

‑らでも方法は考えられ'夢は か'会場撮影会を開‑とか､い

を貸して台詞を言ってもらうと

劇公演の途中で解説或いは衣装 者にT輪生けてもらうとか､演 時展覧するとか､生花展で鑑賞 の作品を文化協会員の作品と同 の参加を求めて作品を作り､そ

を開き､子供を含めて1般市民

に絵画､陶芸教室のようなもの 例えば､文化祭の初めか会期中

し‑書けないので残念であるが

ものだろうか｡紙面の都合で詳 実施していけるようにならない

その二として､此度の企画さ

な事はなかったとは思うが｡ のではないだろうか､このよう

がある｡

った時の印象には'格別なもの 境の中で､幾つかの名品と出合

ようにしている｡ れ､大変便利で､努めて出向‑

ち'また生活し制作した自然環

示した企画展などが盛んに行わ や､大作家の作品を系統的に展 外の名品を一堂に集めた特別展

の言葉と聞いている｡

しかし､その作家が生まれ育

こ に見る側と一緒に計画し

これは､生け花に対する利休

美術品の鑑賞については､海

｢花は野にあるよう｣‑

出会いのまちに

提 言
副増車長 塚田盛久

当然の行為ですし､仕事に精を

ということは'社会人になれば

動を気長にしていってほしい｡ 質を十分発揮して地についた活

仕事をする'何かをして働‑

期待

あると確信している｡

日市 文化協会の新しい歩みで

どの人々も参加できることは四 加によってより以上の声が聞け'

とであると思う｡この人々の参

こうということは素晴らしいこ

少しでも文化活動に参加して頂 ゼント･チケットを提供して､ 介助者の要る障害者の方にプレ 文化活動に接する機会の少ない

ント･チケットである｡日頃'

を思い出す｡ ながら見た､濁手の赤絵皿など 衛門宅で､十三代の夫人と話し 統作家では母の故郷有田の柿右

のは本当に淋しい｡ の町･四日市にそれが殆ど無い 山出来たのは嬉しい｡でも自分 地ならではの優れた資料館が沢 身作家のミニ美術館や､その土

知れない｡

旧宅などを訪ねた時のこと'伝 法隆寺に近い安堵村の富本憲吉 条の町屋に残る河井寛次郎窯' 大農家風の潰田庄司家､京都五

陶芸であれば'栃木県益子の

最近は地方都市に'そこの出

今はその芽を育てる時期かも

今後､四日市 文化協会の本

劇団四日市代表 林 武男

にごしで

あんど

ましこ

います｡ れたらと期待に胸ふ‑らませて

文化協会の会員みんなで育てら 空気や水の如‑大事な存在を､ して文化という目に見えない' 世界､音楽､絵画'演劇を､そ 感性をかきたて ‑れる芸術の 豊かな'ほのぼのとして安まる

して感性‑という人間の感情‑

恵みを受けて生きています｡ 自然の中に慰められ励まされ､
そしてもう一つ大事なものと

ます｡

きていかなければ‑と思ってい

して､力強‑'元気を出して生 す｡そして社会の情勢に力を貸 出すということは大事なことで

ることが多い｡ の基本的なことが忘れられてい かりきったことではあるが､こ

持った方々の集団である｡だか

じことである｡こんなことは分 が肥えて来る｡絵画･工芸も同 客も観ることによって鑑賞の眼 と批評によって演技が伸び､観

こそ､演者は観客からの励まし 客'鑑賞者) とが一体になって

ら演者とそれを支えるもの (敬

と認識している｡例えば演劇な 創り上げてゆ‑ものではないか からないが､文化とはみんなで 度が乏しいので難しいことはわ

私自身､文化に対しての理解

文化協会はすぼらしい業績を

また､人間は自然と関わって'

夢のふ‑らみを
常任理事 岡野繁桧

る側への配慮の方が少なかった

小さな箱に夢を詰めて

つかミ金
歯川司女
第三十八凶 五月十凶日(日)開演十三時

四日市文化会館第二ホール

フランス菓子

エトワール
商品券
¥500

4月末日までに
お使い下さい

〒510四日市市北町5‑12
℡く0593〉5 1 ‑9928

もらう側の発想が大き‑て'見 である｡今までの文化祭は見て

い文化協会の真髄を発揮すべき 持ち方である｡この時こそ新し

いと思う｡ ると思うのは私一人だけではな

その一つとして市民文化祭の

の他についての展望が開けて‑

ベントの持ち方､会報'組織そ

て行‑文化協会になるならばイ

と思う｡ て再考してみるのも無駄でない

らもあるということを大事にし

文化の発進は観客､鑑賞者か

参加の方々が今1度立ち止まっ いとは思うけれども､文化協会 うに錯覚されておられる方はな 俺が私が背負って立っているよ

とを忘れて欲し‑ない｡文化は

らこそ文化を支える者がいるこ

田中 俊行

古川 錠子

堀内 弘士

冨田 利雄

天野 武久

前田 衡延

黒田耕三郎

山田 耕作

堀木 博

田中 武

い‑さに果てし君のおもかげ 五十年逢はでもこ ろ通ふなり

(個人会員)

田辺製薬㈱ ㈱松坂屋･四日市店

㈱ト‑カイ

よっかいち

インフォメーション

日本トランスシティ‑㈱

㈱中部近鉄百貨店

(法人会員)

｢鴨の突かぬうちに操‑来よ｣

思ひ残して兄逝きませ‑

ひよどり

入院の己が身よ‑も病む妻への

と夫の阜椅子今日も押しゆ‑

に足らへり今朝の厨に

満ち潮の海辺の遊歩道ゆるゆる

敬‑出せし糠漬け苑子の紫の色

ひ盲導犬をいたはりてゆ‑

めしひたる夫婦かたみに助け合 ●秀歌(高点歌)

四日市 民文化祭短歌大会

私たちのサポーター/

平成薬品㈱ 昭和薬品㈱

絶れる友の柿使‑受‑

中古曽 紬貝 武司

塩 浜 河北ひさ子

赤 堀 古川 みさ

桜 町 市村多賀子

高砂町 多川みち子

前田町 川瀬小夜子

浜田 芳治

八月の神話を赤鉛筆でなぞる

観客の無いサーカスで飛びおり

不揃いの瓶を磨いて夜が明ける

軽い望み妻も休める部屋かほし

柿は柿色に望みを全うす

●叩‖心 民文化祭俳句大会作品抄

膜のあらぬ耳にとどろ‑

生きる支えの友となりたり

蒼等のいづこに生る 秋の風鼓

かタ銅に夫と亡き娘を偲ぶ 生きてあらはすでに学童もつ頃

わが庭はわづか十坪の土なるも

俳句作品
みゆきヶ丘 小林 英

小河 柳女

菱川 麻子

グリル四日市

四日市㈱ ケーブルテレビジョン

中日文化センター

C･C･ワーク㈱

アムスクエア専門店会

東海出版㈲ 大宗建設㈱ 武田薬品工業㈱ ㈱八神製作所 中北薬品㈱

日本新薬㈱ 肌スズケン･四日市支店

水谷 L舟

采女町 亀井 千夕

茂福町 吉岡せつ子

高橋 忠

船橋薬品㈱
の方を対象に開講しています｡ 一九八 年四月に五十五歳以上

噴水塔子の未来図は枯れさせぬ

駅前でパンタグラフを下ろす父
四日市シルバーコーラスは､

点から線へ残照の中ひた走る

ち 田中 美月

サーカスの裏に落ちてる象のむ

る 松本さ‑

四日市シルバーコ17ス

部 門

紹 介
樋口 仁

堀 かず美

田.eJ 通子

仏壇.仏具
たいと思っております｡ い歌､楽しい歌を合唱していき

㈱碓井雇破串膚
四日市店芸?0755箭50'2#lia1168

中電八の店

餅

ひろせ楽器
四日市市諏訪町7‑17(四日市市役所北隣)

℡0593‑52‑6790

桑名本店稲沢店員弁店桑名工場

は演奏会も開催しました｡ 演｡一九 一年'一九 四年に
これからも懐かしい歌'新し

FAX兼用51‑2706

夜間52‑4580

べ全国合唱コンクールなどに出 生涯学習推進大会や長寿祭こう
四日市合唱祭をはじめ四日市 7

出演 四日市能楽連盟会員

素謡(能の声楽部門)

だく｡

会場 四日市 文化会館･第1

日時 6月1 7日出･1 8日㈱

様に能楽を楽しんでいた

を兼ねて､広‑市民の皆 会員の日頃の研籍の発表

会場 四日市 勤労者福祉セン

日時 6月4日㈱ 1 0時開演

ター･体育館ホール

(℡53‑8070)

(赤井)

四日市能楽連盟事務局

共催 四日市 教育委員会/四

日市市文化協会

つかさ会(西川)

協会 育委員会/四日市市文化

の能諸流と小鼓幸清流 観世流･宝生流･金剛流

小鼓連調(鼓の調べに合

ヽJ 0

『町に伝わる話』をお寄せ‑ださ

知りたい人のために'あなたの

たちや､四日市についてもっと

ているのか'未来をになう子供

ました｡

るコーナーを設けることになり

物語)として'皆様にご紹介す

などを'(よっかいち ふるさと

史上の人物や､伝統や言い伝え 地元で慕われ､愛されている歴

どんな話が'どの町に伝わっ

｢パッション｣編集委員会では､

問い合わせ先 料金 未定

●原稿･情報をお寄せ‑ださい｡

℡51‑9426

3､掲載について

4㌧ 送り先

いて下さい｡ せん｡コピーをとってお

原稿は'お返しいたしま

連絡させていただきます｡

･原稿用紙3‑4枚程度に
まとめて下さい｡

･地元で慕われ'愛されて

いる歴史上の人物

四日市市文化協会

持ち物 お弁当､お茶'敷物､

雨具

琴宏の会発表会

第1ホール

参加方法 先着30名

主催 四日市 自然の会三重北

内容 散策をしながら､食べら

会 伊勢ネイチャーゲームの

イチャーゲーム｡ れる草を学ぶ｡親子でネ

問い合わせ先

第1 6回定期演奏会 四日市吹奏楽団

1､テーマ

･祭事･伝統行事など

℡51‑3729

ください｡

に自然のなかでお過ごし

後援 四日市 教育委員会/四 日時 4月23日㈱ 14時開演 長調作品68｢田園｣

料金 1㌧0 0円

連盟/三重県教育委員会

℡21‑3502(永野)

ホール

劇団四日市(林)

2㌧ 枚数

･掲載させて頂‑場合は､

･なお' 送りいただいた

四日市 文化協会事務局

仕舞(能の舞の良い所を謡

(文化協会主催･後援イベント)

日時 4月2日㈲ 1 0時開演

それ以外の方は'ご自由

場所 四日市 少年自然の家

参加費 30 円(ネイチャーゲ

ーム保険代､材料費)

℡29‑3210

に合わせて舞う)

わせて謡曲を謡う)

LY

℡93‑3952

問い合わせ先

会場 四日市 文化会館･

摘み草料理とネイチャー

ゲームで遊ぶひと き‑

(雨天中止)

主催 第三回能楽をたのしむ会

実行委員会

問い合わせ先 琴宏会(藤間) 内容 藤間流日本舞踊 料金 無料 主催 琴宏会 藤間琴宏

春を食べてみよう/

試食メニュー･野草のお力ユ/
℡52‑3431

問い合わせ先 入場無料･ご来場歓迎

劇団四日市公演rアンネの日記L

よもぎホットケーキ/テンプラ

日時 4月2 日出 9時集合

問い合わせ先 内容 日本舞踊の発表 料金 2､0 0円

第3回能楽をたのしむ会 四日市市民文化祭

後援 中日新聞社/四日市 教 主催 西川司女

会場 四日市 文化会館･第2

日時 5月1 4日㈱ 1 3時開演

アマチュアオーケストラ

ベートーヴェン交響曲第6番へ

｢火の鳥｣

ストラヴィンスキーバレエ組曲

第1 7回定期演奏会 四日市交響楽団

日市 文化協会/三重県 日市 文化振興財団/四

問い合わせ先 内容 吹奏楽演奏会 料金 800円

日本舞踊つかさ会発表会

後援 四日市 文化協会/四日

主催 四日市吹奏楽団

会場 四日市 文化会館･第1

･地名の由来､言い伝え
ホール

℡45‑3745

四日市吹奏楽団(古市)

聞社/三重県吹奏楽連盟 市市教育委員会/中日新

ホール

日時 4月30日㈱ 1 4時開演

2､代表者が､複数の団体の代

ご案内
･同一部門で'2つ以上に

ユニセフ(国際連合児童基金)支援活動20周年記念

1㌧ 方法 願いいたします｡

表者を兼ねる場合は'

･用紙が不足の場合は､コ
ピーして下さい｡

またがることは'避けて

･年会費は､郵便振替で払

･団体は登録リストまたは
い込み下さい｡

申込書に添えて下さい｡ 貴会名簿コピーを､入会

新入会の方'手続きを早めにお 新年度を迎え'継続会員の方'

(継続･新入会のご案内)

･入会申込書にご記入の
さい｡

上､事務局までお送り下

四日市商業高校ギターマンドリン部
ユニセフ･チャリティー･コンサート
1995年9月24日(日)

午後1時30分開演
四日市市文化会館第1ホール
②手続きが完了次第'後援許可

③後援催事については､記者ク

①後援願い申請書を'ご提出く

いをしております｡

(9社) への'広報依頼のお手伝

(後援依頼の手続きと､PRの方法について)

について'名儀後援と'新聞社

3㌧ 学校のクラブ活動の団体加

文化協会では､各団体の催物

請求‑ださい) ださい｡(用紙は事務局までご

書を郵送します｡

出前をいたします

･方 法

にプレゼントして頂きます｡

ア連絡協議会を通して希望者 て頂き'四日市 ボランティ

‑プレゼント･チケッについて

にお招きしたいと思います｡

‑ださっている方々をご一緒 ランティアとして介助をして

必要な障害者の方々と日々ボ 接することの少ない'介助の

から'普段このような機会に

げてい‑協会です｡この主旨

･別の部門へは､入会でき

会下さい｡ て'学校クラブごとに入

です｡

ユニセフ･ベネフィット･コンサートの

･顧問の先生を代表者とし

･年会費は､3､0 円

入について
ます｡

(F'J 協力下さい)

※取材があるかどうかは､各社 ※後援は名儀のみです｡
の事情によります｡

全体で文化･芸術をつ‑りあ

下さい｡

ます｡

ラブに催物案内の文書を届け

四日市 文化協会は､市民

各団体にチケットを提供し

お問い合わせ先/四日市商業高校ギターマンドリン部
面510四日市市尾平町字永代寺

TEL/0593‑32‑2214
FAX/0593131 ‑8327

世界中に助けを求めている子どもがいるかぎり
ユニセフは活動を続けます｡

unkeF @
国

際

財団法人
〒160

連

合

児

童

基

日本ユニセフ協会(ユニセフ日本委員会)

東京都新宿区大京町31‑10

ユニセフハウス

この広告は四日市商業高校ギターマンドリン部
支援者のご厚意によって掲載されるものです｡

金

発行所･四日市 文化協会 発行人･石田克久

編 集･四日市 文化協会

〒510 四日市 昌栄町2 1‑ 0

℡51‑3729

地域振興課第2分室3F

一九九五年四月一〇日発行

パッション第2号

･四日市 文化協会事務局 ◎送り先

･受付と同時に､感謝状をお
贈りさせていただきます｡

編集委員会

･少な‑とも1カ月位前には､

布に時間が必要です) ご送付をお願いします｡(配

･枚数は何枚でも結構です｡

◎ご協力‑ださる団体へ
とに枚数は異なります｡ 催事ごとに'また提供団体ご 描

