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特集:出会いと交流
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理由としては､その奥 深さへの探求と共に､仲間との

それぞ に工夫されて書かれたようです｡

慮し､写真やイラストを多‑採り入れました｡

と7体になった活動､違った分野との交流などにつき､

また､読む雑誌から見る雑誌に移りつある時代を考

皆さんが'それぞ の文化活動にいそしんでおられる

きました｡

全ての部門から出揃わなかったのが残念ですが､市民

部門一覧と掲載ページ

テーマ『出会いと交流』

今回は､テーマを決めて'各部門から原稿を寄せて頂

誌名の

thパッション')は､燃えるような"情熱''の意味.

部門

乖

1.文芸 僥

饂ｩnﾂ

ｾR

ｨ慊

ページ

ﾉob韃Y[b餠ﾙ

2.美術Ⅰ 3.美術Ⅰ 丶x枌顋

;定

ｩ

粨吠

ﾂ

,

r

8

H42

ツクデザインなど

4.邦楽 5.洋楽Ⅰ 仗Xｼり蓼ﾋr竟ｩJ｢霎

表紙

湯

彫塑.工芸.スペースデザインなど 釘

四日市 文化協会 広報部
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靄X鞁Y

民謡.長唄.端歌.小唄.大正琴.
現代三味線など

について

合唱.声楽.オペラなど
6.洋楽Ⅰ

Hｧ定ﾇ

乂帝j

7.洋楽Ⅱ 舒ﾘｧ定ｬxﾋxｧ定8ｨ6x7
8.演劇 9.舞踊Ⅰ 侏ｹ
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15‑16

7 12
ｸ4R

エーブなど

日本舞踊
10.舞踊Ⅰ
広報部へお送り‑ださい｡お待ちしております｡

など､そして広告のご希望も含めて､文化協会事務局の

来ることを期待しております｡
た‑さんの'ご意見､ご要望'原稿､写真､イラスト

さんから､更には広‑市民の皆さんから声が寄せられて

のです｡

今後'私どもの情報誌｢パッション｣には､会員の皆

りませんが'視野を広め､心豊かに文化を楽しみたいも

に彩りを加えることでしょう｡

世はマルチ･タレント時代‑その時流に乗る必要はあ

敬愛の思いを深め､自分でも経験してみることも'人生

と無‑色々な文化にも触れて､その良さにも目を開き'

1芸に徹し秀でることも大切ですが'枠に囚われるこ

ょうか｡

出会いと､そして交流の楽しみ′が有るからではないでし

鞐ﾉY

wるj

ll.舞踊Ⅱ 况ﾙY

12.芸能

wyw

r

8ﾈ4r駛

ﾉwr騙靜｢陂佗ﾈ,

13.生活文化Ⅰ

9;帝

y(2馮

Y

w

r

10 12

r

粨揄;定ﾘ

ー4.生活文化Ⅰ 15.歴史文化 冏鞋ﾒ雜X截韃)nﾉ

;

r

陂 ﾇﾂ Y 粐 6‑7 8

フラワーデザインなど

郷土史研究.文化財保存など
16.伝統文化 僞ﾈｧ定ｻhﾋ粨楮ｧ定
17.趣味教養 18.自然 19.文化交流 20.総合

)}ｩy

ﾘﾎ定弴ｯｲ ｨ ｸ6る ﾈﾆ

r
YWH*

料理.芸術観賞など
天文.地質.動物.植物.都市環境
など

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
リエーシヨンなど

どのジャンルにも属さず活動する部
門

広報部

114

15

3

ll 6 ll 13

たいと思っております｡

の文化祭を'最高のものにし

l月1日に行なう洋楽‑部門

盛大に行なってきました｡

市民文化祭では毎年合唱祭を

分の名前を見つけた感激は'

る｡初めて地方版の片隅に自

である｡

まり'もう二十年も続いてい

伝えられる'最短形式のうた

るように'人間全ての思いを

歌より短‑て､生活をメモす

私の川柳も新聞投句から始

今年は個人会員も増え､十

ている｡

川柳入門

川柳が今'面白いと言われ

俳句よりかしこまらず'短

文芸 樋口 仁

市制百年記念式典にて
いる先生はいない｡それでは

日市周辺には笛の稽古をして

希望は能笛の稽古｡しかし四

ての長話｡

始まって'色々と能楽につい

をうかがいたいのですが｣ に

近能楽に興味があって'お話

を見てお電話しています｡最

｢モシ ｡能楽まつりの番組

サックスを吹‑彼女の第一

しい仲間との交流が始まる｡

嬉しい後継者

電話が鳴る｡若い女性の声

伝統文化 赤井垂規

.,)

ら始める人がいたことは嬉し

に､ちょっとしたきっかけか

古に励んでいる｡

かないと後悔するよと先生を

紹介し､二十四才の彼女は稽

り'最初からプロの先生につ

仕舞をしようということにな

自のコンサートを催したり､

属しています｡

毒夫さん､水谷直子さんが所

合唱八団体と'個人会員内藤

今でも忘れられない｡

活に潤いが生まれる｡ユーモ

川柳感覚が身につけば'生

(.Jりシ

ルハモロー'コールルンデの

コーラスあぼろんの会'コー

四日市少年少女合唱団'女声

合唱団も個人もそれぞれ独

若い人の少ない能楽の世界

アも人間味も出て‑る｡スト

仰臥

′:
い｡これからに期待しよう｡

ップ･ザ･老化にもなる｡楽

だから川柳をお勧めする｡

音'四日市レインボウ女声'

シルバーコーラス､コール歌

歌いませんか

私たちの部門には'四日市

洋楽‑谷村るい子

大童建設

思い出いろいろ‑
各種発表会儲式など⑳L砂
/‑‑一頭

〒510‑0826四日市市赤堀1丁目1番16号

電話く0593〉52‑8287

53‑2031
FAXく0593〉51‑7795

ビデオ.顎.CDセコ
〒511‑0102桑名郡多度町香取21

℡(0594)48‑3248

日本アマチュア

将棋連盟
将棋でひとときを
楽しみませんか
〒510‑0085四日市市諏訪町7‑17

TEL(0593)54‑0625

担当:西村

書材の店

了手取L和宮
@465‑0041

名古屋市名東区朝日ケ丘63
TEL(052)776‑1881
FAX(052)776‑1881

会加盟団体は'詩吟五'剣詩

います｡

の紹介と､案内をしたいと思

現在'吟詠･剣詩舞の当協

発表活動を続けています｡

なり仲良‑時間を分ち合い'

分野 (三十二団体) が1体と

代三味線･大正琴･民謡の八

曲･吟詠･剣詩舞･長唄･現

マチュアとプロの問題や'地

邦楽部門

現在我が部門には尺八･等

今回は｢吟剣詩舞の世界｣

ました｡

より'両者提携の大筋が出来

宿で'伊賀の谷本氏の快諾に

前年の開催地石川県視察での

融合の話がトントンと進み'

五人の委員中四人が陶芸で'

委員会の主任をしていた時'

えの要綱を検討中で'工芸部

丁度'第九回国民文化祭み

又'文化祭要綱の中で'ア

伊賀焼と甫古焼の融合について

部門長 山路泰洲

副理事長美術H 里…田耕三朗
是非ともご高覧賜り､ご意見

予定です｡

文化協会 員の皆様には､

時三十分開演で十六時終演の

平成十年十一月一日 (日) 九

で盛大に開催します｡

四日市 文化会館第一ホール

市にて実施しています｡

於いて'毎年部門祭を県内各

洲) に加盟Lt 県民文化祭に

四千五百名'理事長･山路泰

剣詩舞道総連盟 (二十四会派

に参画､母体である三重県吟

五団体は県の文化団体連合会 舞三の八団体であるが､うち

果的な融合を夢見ながら､今

と片や江戸寓古の流れとの効

れてスタートしました｡

内容は､野武士的な伊賀焼

今年は第四回を迎え'会場

に森一蔵氏'理事八名が選ば

会長に谷本光生氏'事務局長

は初代会長に黒田耕三朗､副

続きました｡

在り方など､興味深い論議が

場産業におけるプロと作家の

さて'三重県陶芸作家協会

展を願い筆をおきます｡

を頂きた‑思います｡

年で四年目を迎え'益々の発

.I. )

三重県陶芸作家協会展

Ill+lJ!LLl削lull田■L+tdJLlTA̲tlt+ll.

胃腸科.消化器科.虻門科.外科

石田胃腸科病院
院長石田克久
四日市市朝日町1‑15(JR四日市駅前)℡く0593)53‑3313㈹
●診療時間/AM9:00‑PM1:00PM2:00‑PM7:00

●休診日/日.祭日.土曜午後
四日市市富士町1番147号TELく0593)32‑6600FAXく0593)32‑6688

5

しめますよ｡

新しい世界が開け'人生が楽

入って活動してみませんか｡

っているあなた､是非仲間に

団体で構成されています｡

的趣味をもって集まった'種々

今'何かやってみたいと思

で認識しているのか疑問｡

かされていることを､どこま

ていること､自然によって生

しい｡

植物の多‑が､姿を消して久

したトンボ'チョウ'野鳥'

に残っている｡以前よ‑目に

四日市'しかし里山はわずか

自然と文化

かなりの自然が破壊された

私たちは自然の恩恵に浴し

今日'地球環境が取り沙汰

自然 石川勝彦

えち

愛知川での採石会

まりです｡

せて八十人近‑の演奏家の集

ボーンの今村照行さんの合わ

ギターの加藤敏夫さんトロン

と､ピアノの岩野めぐみさん'

サンブル (ピアノ) の三団体

ックセンター'グループアン

団'中日マリンバ･ミュージ

の団員から成る四日市交響楽

今は'来年初めに予定され

交流してみませんか｡

音楽は楽しく

洋楽m部門は'六十人余り

など自然との出会いを通じ'

い｡色々な昆虫'野鳥､植物

を文化として'育て いきた

友としている｡この取り組み

洋楽m 川村ひろみ

シラクマホシクサ(詳しくはお尋ね下さい)

ぜひおいで‑ださい｡

テージを企画中です｡

と思いますので'みなさん､

めた'珍し‑て迫力のあるス

らのあらゆる楽器を一堂に集

ている演奏会に向けて'これ

とても楽しい演奏会になる

える人達が共有できる'文化

見出だLt お互いに研鉾し合

人との関わりの中に楽しみを

集団へと発展してゆきます｡

我々､生活文化H部門は'

流が始まり､個人から仲間'

引かれるものを感じ合って交

ます｡その出会いの中で何か

な人と色々な出会いをしてい

ていると'色々な場面で色々

人間､この世の中で生活し

生活文化H 八重田康幸

新しい世界を

マリンバの調べ

BigBand
Autumnダンスパーティー'98′

岩野めぐみ(ウィーン留学)
帰国記念ピアノリサイタル

テナ‑サ.?クスdB1辺信男が
発LL一昔をプr2ヂ1‑刀

サンセットポップスオーケストラ

創立25周年記念
1998年9月19日tt)PM6:30

四日市市文化会館第4ホール

入場料.前売り1,500円
(当日2.000円)
☆チケットのお求めは､四日市市文化会館ほか

ー998年10月12日洞)19=00開演

四日市市文化会館第2ホール

入場料2,000円
(全自由席.当日2,500円)
‑チケットのお求めは､四日市市文化会館ほか

演奏を象りますoお気軽にお電話くださいo
! 一■ 佇ｸﾚYN)
7
ｸ6X4( ｸｧxﾕｨ
H檍ｦX顗487 86x,ﾂ
℡0424‑66‑2928℡040‑827‑8804

田辺音楽事務所

されている｡私たちは自然を

いた行事である｡

に帰る'皆が楽しみに待って

内を一周Lt 隊列を造り各町

灯をつけて再登場して神社境

ちん

のテーマに変身させ (各町は

当日まで秘密)､暗‑なって提

そこで主に前木偶をその時代

車が'一旦浜田方面に向かい' し 練り込みを終了した各町の山

んと呼ばれる程'湖北三郡の

真宗寺院の中核を成し'人々

｢帰り山｣とは'諏訪神社の

昨年は市制百周年のために

参詣した｡そこは長浜御坊さ

能的な量感を覚えた｡

豊麗な姿態に､仏身ながら官

音菩薩が､腰を僅かにひねる

そして蓮如上人の大通寺に

四日市祭りの帰り山

行をした｡

地方に絞って'1泊二日の旅

渡岸寺では国宝十一面観世

亀山の鍔工達は国友の出身

今回の研修は'滋賀県湖北

でぐ

つば

美術‑大入道保存会 長 花井峰昇
ちょ,フ

ど

it.
無いため'伝統文化の継承と

事で'若い人形師達に理解が

のである｡

この帰り山は戦前までの行

姿で'大観衆の声援に応えた

の梓を着せ'赤袴の正装した かみしもはかま 頭には大銀杏を結い'紋付き

なった｡

六十年ぶりに復活した行事と

各町は特別に趣向を凝らし､

れている｡

亀山住国友貞栄｣と銘が切ら

国友姓を名乗っている｡

当町は横綱貴乃花に変身'

国友鉄砲の流れを‑む者で'

へ移住した鍔工(間鍔)達は

る｡十八世紀に伊勢の国亀山

わが国鉄砲鍛治の故郷でもあ

実感した｡

に親しまれ'今も篤い信仰を

次に訪れた長浜国友町は'

小生が所蔵する鍔に ｢勢州

歴史文化 木下武一

さだよし

はぎまつば

見つつ/

の出現‑ ､二十一世紀を夢

後継者育成を計ったもの｡

加入歓迎｡

ライトに輝‑各町の帰り山

感銘を深‑した｡

古美術を愛好する方々のご

国友とは鍔が取り持つ緑で

国表鉄砲鍛冶の旧宅前
ー一11h

†LPl‑ ‑P‑ zLPl■P‑‑JAB‑ dlP‑dP'‑dP'‑神‑‑W ‑畑‑

この春に開催された

四日市･彦根･鈴鹿

み

…
l亨l】dhlF号l専lこ号lモー..号ー喜‑

｢三都市写真交流展｣

日本料理み++'11く
近鉄四日市駅前農協ビル地下1階
〒510‑0067四日市市浜田町4‑20

の会場風景

T E L (0593)51‑1745

(提供･東海総会美術家連盟)

F A X (0593)51‑2207
%
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♂

考えております｡

発の効果が得られ ば幸いと

全般的な面において､相互啓

によって'文化面のみならず

展覧会その他で交流を持つ事

異なったジャンルの方々と､

写真は会員達の作品です｡

るものへ'舞台に立つ感動'

ています｡

って始める人などが増えてき

中断した人､新たに興味を持

にいる私の今の感想です｡

来なかった人'事情があって

バレエは見るものから演じ

見である｡それが教える立場

いう考え方は'今や極めて偏

バレエへの招待

｢バレエは子供の習い事｣と

子供の頃にやりた‑ても出

舞踊Ⅲ 石井 亨

しんでいます｡

二回のカラオケと食事会を楽

います｡

同志の親睦を深めようと､年

一度も途切れる事な‑続けて

うと始め､現在まで二十年間

ンスを楽しむサークルを持と

の午後の二'三時間'社交ダ

昭和五十三年十月に'日曜日

ます｡

ってい

いと思′ 続けた

文化交流 水谷正勝

今後も♪♪

です｡

て愉快

知る事

が出来.i

ない会員の別の顔をうかがい

スの例会時では見る事の出来

クエストの大洪水です｡ダン

専門派と'入り交じって､リ

派'新曲追っかけ派'ド演歌

のがあります｡

なたも味わってみて下さい｡

友の別の東を

四日市社交舞踏同好会は'

過一回の例会に加え'会員

ものは､想像以上に大きいも

日々のレッスンから得られる

ことが全てではありません｡

いるより'何倍もの喜びがあ

ります｡もちろん舞台に立つ

こんな素晴らしい世界をあ

大好き派､ムードソング専門
カラオケでは､デュエット

面で立派な人の集りです｡

会的'人間的'その他全ての

門的な事は出来ませんが'社

に加入させて頂きました｡

チュアばかりの集まりで'専

この同好会は私以外はアマ

らぶ｣を'四日市 文化協会

ア陶芸グループ ｢どろんこ‑

私の参加している､アマチュ

どろんこくらぶ

当理事を仰せつかり'そこで

今回'私が美術H部門の担

美術H 水谷 幸勉

ついて足を運ばれることを提起したい｡

会があれは控起したいと思っているQ 財閥のあり方も関わっていると思うので､機 ではないと思う｡それは'今後の文化振興

いま'四日市の文化状況がそんなに元気

ールをみんなでつくりしけたいのである｡ いと思うのである｡つまり誰でもわかるル は､その使い達も､オープンであってほし

あるように思う｡ なっている｡これには'いろんな問題点が 付 (内定を含む) が各地区市民センターに 姐によって運用されており､現状では､受

関心のある方はt l度'申請の手続きに

基金の条例は立派なのだが､挺当課の裁

いるのだが'市民に呼びかけて集めたもの ではないだろうか｡市の群立金も含まれて

活用事業が､思うように行われていない｡ て'運用益の著しい減少で本来の文化振興 そうだが'現在の経済の急速な悪化によっ

ように使われているか知らない人が多いの
そのことはさておいて'この基金がとの

中でいろんなことを発見することができた｡ 去七年間の使途を調べることができ､その 味があったので､文吉の公開手続きで､過

基金二億円は､やっとの思いで達成でき

基金ガ少なくても

私は､市の文化振興基金の使われ方に興

文化状況が元気になる
趣味教養 西村邦彦

運用ルールの確立を

石井アカデミー.ド.バレエ
教帥イ1‑1卜‑Jr.L.八イTL)LJJJl.Ji‑(.

イTL)1‑..イT‑)r‑亜希f‑

柿‑.r;場ll̲L日日h‑､棚1'1判一人'宗ビル4F

pLll川J'‑rli松本ときわ文化センター
llLH川J‑‑fIJ‑一番街中日文化センタ‑

津‑lIJ‑センタ‑パレス中日文化センタ‑

鈴鹿llJLH+スイミングスクール

※成人初心者クラス新設(日曜)TEL.FAX(0593)52‑9058
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緊張､興奮は､客席に座って

会であった｡

には'た‑さんの子供達も招いて盛

浩｡作曲･堤浩) の曲を披露する会』

｢一期 会｣ (作詞･森井勧一郎'堤

井勧一郎さんともご緑が深い｡

っている｡｢三重水琴窟研究所｣の森

てふ｣ の萩こてふさんとご緑が広が

七月十三日の 『水琴窟と水琴の会

ている｡

として'｢我あるがま に社会参加しょう｣と確認しあっ

トワークの会である｡ひとり が生活文化の担い手

に耳を傾ける幼児の表情に'心うたれてつけた市民ネッ

｢水琴の会｣に水琴窟が出来た｡会名は'一滴の水音

最近は､大安町のハープ園｢てふ

市民のネットワークを

″花フェスタみえ″ での印象です｡

見出だせる日本人の感性｡

大きい輪を'た‑さん作ってゆきたい｡

い分野で'それぞ 異なった美しさを

これを大切にしながら'小さい輪や

大根'蕪､とうもろこしを花に見立て

て活けているコーナーなど｡

以上に､大きな輪になって〟和″を造り上げた喜び｡

柱を立て'花を吊り下げて花のマットを作ったり｡

またその隣では'畠でとれた南瓜や

同じ花を活けるにも'このような広

も花を活ける心は同じ｡一つになって出来上がった作品

広いドームに集って活けた秋の色 大作｡流儀は違って

大きな輪を作ろう生活文化‑

また隣では何百鉢もの花を'ガーデン風に並べ'高い

総合水琴の会代表

西村昌子

福田千沙子

』場してくださり'これ程文化活動に興味の有る方がいら
日市の文化は旺しい｡

えたのではないだろうか｡

隣町に住む私には'それでも四

人間を拒否するコンビナートに例

彼は四日市の文化の薄さを倣然と

など或る種の苦悩ではないか'と｡

解釈するとこうなる｡人々の生活の息遣いや時間の重さ

を'ふっと気付かせて‑れる｡彼の言う背景を私なりに

いような情景が'最後に重要なファクターであったこと

ない‑｣四日市で活躍する或 演出家の言葉である｡

ずっと寝ている人が居たりする｡全然ストリーと関係な
彼の作品には'何気ない1つの電灯があったり'劇中

｢文化には､背景が要る｡コンビナートでは背景になら

文化の背景って何だろう

●●

総合川越町在住 諸岡 裕

思っております｡

とても良い経験になりました｡

輪を広げる為にも､出会いを大切にして'活動したいと

この文化協会での発表 機会に感謝し'今後も文化の

っしゃるのかと'改めて痛感致しま た｡

ーの善し悪などを見せて頂き'自分を見詰め直すのに
多‑の人々と交流が出来､他流の方々の良い所とマナ

福を求めて､頑張りたいと思います｡

昨年の民踊､創作の発表会にはへ た‑さんの観客が入

創作二十 団体､民踊十二団体が加盟しています｡

創作､舞踊の会員は励まし合いながら'若さ､健康'幸

文化協会と市の文化発展の基礎になる為には'民踊'

文化協会に所属して早‑も三年'今､舞踊H部門には

出会いを大切に舞踊附田逸子

閉会｡沢山の収穫と宿題と充実感を持って帰った｡

トビルのミュージアム化等々｡程よ‑

文化と住宅団地との接点'駅前ゴース

を交えて話の輪をうま‑広げる｡町衆

ターの大学教授 (生涯学習) が､客席

するユニークな提言を'コーディネー

人学生､自営業､郷土史家) から続出

校演劇部顧問'声楽家､洋画家､社会 和やかな空気が充満｡公募者から選ばれたパネラー(高 化協会｡ 場内は総会終了後の文化協会員で熱‑そして

所は桑名市コミュニティプラザホール'主催は桑名市文

のテーマに魅せられて桑名へ｡時は五月二十四日㈲午後'

と文化の関わり｣､第2部｢二十1世紀の文化への展望｣)

『創造性と文化を育むまち』をめざして(第1部｢行政

バナー記念事業として創設されたものです｡

シンポジューム『桑名』に学ぶ 広報部･塚田盛久

の市長加藤寛嗣氏と協議しガ 化社会到来に備えて'その時

ガバナー石田克久氏が､高齢

に､当時のライオンズクラブ･

実績を重ねています｡

て『市民大学塾年コース』が開設され､すでに十四年の

いますが､私たちの町･四日市 では'他市にさきがけ

このコースは昭和五十八年

内容は'教養課程一年間と専攻課程一年間で､内外の

塾年市民の学びと

近頃'生涯教育を大切にする機運が益々高まってき

出会い･交流の場

広報部

血

伊‖｣｢｣.1

開店｡
是非いちど'のぞいて‑ださい｡

の税務署前に'スタンドバー｢HOT HOUSE｣を

との抱負です｡

たい｣という永年の夢がこのたび叶い'湯の山街道沿い
また､｢歳をとったら'女房と二人で小さなお店を持ち

か､ジャズを目指す若手の指導なども手がけていきたい

奥さんと二人で帰郷｡お住居は北浜田です｡

て､全国的にも大活躍された井口純夫さんが'この程､

各地区市民センターまたは教育委員会生涯学習課へ)

今後は'三重県や名古屋市を中心とした演奏活動のほ
ンド部から､ジャズ･トランペッターのプロとし

*トランペットの井口純夫さん

市内西町の出身で､四日市商業高校のブラスバ

四十年ぶり帰郷
*

15

ています｡

関心の有る方は'ぜひ来春からのコースに｡(詳し‑は

術‑) など'文化協会のキーマンの方々も指導に当たっ

克久 (理事長)'｢書道クラブ｣花井峰昇･花井高峰(美

岡野繁松(元副理事長)'｢脳死･尊厳死について｣石田

について｣赤井垂規(伝統文化)､｢ボランティア活動｣

環境｣石田昇三(自然)'｢能の世界

生｣斎藤立美(洋楽‑)'｢昆虫 と

し'講師には'｢歌と もに楽しい人

来て'豊かな経験をしています｡

今年も'合わせて二五四名が受講

は新たなる発見と､多‑の友達も出 性化などを学んでおり'参加者各自

のルー '伝統文化への造詣､心と体の健康'郷土の活

優れた講師から､自然と環境への関心､明るい市民生活

オリンピアスポーツクラブ

㈱シィ‑･ティー･ワイ

㈲岡田文化財団

イング㈱

(法人会員)

毛利 彰男

将村 茂雄

申出 降平

日!?I;] 記平

(個人会員)

岩名 秀樹

田中 武

ルで開く｡

私たちのサポーター′

を'九月五日(土)四日市 文化会館第1ホー

三十五周年の記念リサイタル 『夢幻』

村ヨシミツさんが'四日市で演奏活動
本市出身で'プロ･ギタリストの中

古川 錠子

中川 正春

永田 正巳

ギター中村ヨシミッ

舞台生活3 5周年‑･

黒田耕三朗

田中 俊行

㈲有美広告社 ㈱八神製作所四日市営業所 水九印刷㈱ 船橋製薬㈱ 日本トランスシティ㈱ 東海出版㈲ 武田薬品工業㈱ 大宗建設㈱ ㈲信誠薬品

五十音順'敬称略
わせは'℡52‑3426 (土井) まで｡

五百円)'文化会館ほかで前売り中｡お問い合

即興演奏で幕を閉じる｡その激しさが魅力だ｡
開演は午後六時｡前売り二千円 (当日二千

きたが'いつのステージも魂をた きつける

んが曲をつけた作品も､何曲か紹介される｡

演や'シャンソンなどと もジョイントして

これまでも'琴､三味線､尺八'大鼓との共

出演のほか'作詞家の阿木耀子の詞に中村さ

の荒井姿水'朗読には俳優の人相朱美などの

ンの平松加奈'地歌舞の古津備峯'薩摩琵琶

の歌い手として知られる香川有兄へ バイオリ

今回の記念公演では'ポルトガルのファド

魂をたたきつける

即興演奏の魅力
込書に添えて下さい｡ たは'貴会の名簿を､入会申

正会員(個人) 3,000円

正会員(団体)会費は構成人数によ

り

異な

●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

●受付 火〜金曜午後一〜五時

●年会費

務局までお送り下さい｡

川‖小山文化協(.i

り

ます｡

入会のFJ案内

構成人員
2‑10･･‑･

‑･3,000+ (@200×登録名)

ll‑20‑･

･‑4,000+ (@200×登録名)

21‑30‑‑

･‑･5.000+ (@200×登録名)

31‑50‑･

････6.000+ (@200×登録名)

51‑100 ･･

‑‑8,000+(@200×登録名)

おおかわ

101‑1,000 ‑‑‑ ‑10,000+(@200×登録名)

丈但し､当分の間､年会費の最高額は､ 50,000

円とする｡又､中学生以下は免除する｡
賛助会員(個人)一口5,000円
賛助会員(法人)一口10,000円

までご送付‑ださい｡ 待したいのです｡ぜひチケットを事務局 してくださっている方々をご一緒にご招 方々と'日々ボランティアとして介助を

(何校でも結構です)｡障害者を抱えた

※プレゼント･チケットにご協力‑ださい

〔お願い〕

ストなどもお寄せ下さい｡ 提言､情報のほか､写真､イラ ちしています｡文芸'歴史'ご

●発行所 四日市 文化協会

●誌名のパッションは､燃える

会員の皆様からの原稿をお待

●原稿募集

石川勝彦石松 延桂山孝美 塚田盛久西村邦彦中島一

ような″情熱″の意味です｡
0593(5 1)3729

TEL･FAX 四日市市昌栄町2 1の1 0

〒510‑0057

昨年度は､情報誌の発行が遅延して申し訳ありませんでした｡

●編 集 文化協会広報部 ●発行人 石田克久 ●発 行 平成10年8月26日 パッション 第1 0号

するということだからね｡ に加盟の私たち自身が'後援

会後援の本当の意味は'協会 のあるものにしたい▼文化協 ね｣ と言わせるような'重み あるものなら､ぜひ行きたい 皆さんに ｢文化協会の後援の し出しだけではな‑､市民の い▼しかし本当は'名称の貸 販売を事務局で扱うことくら 流すとか､せいぜいチケッ‑ えば'マスコミ関係に情報を し'協会側で きる支援とい 支援する'という意味▼ただ で'それに対して文化協会が ってもよろしいかということ 援団体として'その名称を使 それは四日市 文化協会を後 い』 の意味をご存じですか▼ た時に出す 『後援名義使用願
発表会などの行事を計画し

こらー心り力?･0 ･
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