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‑出会いと感動を求めて‑
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四日市而文化協会

七名の個人加入の会員で構成され､派閥の

地域の能楽愛好者､諸流派'諸会派百六十

ただき'心奪われるひと きを得ました｡

｢平家物語｣に取材した曲の一節をご披露い

えるのに十年はか る‑など話がはずみ

謡の声が出せるのに五年､本当に人前で謡

世流の赤井垂規名誉師範をお訪ねしました｡

成の苦労や'能の魅力'能楽の節の面白さ､

四日市能楽連盟は'四日市及びその周辺

歌会始のお題｢苗｣ の盆石 (奥様作) に迎えられ､観

新

企

画

訪問レポート

市内にほしい能舞台

伝統文化赤井重規さん
ふし

能楽連盟結
日展入選｡四日市美術展審査員｡四日市文化功労弟･餌受S.

花井嘩昇氏は'大正12年5月10日四 市 中納砧町(=柚之町)

それにちなんでの書です｡

表紙 ‑ 花井峰昇の書 ｢雪月華｣
この冬､四日市 は記録的な大雪に見舞われました｡

催される薪能の観客も定着して'将来が楽しみです｡だ
･i1 が‑連盟の悩みは､老齢化と能舞台がない

･三.q一二

して ｢能楽を しむ会｣を催します｡
ぜひお越し‑ださい｡

の勤労者総合福祉センターで'部門行事と

｢文化協会発展の助力は惜しまない'毎年八月一日に開

が伺えました｡

の息がぴったり合ってねぇ‑｣と､皆さんの日頃の努力

の赤井さんの声に｢平素異なった所で稽古して居る面々

また前年､栃木県での国民文化祭に参加された時､地頭

ない活動を通して会員相互の親睦を大切にされている｡

ことです′･｣

今年も五月十二日( )に中央緑地公園内

文化創造の場の必要性を強調されました｡

f]まれのけ‖道家｡

じがしら

を変えて牡まれたダンスですが､

リカ合衆国の開拓者によって形

宮廷舞踊などを起源とし､アメ

カントリーダンスやフランスの

です｡このダンスはイギリスの

生まれたフォークダンスの一種

セットで踊るアメリカ合衆国で

エスタン音楽にのせて8人が1
スクエアダンスは､軽快なウ

｢少し緊張ています｣と清々した物腰の好青年です｡

スクエアダンスに魅せられて

れてご活躍の扇舟さん｡

訪問レポート

六歳の頃から舞踊に親しみ､四日市で常磐流を創 さ

世界へはばたきたい′.
いる現代的なダンスです｡男女

けではな‑世界各国で踊られて

けており､アメリカ合衆国内だ

ながら常に新しく進歩飛躍を続

ばれるもので､伝統の形を守り

たモダン･スクエアダンスと呼

は第二次世界大戦後に発達し

ました｡現在踊られているもの

時代と もに次第に変化してき

文化交流部門 岩谷明子
､′ヽ

J･た記者はま

I J と聞いてい

､ を重んじる

｢舞踊界

緒にサークルをつくりませんか｡

たいと願っています.皆様御7

でもスクエアダンスの輪を広げ 体験してきた私は､是非この地

す｡東北や関東でこの楽しさを

ラブが三重県には全くないので

がこの楽しいダンスを踊れるク

楽しむことができます｡ところ

クエアダンスクラブでダンスを

と､日本はもちろん世界中のス

から70の基本動作を覚えます

る種々の動作で踊りますが､50

コーラ‑(指導者)が音楽に合

わせて歌いながら指示してくれ

4カップルで1セットを作り､

から‑‑0

へはばたき い′･涼やかな瞳の奥に､気迫を感じました｡

ずこの質問

見極めたい､そして文協の発展を望みます｣と'きっぱり｡

尊敬する人は'吉村雄輝師(ピータ さんの父)｡世界

のは'伝統

入会できて嬉し‑思う｡多‑の人に出会い確かな自分を

ち､気合いの入ったスケジュールをこなす｡｢文化協会に

力にとりつかれた弟子のため'月一回出張) に教室を持

家元という

すく習いやすい入会しやすい会にしたい｣｡

加えて見応えのある流れを創ること｡そして'親しみや

び'守るべきところはきちんと守り､少し新い振りを

の異端児と呼ばれようとも‑常磐流の原点は'古典を学

四日市､桑名'一宮､鈴鹿､名古屋'四国(舞台の魅

舞踊H 常磐扇舟さん

ナ
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をた き彫刻の道に入る｡私は

松久朋淋代の悌像研究所の門 画風の違いにより迷い､京都の

絵を山田英夫先生に師事､が､

焼物など三重県に参ってからは

も幅を広げてゆきました｡盆栽､

流も種々雑多になり､私の趣味

出来ました｡そのうち人との交

整理をして家業に打ち込む事が

として一刻仕事を忘れ､気持の

しい心の切り替えの一つの手段

筆をはなさず､人と人の煩らわ

が好きで土木建設業を営み乍ら

て参りました｡子供時代から絵

いが最近になって漸‑解りかけ

りますが､私は趣味と道楽の違

し､プロ作家よろし‑深夜から

ャーの小説の書き方教室を梯子

がら､趣味は何かと尋ねた｡

私を人波の外へ引っ張りだしな

は､偶然の出会いに驚いている

1つぐらいと思ってね｣ ｡S子

娘時代､運動が苦手だったから

は笑うけど､ゴルフを始めたわ｡

私は､返事に窮した｡カルチ

｢五十の手習いだと言って夫

生のS子に会った｡三十年ぶり

のことである｡

初詣での人波のなかで､同級

ロストワールド遊び 香山早輝

とき

あり､人間味を広げる一助とな

わめるところに真の道楽の姿が

に成らないよう道を楽しみ､き

り無理をして､欲張って遺多苦 励まれる事をす めます｡あま

よう､心の修養源である道楽に

がつくと淋しい無芸に泣かない

て第一線より身を引き､ふと気

て行くと想います｡最近年老い

るし､本業にも工夫が生れ開け

人に言いたい｡人間の幅も出来

け込んで行く事が出来ました｡

何の不自然も感ずること無く解

相通づる物があることを知り'

何れの道も根底に流れる道理は

道楽は若い時に始めよと私は

ない道楽妻なのである｡

｢道楽とは自分の職業以外の

む｡趣味を通りこした可愛げの

夫を待ち兼ねて布団に潜り込 夢だと､悪口を残して出勤する

夫と寝室を異にする家庭内別居 朝にかけて作品づくりに熱中し､

中だったからだ｡毎日､砿山の

道楽は人問味を広げる

どうらく

ふざん

川離脱か㌘森長宗久
楽観であります｡

り良き友を得る｡これが私の遺

月の神に祈った｡

事にふける事｣と辞書には､あ

目こぼしが続きますようにと正

ロストワールド遊びの上に夫の

足先に主婦定年を迎えた私は'

もりも忘れはしない｡夫より一

夢遊びであるが､しがらみの温

ったやりきれなさに現を忘れる

われている内に自分の世界を失
子育てと家庭のやりくりに追

うつつ

音響.照明イベントや発表会la)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‑‑.
EVENTPLAIINING&PRODUCE

@C.C.WORKc..,Lm.
〒513鈴鹿市住吉三丁目21番5号
℡く0593〉70‑0590

FAX<0593>79‑2359

5

小さな箱に夢を藷めて

フランス葉子

エトワール

大重建設
〒510四日市市赤堀1丁目1番16号

〒510四日市市北町5‑12
℡く0593〉51‑9928

電話く0593〉52‑8287

53‑2031
FAXく0593)51‑7795

なりの部門で実施できたことは､大変よかっ

門別にまとまった文化祭への取り組みも､か

創意工夫の甲斐あって好評でした｡また､部

た｢市民参加｣は､参加団体の皆さんによる

一ンクフェスティバルと､

めました｡

とくに今回､各催しへの課題としてうたっ

員会のメンバーが中心になって､計画をす

盟の人たち､とくに出演者で構成する実行委

五回四日市 民文化祭』の事業は､当協会加

テーマは｢あつまれ文化の輪･ひらこう文

四日市 より当協会に委託された『第四十

つり｣を掲げ､当協会あげてのオープ

それぞれの成果を収めるこ

各部門別の催事と

より多くのr市民参加｣を

求めて
副理事長

西村邦彦(事業担当)

四日市店四日市市鵜の森ト6‑16TEL.52‑2918
デジタルで高品質､印刷業界もコンピュータで画像を処理する時代になってまいりま
した｡デザインワークはマッキントッシュでクリエイティブな世界を広げ､写真製版
部門はカラー･モノクロスキャナ､カドグラフ､スーパーコンポーザーとフルデジタ
ル化｡また印刷部門はコンピュータプリンティングコントロールシステムを塔載した
印刷機をラインアップして占3°質標準化(数値管理化)を徹底的に追求｡さらに､フィニ
ッシュワークは迅速･丁寧をモットーにライン化を計って品質管理･納期管理を最重
視するなど､いま印刷技術最前線が水九印刷の合言葉になっています｡

合資会社水九印刷所

〒510三重県四日市市富士町1番147号
TEL〈0593〉3216600

FAXく0593)32‑6688

諾￠.裏表
桑名本店稲沢店四日市店員弁店桑名工場

森山奇喜重設㈱

㈱尾崎建設工業

ご協力
ありがとうございました｡

四日市郵イ更局

幸和ステンレス産業
三重機械鉄工㈱

‑医
師
夏目医院

小林木材隋)

間瀬昇

市民文化祭開催につき､多くの方々にこ1森賛
を頂きましたo深く感謝し､ご芳名を掲載さ

三重いすづ､自動車㈱
伊達製陶所

児玉武イ声知

山路工業㈱
内田鍛工㈱

イ声丹外科･内科

三菱貞空設㈱

せて頂きます｡

丸彦テ酉造(名)

竹田労務管王里事務所

三昌物産㈱
田中製作所
近畿日本コンクリート=業㈱

㈱都市計画設計
馬句田藤幸

九重会

赤堀つる琴
坂尾久美子

四日市やよい民踊会

‑会員外団体‑

赤堀日召敦

中本寸隆枝会

藤間章都也

+個

㈱三エスコム

隋)山本石本オ店

勝谷㈱

新興建設㈱

人+

喜多化工材店

西川イ呆蔵

矢田豊子

赤堀つる日召

伊藤裕一

;t四水電機㈱

永田冨昌

小原菊子

伸宋産業㈱

イ芦藤頁市子

金森通子

内田八重川

内田逸子

寺不寸幾久子
前島正三台

深山墨筆
深LIJ塁恵

EI召和薬DE=R㈱

栗田禎蔵

常磐扇丹

平成薬品㈱

河合勝巳

常磐扇光月

田辺製薬㈱

木目原

深山福竺

弘

伊藤昌之

深山福美祢

小倉ゆ力､り

深山福雀烏

山城京子
松田早苗

深山福静

松野ノ＼千代

矢田武雄

岡崎美智子

植村光則

石松

技芳堂
法
人
惰)ジョイフレッシュ田中屋 ㈱三ツ塁
河合楽器製作所三重販店
㈱寿哉田電機=業

延

㈱四日市工イエムホテル
開発四日市都ホテル

長瀬十一太

(育)不寸上目寺雨店

小谷眼科

宿)喜卜太八日寺雨本舗

中山烏医院

㈱笹屋

勢州運輸隋)

宇佐美商店
三交不動産㈱
伊勢湾倉庫㈱

山下昌哉
古田内科
市立四日市病院
長谷川長克
原医院

+賛助法人+

早川産業隋)
㈱三井王里イヒ工業

第一製薬㈱

東京田辺製薬㈱
持田製薬㈱

㈱CTY

船橋薬Dl=R㈱

日本トランスシティ㈱
㈱ノ＼手中製イ乍所

武田薬品工業㈱

+会員団体+
コーノレノ＼モロー

大重建設㈱
平和堂
山水園

星野整形外科病院
鳥井医院
桜台プラネットクリニック
匹I日市医師会

㈲松月堂
丸井屋菓子含繭

石田岩月宕科病院

中部給食

マスムラ内科

小黒石肖子店装㈱

魚太商店

森

大宗建設㈱

キッセイ薬占J=R=業㈱

武藤康正

松扇会

細水九Er]席u所

㈱エーザイ
三共㈱

富田浜病院
松尾医院

西川司女

内田公郎

丸藤建設(株)

小山田言己意三品泉病院

松岡勝彦

㈱日興測量設計事務所

立石洋司
寺島二郎
石川内科
川口内科
前田寛之
後藤医院

ーライオンズクラブ一
三鈴工機㈱
高石少海運㈱
東海衣料㈱
エバ工業㈱

斉藤君代

堀木直代
天馬明子

太田洋服店㈱

会‑

宮吉硝子㈱

㈱日比野文勢堂
伊藤大林望
㈱要陶

祢栄美会

藤原工業㈱

早川政代
松田恒美

篠宮矢口子

あくら会

西里予清美

みつ美会

芝 翠穂
早川上ヒ定子

品川愛子

近藤薬草店
森寺工機㈱
東邦地水㈱

水野寿実

美王令会

志EEネ申ネ±

塚田盛久
森喜寿朗

内田みつ代
前田カズ工

カラオケ連合会
宇三台原光舞踊研究所

木村工業
槽…内建設㈱

前田志津

佳用･会

三重酸素工業㈱

山之内製薬㈱

四日市名イ申㈱

黒田光楽隋)

以上193

八郎

服部説子

喜衣乃会さもの学院

イ声勢′S､みづき会

日本アマチュア

思い出いろいろ‑.
各種発表会.結婚式など⑳r⑳
L

‑育

ビデオ.写真.CDセコ
桑名郡多度町香取21

℡(0594)48‑3248

将棋連盟
将棋でひとときを
楽しみませんか
〒510四日市市諏訪町3‑15
いちかビル2F
TELO593‑54‑0625

j旦当:西村

松岡生花店
諏訪花園
福龍花苑
花長南)

三重興震社
後藤化学㈱
岡本頒文堂

39回日本舞用つかさ会発表会
日時5月14日(日)13時開演

会場四日市市文化会館
主催西川司女

第2ホール

ひな人形､五月人形､結納品

人前の勢五

料金2′000円

内容日本舞踊の発表
問い合せ先
つかさ会西川司女
TEL52‑343l

四日市市川原31‑6
TEL33‑0234㈹

‑首｣の骨は､金二百八十円也

変化の妙を尽くすあの｢ろくろ

抜いてある｡そして伸縮自在､

樫の本の頑丈な背骨が一本プチ

のではない｡直径六十センチの

/, :I;/I ?

か｢ハリボテ｣等の生易しいも

ター)の大草履をはいて御座る｡

いざ.

＼＼

足には長さ三尺余り(約一メー

もって適当に取り除いて､無事

に紙を貼った｢ハリボテ｣で､

い｡もし障碍のあるところは前

べて回っておかなければならな

の低いのがないことを子細に調

脱めっこしながら歩いて､電線

て､全市をずっと仰向いて空と

前口に練物のコースにしたがっ

は並大抵ではない｡先ず祭りの

や町(現中納屋町)の世話方衆

て歩かねばならぬので､旧称桶

の大きな図体の人形を引っ張っ
なにしても時代離れのしたあ

大きな手や足､顔は全部竹製

体の中の骨組となるとなかな
＼∴

∫､‑･＼

‑m大入道夜話

＼‑二ミ

＼

轟ぎ･･,,,I

ヽ

1.知立r I.

昔はこの辺りから蔵町一帯へか

けの町｣と書いていたもので'

笑うどころの騒ぎではない｡

この構造に至っては､なかなか

大体､桶の町はもとは｢大化

大liS卜隼九日 伊勢新聞記茄より

しらえてある｡

ーター)の1本の鯨のひげでこ

てやっと求めた一丈五尺(四メ

で'四国の捕鯨会社を探し歩い

大入道の姿はナンセンスだが､

狸の岩戸山は消失後再建) 形でもある｡(大入道は現存､ 郎氏が同時に創案された姉妹人

ろである｡

醤油の桶のた‑さんあったとこ

行人をおびやかしていた｡蔵や､

けて狐や狸がた‑さんいて､通

に知られぬ気苦労があった｡

てい‑のが例年の習わしで､人

用意して､大入道の後からつい

詫び証文と始末書を予め幾通か

は三カ月間は懐中に電線切断の

食わせて切ってしまう世話人衆

所は電線をプツリと体当たりを

くら用心していても､二 カ

こんな目芸口だからあの大入道

百円也｡

ばならない｡

通過の工作を日疋非やっておかね

して'現今の大入道は現存する

する｡この厄介な一事を持て余

それでもさて当日となるとい

センチ｡衣装一切の値段は､二

三十四反｡裾綿入れで厚さ十五

の特注品｡表は三十二反､裏が

｢もんば｣といって､和歌山県産

地に黒の縦縞のデッカイ着物は

大仏より三メーターだけ低い｡

さてあの大入道の着ている白

名古屋の人形師､竹田寿三

のである｡

また ちまち薄黒い有髪に変色

黒の世界もどきの地図ができる｡

日街を練ると電線に擦れて､白

グッと首を伸ばせば､奈良の

花井理事提供

■■■■■

後藤化学株式会社

四日市父誓楽団第1鵬期鵬会

クロス貼
ブラインド他

室内装飾施工一式
指揮::.I.]'lJト炎臣ピアノ独炎:人森純J',

TEL(0593)51‑1330㈹

FAX(0593)5ト1685

カーテン
カーペット

マ‑ラ‑交%':Llt仰1蘇｢IlJ̲人｣

モーツアルトピアノ協炎rHト那21番

本社〒510三重県四日市市三栄町2番l5号

快適なインテリアライフ

m4諾呈;冒去諸,i‑TL団員募集

有限会社服部美装
鈴鹿市寺家TEL0593(86)2477

の青白い坊主頭のテッペンも一

春の夢ゆっ‑りみてる冬木立

はだか木が揺らぐ父母老いてゆく

お別れに熱いお茶でもいかがです

長い橋を渡る鶴のかたちして

曲乗りがうま‑て風のま 生きる

揺れている橋の途中のプロポーズ

酒で得た地位だお酒に溺れよう

冬の序曲枯葉はらりと落ちました

八木 火砂

高倉 君代

坂崎よし子

菱川 麻子

吉田 紫水

内山サカ枝

矢田はるみ

森 よしゑ

曲り角味方が糸を引いている

組曲がある吊革の真ん中に

負けたとは思っていな 木は燃える

木もひとり私もひとり秋暮色 石田

汗の匂いと素顔に弱い私です 高井

蚤とぶ里はそんなに甘‑ない 伊藤

ら領きあへり 塩浜 河北ひさ子

もの言へぬ煙との会話は手を握り微笑みなが

扇宴の灯に映ゆ 赤堀 古川 みさ

その父 歌集成りたるよろこびを舞ふ娘の銀

腐のり‑る 生桑台 矢出 せい

水槽へいれし女の白き掌にさ揺らぎながら豆

み手を組ますも 広永町 飯田トミ子

耳もとに呼べど応へずぬ‑みなは残れる母の

石あたかき 桜町 坂井 敦子

希ひ持ちて地蔵の目鼻撫づる手に秋陽の中

第4 5回四日市 民文化祭短歌大会秀歌

パッション歌壇

細貝武司選

伊藤
A

寿
子

胸を踊らせています｡
チケットは'市内各プレイガイドでどうぞ｡

が初めて｡ぜひ多‑の万に聴いてほしいと'

ピアニストのひとりです｡

ールで受賞するなど､将来を期待される若手

生れ故郷の四日市でのリサイタルは､今回

いと､便りがありました｡

岩野さんは小学生の頃から､数々のコンク

美
恵

多
恵

花の種蒔いてるときにある微熱

角瓶を抱えバイブル読みあさる

忘却の酒が恋しい冬木立

橋爪吉五郎 酒井 英男

田辺 逸子

高橋 忠

性善説が朽ちた吊橋渡らせる

みさんから'四日市でコンサ1‑をひらきた

どの角も曲がれば苦い風を抱‑

木の下で確かに読んだ風なのに

ウィーン国立音楽大学に留学中の岩野めぐ

川柳よっかいち

る をそっと拭きやる 西町 長谷川君代

言語障害の友 アリガトの言葉出でて涙あふ

日のもの 大宮町 加藤 光子

ふる里の電車に乗りて耳にせる靴は吾の若き

ひて大手振りゆ‑ 三滝台 山本すず子

あざみ咲‑野に口笛を吹けといふ児をともな

ごめ‑ 商いかるが 早川 初代

レ
ーク■ヽ

故郷で
リサイタル

小河 柳女 坂井 兵

保地桂水選

ピアニスト岩野めぐみさん
4月18日休日8時45分開演
四日市市文化会館第2ホール

玉腸固

松岡生花店

㈱要陶

四日市市水沢町4860

四日市市日永5‑3‑6

四日市市城山町7‑45

TEL〈0593〉29‑2019

TEL(0593)45‑l667

TEL(0593)3卜318J

書材の店

了阜畝L林蜜
面465名古屋市名東区朝日ケ丘63
TEL(052)776‑l88‑
FAX(052)776‑J88l

駐車場地下に作ると駅前の奈落底に人らう

会場 四日市市文化会館 日時 4月18H㈱午後6時45分

主催 お問い合わせ先 料金 2000円

お糾い合わせ先

岩野めぐみピアノリサイタル

〜 I‑朋 里力会
l ▲ l■l一■̲

会場 川〓‥山車文化会館

料金 2000日

I = .∫TJI日 ‑

‑ いI A.一･ Ij1 ‑ 日り･ .

お問い合わせ先 料金 無料 主催 深山流福静会

お問い合わせ先 花井峰昇

莱‑回里寿会舞踊発表会

会場 菰野町福祉センター

日時 2月1 8日㈲1 0時3 0分

お問い合わせ先 小森秀峯 料金 無料 主催 華道家元池坊四日市支部 会場 松坂屋四日市店 7階

第柑回深山流福静会

(文化協会主催･後援イベント)

日時 2月1 5日㈹〜20日㈹

花は李をめぐる

固/園0593◎0 27
圏0593⑳2106

囲0593⑬1874

岩野めぐみ

西川里寿

第2ホール

固0593⑮50 6

第2ホール

福静会

お問い合わせ

会場 四日市市文化会館 目時 4月2 8日㈲午後2時開演

料金 10 0円(小人70 円)

第柑回定期演奏会 四日市交響楽団

お問い合わせ 入場方法 入会は会の事務所で｡

会場 四日市 文化会館 日時 5月2 1日㈹午後6時1 5分

囲0593⑫0371

お問い合わせ 四日市演劇鑑賞会

こまつ座頭痛肩こり樋口一葉 四日市演劇鑑賞会第1 6回例会

四日市演劇鑑賞会事務所

国/図0593⑬3248

ホール

会場 四日市 文化会館 日時 3月15日㈲午後6時1 5分

入場方法 入会手続きは､事務所

年会費20 0円

お問い合わせ先 料金 無料 主催 常磐会

劇団民芸クレイ クリスマス 四日市演劇鑑賞会第1 5回例会

会場 四日市 文化会館

日時 3月3日㈲1 0時

常磐流創流2 0周年舞踊会

で受付｡入会金10 0円
園0593⑪5348

第1ホール

中村ヨシミツ音楽事務所

年､全曲オリジナルです｡ ギタリストとして活動歴30数

cDアルバムが完成しました｡

(事務局)030･4 7･9796

◇魂のギター 中村ヨシ三ツ

会場 四日市 文化会館

第3ホール

第1ホール

常磐扇舟

(会員からのお便り)

お問い合わせ

囲/図03･3971･9262

第2ホール

第2ホール

日時 平成8年4月2 1日㈲

評議員会 四日市市文化協会

平成8年度

お問い合わせ先 料金 無料 主催 圭若会

会場 四日市 文化会館 日時 3月28日㈲〜3 0日㈲

料金 無料 主催 三省会

午後2時〜

会場 四日市 文化会館

日時 3月1 7日㈲

瑞穂流舞踊発表会

四日市市安島2･3･2 2 固0593⑳0371

固0593⑳8696

安島コーポIF

第1展示室

第1ホール

金森通子

過,Le圏‑お花をお届けします

閑職凝モト

諏訪花園
四日市市諏訪栄町2‑8

西浦本店プラザホテルj7ネ､ソクス店

御注文は℡52‑8490㈹

TELく0593〉52‑7758

四日市市文化協会

平成薬品㈱ 四日市中日文化センター 武田薬品工業㈱

北勢インフォメーションサービス

オリンピアスポーツクラブ

大宗建設㈱

八法人会員)

日置 記平 前田 衡延 田中 武 田中 俊行 古川 錠子

(個人会員)

私たちのサポーター/

部門内容一覧表
l.文

芸(俳句･短歌･川柳･散文･評論など)

2.美術Ⅰ (絵画･書道･写真･映像･グラフィックデザ
インなど)
3.美術ⅠⅠ (彫塑･工芸･スペースデザインなど)

4.邦

楽(琴曲･三絃･尺八･吟剣･剣詩舞･民謡･長

唄･端唄･小唄･大正琴･現代三味線など)

昭和薬品㈱ ㈲岡田文化財団 ㈱cTY ㈱シーシーワーク 東海出版㈲ ㈱八神製作所 ㈱松坂屋四日市店 船橋薬品㈱ 中北薬品㈱ ㈱中部近鉄百貨店 ㈲水九印刷所 日本トランスシティ㈱ グリル四日市

5.洋楽Ⅰ (合唱･声楽･オペラなど)

6.洋楽ⅠⅠ (吹奏楽･軽音楽･民族音楽など)
7.洋楽ⅠⅠⅠ (器楽･管弦楽･リトミックなど)

8.演

順不同､敬称略

劇(現代演劇･ミュージカル･ニューウェイブなど)

9.舞踊Ⅰ (日本舞踊)

相.舞踊ⅠⅠ (創作舞踊･民謡おどりなど)
ll.舞踊ⅠⅠⅠ (洋舞･バレエ･民族舞踊など)

●年会費

12.生活文化Ⅰ (茶道･煎茶･盆石･華道･香道など)

ワーデザインなど)

2 ‑10 ･･

･･･ 3.000十(@､200×iS･.紬罰)

ll‑20 ･･

･･･4,000+(@2OOX'U7:鈷Ff)

21‑30

‑

5l〜100 ‑

loレl.000 ‑

15.伝統文化(能楽･狂言･雅楽･浄瑠璃など)

‑5.000十(Ca200×1Jt.録f;‑)

･‑6,000+ (唇､200×苛録P;.)
････8,000+(Ca､200×1.至録荷)

‑10,OOO+ (Co･200×な鈷Pi)

※Jrf.し､ ､J']'Jiの間､年会'Fyのiふ[:,';'grlは､ 50.000

llはする｡又､ If1.､;･'･′1三111卜は免除する0

16.趣味教養(囲碁･将棋･カード･人形･着付け･料理･

号乍肋仝Ll (個人)一日5.0001り
鞭肋仝Ll (法人)一一日10,000lJ]

芸術鑑賞など)
17.自

然(天文･地質･動物･植物･都市環境など)

18.文化交流(国内外交流･ボランティア･太鼓･社交ダ
ンス･フォークダンス･レクリエーション

など)

19.芸能(歌謡･落語･演芸など)
20.その他

務局までお送り下さい｡

四日市市文化協会

入会のご案内

構成人員

3l‑50 ･･

川.歴史文化(郷土史研究･文化財保存など)

込書に添えて下さい｡ たは､貴会の名簿を'入会申

Il:.会JLi (川体)全鮒ま構成人数により異なり
ます｡

13.生活文化ⅠⅠ (盆栽･菊花･山野草･園芸･水石･フラ

●入会申込書にご記入の上'事 (入会方法) い分野の仲間がいます｡ 暮らしの文化から芸術まで幅広

●団体の場合は､.登録リストま

II:.仝LJl (偶人) 3,000rT]

I‑ == ̲‑‑ ‑=潤

