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全国的に､祭礼を中心とした伝統芸
能の'後継者不足が叫ばれています｡

我が四日市巾においても'文化活動

全般に亘って高齢化が進み'後継者の若者や子供が少ないという'共通の悩みを抱えています｡

この度'文化協会において､幾つか

の特徴有る活動団体をご紹介Lt　協会所属の各部門からの提言も加えて､文化の継承に少しでも参考になればと'

NJSHIMATSU

史編纂室など多-の

方々にお世話になりましたことを'厚くお礼申し上げます｡

四日両市文化協会　広報部

特集『文化の伝承』について

この特集号を作成しお届けします｡

取材に当たっては
関係保存会の皆様をはじめ'文化課､市

アイナシ』保存活動

四日市市海蔵地区

イヌナシを知っていますか～イヌナシは明治三十五年に発見され
世界の植物学会に紹介されました｡R本の野生梨の中で最も原始的な種で'大正十一年に国の天然記念物として指定された樹木です｡

この木を守る為｢いぬなし子供会｣

があると聞き､保存会の方々の案内で東阿倉川にある自生地を訪ねました｡
天　然記念物

『イヌナシ･

誌名の｢パッション｣は､燃えるような''情熱"の意味です｡

〈目　次)

文化の伝承について(広報部)

特集記事
イヌナシ･アイナシ保filI.f;･劫(海蔵地区)

獅子舞の復もT;- (橋北地Ix:)

鯨船･ Ff)榊1丸(港地l*_)

fi取り祭(信JH地Lx-.)

各部からの提言
ジュニア川柳から(文芸)

T･･.けさの再認識を(美術I )･･･

さあ歌いましょう(洋楽Ⅰ)川

又化の伝統を創ろう(洋楽ⅠⅠ)
マリンバって? (洋楽Ill)

MINATO物語(演劇)

伝統を大切に(舞踊Ⅰ )

1

1

3

4

5

6

6

7

7

8

8

9

若者に魅力あるものに(生活文化Ⅰ )-------10

自然を身近に(生活文化ⅠⅠ)･-----------10

02くらぶ(生活文化ⅠⅠ)

中高校生の観賞会を(伝統文化)------･--･-ll

誰か私のあとを(文化交流)･--･-･--･----･･12
-般記事

プレゼント･チケット(広報部)-----･-･---12

ウエル･フェ-ファンド･コンサート

に参加して(洋楽Ⅰ )----13

文化の公共性とは(趣味教養)-･-･-------･14

桑名市文化協会との交流(交流部会)･--二･---･-･15

その子に合わせて(舞踊lIl)･----･---･･---16

事務局便り 6 ･10･14

lHIllMLHH川HllllmlHHIHHIHMlllHH[=lHrlHIMMlllllH日日EHIHIHIHl川l日日=lllLllHlHLHHHMHIHHll日日IHIHllMl日日日lHHIHHHIHHIHIlH日日lHIHMHllHIlllHH川H

く写真提供)

時村プロフオート--市場町獅子舞(市指定文化財)--･表紙
いぬなし保存会-･-･--･2　日本合成ゴム写真部--9右

八幡神社奉賛会-----･3　東海美術家連盟-･---9左

鯨船保存会･-･･---･･･-･ 4　交流部会---･-･--･-15

石取祭車保存会-----･5　広報部-･--2･3･4･5･14･16

第11回　三重県工芸美術展
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ところ-三重県総合文化センター第2ギャラリー

出品内容-陶芸･染織･紙･人形･七宝

主　催-三重県工芸美術作家協会

(℡31-8047　黒田)



早春の光を集め'イヌナシの大木が

八本､アイナシが一本'達し-花芽を少し膨ませ'襟として迎えて-れました｡｢こっちが原木で､そちらは三十年程前に､県の農業試験場の協力を得て植樹したもんです-｣　と会長さん｡

説明を伺い'春には純白の花が咲き

こば

零れ'さぞ見応えがあろうかと思いました｡
｢子供たちは'どのように受け止めて

いるんでしょうか～｣
｢そうですね､四町内の子供会が年に

六回の除草などしてますが'しょっちゅう『海蔵の宝』だと話してます｡私共は家庭教育'社会教育の一環と考えています′｣　と力説されました｡

｢山手中学校の生徒会も'奉仕活動を
されてるようですが-｣

｢校門にも二本ありますLt白生地ま
で数分ということが'子供たちの関心事になっていると思います｣と教頭先生は語られました｡

県外から教育者や愛好家の訪問客も
多-'説明に奔走されているご様子でした｡

｢良い先輩たちが居て､又'次世代の
子供たちへ'しっかりと伝えたい｣　と話して-ださいました｡

現在も､イヌナシに学ぶ子供たちの

輪が広がっています｡〔取材･石松〕

(左の写真は'右から保存会の杉本
前会長'生川現会長'石松です)

闇恩凧鳳.I ge且獅子舞の復活

橋北の八幡神社

昔から｢浜一色の八幡さん｣　と呼ば

れ親しまれてきた京町の｢八幡神社｣は'応神天皇を主祭神として正保三年
(一六四六)にこの地へ勧請され､東西

みだ

橋北地区の大半が氏子､祭礼には箕田流の獅子舞が奉納されてきました｡
ところが戦災で社殿が全焼Lt　戦後

再建され獅子頭も昭和三十三年に更新されましたが､後継者不足で長ら-秦納の出来ない時期が続きました｡

平成七年､奉賛会々長舘豊氏の　｢獅

子舞に女性を｣との発案に八名の女性が賛同し'数少ない先輩に指導を頼んで練習を始めましたが'女性にとっては重い獅子頭'楽譜無しで聴いて覚える笛の練習など苦労の連続でした｡
しかし十三年ぶりに橋北の獅子舞は

かしら

見事に復活Lt今は頭二名､笛一名の女性と口取りの女の子(人気者)　が'

なご

四月第二の土日に行われる祭礼､夏越しの祭'秋の東西橋北地区文化祭などに活躍しています｡

男も女もそして子供も獅子舞の仲間

を増やしたいこと､市全体の文化行事への参加など夢は尽きないようです｡

〔写真は右から舘会長へ笛の岡野
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旧相恩閲.同盟田-鯨船･明神丸

南納屋町鯨船保存会

三重県指定有形民俗文化財･明神丸
の'保存会顧問水谷敏郎さんを訪ねて南納屋町へ行きました｡町の山車倉の側にはお地蔵さまを紀る御堂があり'行き交う人の挨拶と笑顔に会い'古き良き時代を思い出させてくれました｡

｢昭和二十年の大空襲で鯨船も焼けま
してね-｣　と水谷さんはお話を始めてくださいました｡

焼ける前年に水谷さんら数名で､鯨
船の飾り物･装束などを荷車に積んで

あかた

県村へ疎開させた時に'坂部の大坂を

登った苦労- '焼け残ったその装具に合わせて'焼けた船の本体を戦後二年目には復元した町民魂- '戦前から現在に至る祭りの担い手の変遷- ､鯨船に寄せる男伊達や全町民の熱意- ､NHK　｢私の秘密｣や大阪万博出演- ､など話は尽きません｡
｢一番感動されたことは～｣｢そうですね'諏訪神社境内で鯨が縦

横無尽に暴れ回り､見物人も逃げ回る'

もhリ

若衆たちの船が鯨を追い込み踊子が錆を打ち込むと'船尾が高-上げられ止る所'やっぱりそこですね′･｣

江戸時代から二百数十年続けてきた

この行事も､継承する若者や子供が激減Lt　祭り離れの風潮や祭費用などの

問題もあり､｢l町内のものから地区全　4体で守り伝えることも考えてゆきたい｣としみじみ語っておられました｡
〔写真は大阪万博出演と語る水谷さん｡

宙日恩jH矧樹旦
富田の右取り祭

石取祭事保存会

富田地区には三台の石取り祭事があ

もちぶく

ります｡それは茂福'北村､西町の祭礼用で'それぞれの保存会が祭りの運営と祭車の管理をしています｡

昨年の市民文化祭オープニングフェ

スティバルに出演し'会場を盛り上げ

とみやま

て貰ったご縁で､茂福の富山保存会長に取材をお願いし'約束の日時にお宅へ伺い部屋へ通されると'北村の会長も含め五名のお歴々が待っていて-ださり'先ずその熱意に感動しました｡

江戸時代から伝わる祭車の由来や祭

りの模様- 'みんなが主役で一つの太鼓と四つの鐘を交替して叩-こと- ～小学校三年から六年生が1番早-そのリズムを覚えること- '大学生も祭りには帰ってきて地下足袋に履き代えて鐘や太鼓を叩-こと-等々､矢継ぎ早やに臨場感溢れるお話をうかがい､大人から若者そして子供達に伝えてゆ-確かな繋がりを強-感じました｡
1それぞれに叩-リズムが違い､夜祭

りのクライマックスに､三台揃って競演する　『引き別れ』　の時の音響と熱気は格別ですな｣　と富山会長-この事はインドネシアでの民族音楽でも経験し､世界共通のものかも知れません｡
三台揃って､大四日市祭の夜を彩り

沸かせるのが'石取りの皆さんの夢だそうです｡〔写真は勢揃いした三台と右から北村の横山会長､桂山､茂福の荒



ジュニア川柳から

文芸　樋口　仁

何かを始めることはとても

難しいが'それを継続することは尚更難しい｡

短詩型文学､取り分け川柳
界は老齢化が進む中で､底辺の拡大や後継者育成問題が叫ばれて久しい｡

若い人達が川柳に親しめな

いのは'その伝統的な取り決めや､深い人生観に裏打ちされた創作力の壁があることは否めないが､その伝統や形式等に捉われない今日的な方法

を兄い出せないことも'原因であると言える｡

まずその壁をクリアすべく

1部吟社で行われている､ジュニア川柳の活動を､全国的規模で展開することが急務であろう｡

その上で若者を立ち止まら

せる妙案を議論していかなければなるまい｡

手書きの再認識を
美術-花井　高峰

書道は'黒と白の芸術と言

われています｡大小･肥痩･潤渇等の相反する要素をバラ

ンス良-組み入れ'そこから生まれる余白を生かして'作品を明る-'大きく見せるように心掛けています｡

現代社会においては､ワー

プロ等の普及から'文字離れが見えますが､逆に手書きの毛筆が再認識されつつあります｡書にたずさわる者の一人として､現代社会に調和する秀作品を発表したいと思っています｡

会員の皆さん-更新の時期

です｡継続の手続きを早めにお願いします｡　(事務局)

四日市交響楽団第21回定期…真裏会 
[日時]平成11年4月25日伯)午後1時30分開演 
[場所]四日市市文化会館第1ホール 
[指揮]竹本泰蔵氏 
[ピアノ]岩野めぐみ氏(匹旧市市在住) 
[曲目]●ベートーヴェン/交響曲第5番｢運命｣ 

●ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番 
●ワーグナー/楽劇｢二ユルンベルグの 

マイスタージンガー｣第一幕への前奏曲 

[前売券]一般1,000円､高校生以下700円 
※チケットぴあ等､市内プレイガイドにて発売中 

｢さあ歌いましょうL

洋楽-谷村るい子

洋楽-には現在合唱6団体

と個人3名の会員がいます｡

その会員が演奏をして楽し
むのは勿論のことですが'その演奏を市民の皆様に楽しんで頂-ようにと童謡'わらべ歌､民謡､アニメ･ソング等をプログラムに組込んだり'コンサートにいらしたお客様といっしょに楽しく歌ったりしています｡

色々な曲をた-さん知って

頂-と共に､人間のこえのア

ンサンプル'ユニゾン'ソロの美しさを一人でも多-の人々に紹介し'｢いっしょに楽しく歌いましょう｣　と'十代から八十代までの会員が一つになり日々練習しております｡｢文化の伝統を創ろう｣

洋楽H　中島一

私共の洋楽は'伝統文化の
継承というよりも'四日市における独自性のある文化を'そしてその伝統を､今まさに創りつつある段階です｡

もともと日本での洋楽の歴

史は'明治以降ですから'百

年少々です｡その中でも私共の手掛けるものは勿論昭和以降のアメリカ音楽が大部分｡そんな意味では､私共は､アメリカ文化を継承しょうとしているのかも知れません｡

ともかく､四日市らしい文

化の伝統は､私たち自身が考え合って､五年･十年と積み重ねながら､創ってい-べきだと思っています｡パッション10日.Tの脱字･誤字をお詫びします(広報部)①2ページ洋楽-の欄に｢コールフラワース｣記入漏れ②9ぺ-シ下･総会美術は総合美術の誤り｡③14ページの塾年は熟年の誤り.④虫表紙下の勉めは努めの誤り0

テナ-サックスdBZLWfp-=男が 

発LL一斉をプf2ヂ1-刀 

! -■ 佇ｸﾚYN)��87��ｸ6X4(�ｸｧxﾕｨ��H檍ｦX顗487�986x,ﾂ� 演奏を象りますoお気軽にお電話ください○ 

℡0424-66-2928雪空040-827-8804 

田辺音楽事務所 



｢マリンバ言?L

洋楽Ⅲ　桂山たかみ

一月に行われた四日市市文
化協会の　｢新春の集い｣　でマリンバを演奏し'たくさんの万々にマリンバの音色を聞いて頂くことが出来ましたが'まだまだマリンバという楽器を知らない人が多く､色々な所で演奏する機会があればいいなと思っています｡

四年程前から大人のための
グループ･レッスンを始めたところ大好評で､メンバーも年々増え'今ではボランティ

アで舞台に立つことを､目標としている万々もおられます｡

マリンバってどんな楽器～

って思っている人はマリンバ教室へ一度見に来て下さい｡

場所は近鉄四日市駅から南
西へ徒歩四分の､鵜の森一丁臼四-四で'毎週木曜の午後七時半から八時半の間です｡

日マリンバ･ミュージックンクー鵜の森教室

M-NATO物語

演劇　山本淳子

四日市の演劇仲間が集合し
て､平成十一年十月に　｢MINATO物語｣　(仮題)　の公演に取り組むことがやっと決まりました｡

それを四日市の文化振興財
団が協力してくれることになりました｡五月にオーデションが始まります｡

今は亡き劇団四日市の森け

んろうが､何年も何年もこの財団の協力をどれだけ望んでいたことでしょうか｡

(重訂総合写真センター ���

時村プロフオート 遅�Iﾈ�(乏円ﾈﾇﾈﾆHﾇ井�?�ﾇﾂ���でB�v禰ﾇﾈﾇﾂ��

代表時村茂雄 〒510-0076四日市市堀木1-3-1 ��ﾈ7H4�6x8�487X8�8ｨ�ｲ�●高級カラープリント.高級白黒フリント 

●大型パネル写真加工.ギャラリー友遊写人(常設) 

●一帖カメラ器財.用品販売 

林ビル1F ��ﾈ7(6h4倅(乏饐(��xﾞﾂ�

TEL.FAXO593.54.5551 ��ﾈ4�7ﾘ6�8X4����4�8�7X駟k�ｼr�
I (ギャラリ-専用)55.0879:(サ-クル友遊写人.三潤フォトクラブ.四日市写真協会) 

やっと'やっと四日市の文

化振興財団が演劇に目を向けて-れた-と感慨無量です｡嬉しいかぎりです｡

そして苦しみの始まり-腹

を据えて観客の皆様に良い芝居を観て貫わないと何にもなりません｡

頑張りたいと思います｡伝統を大切に
舞踊-赤堀つる琴

日本古来の風習'風俗等の
文化を擬縮した日本独自の伝統芸能とも言える日本舞踊､

それだけに決めことも多く､技を身に着け､心の養育を重ねて'感性を以って表現する楽しさ'難しさ｡

劇しい時代の移り替りにも

伝統を守りつつ'現代感覚の中に息づき'咲かせ'四日市市から文化の普及､高揚の一端をと'お話を戴いて四十九年'恒例行事として新しい世代の育成に心掛けています｡

昨今'伝統的感覚が重宝さ

れ'特に若い世代に好まれ'着実に若年の後継者が育っている事実は､大変心強く喜ばしい現象です｡

皆様の温いご支援を戴き'

日々育っていることを'大変嬉し-思って居ります｡

∴∵†十王

/若jit',3量目敬語歪誓;- 

●モ-リスメッセケ.コスメティック.ハーブ.アロマ.エステテイクサロンl'四日市市鵜の森1T目2-15 

●マミフラワーデザインスクール四日市指定教室メゾンヴアンベールB1 

:三R]7こ芸L:/崇,'.(,憲忘I教室EAExL.0559933:55232-826e19 
ハーフ化結晶.エッセンシャルオイル.■E-mail:ha∩8-asobi@jin_∩e-jp 

ハ-フティー.T控便食品.hライフラワー.生花URL:http://www.jin.ne.jp/hand-mie 



若者に魅力あるものに
生活文化-小林春荘

当部門は伝統文化の団体の
集りで'現在'入会者の減少や後継者の育成など対策に頭を痛めている｡

特に長引-不況は深刻で'

リストラは働-女性の余暇を無-Lt　趣味の多様化'生活環境の変化等､若者離れに拍車をかけている｡その対策は難し-'若者を対象に時間をかけて努力してゆ-0

青年部を設置して伝統の固

い殻の中に閉じ込めず'自主

的に参加し活動する場を与える｡その過程で伝統の良さを徐々に再認識してもらう｡

又､現代の生活の場にふさ

わし-'若者を引き付ける魅力ある様式の創造と説得力が望まれる｡と同時に指導者も魅力ある人になる努力が必要である｡

自然を身近に
生活文化H　辻　彰史

盆栽を育て上げるには十数
年はかかり､毎日の手入れや潅水が必要なので'余程深い趣味と関心がある方でないと

-と思っている人が多いようです｡

そこで､現代の生活空間の
中で､若者達でも簡単に玄関やテーブルに飾って楽しむ方法､例えば花実類や草花を色々な器に植えて観賞などして､少しずつ自然に触れ､盆栽作りの楽しさを味わって戴けるようになればと思っています｡

日舞連盟 

●赤堀流●藤間流 

●内田流●宗家西川流 

●西川流 

新会員募集-暮らしの文化

から芸術まで幅広い分野の仲間がいます｡個人でも団体でも入会歓迎｡(℡事務局へ)

思い出いろいろ- 
各種発表会.結婚式tlt.⑳l懲 

/--瑠 

ビ537r.写真.CDセコ 

〒511-0102桑名郡多度町香取21 

℡(0594)48-3248 

02くらぶ
生活文化日　原　源信

｢02-らぶ｣の｢02｣とは酸
素の元素記号である｡

元々その名前も『○○盆栽
会』という名前より､02を作る緑を育てるという親近感を重視して付けた名前である｡

中国伝来ではあるが､日本
特有の生きた芸術文化である盆栽は'生きているが故に'潅水が必要で長期外出が出来ないなどの理由で'若い人に敬遠され易い｡

それに対し､盆友同志で預

かり合う､銘品の観賞などで意欲を高め合い'今迄少なかった一人より皆で楽しむ方法でレベル'技術共にアップしてきている｡それにより'後継者的存在が育成されて来ているといえよう｡

中高校生の観賞会を

伝統文化　赤井垂規

｢四日市薪能｣によって'能
楽に対する関心は増えている｡しかしこれはアトラクションとしての能を楽しむもので'実際の稽古人口は老齢化と共

に減少している｡特に若者で始めようという人は皆無に近
ヽ一　〇-∨

若年層への啓発は､速効性

はないが'中高校生への能観賞会が良いと思う｡能楽師側もそのためにギャラ無しの奉仕を実行している｡市教育委員会の企画に期待したい｡
1万､老後の趣味を考え出

す年齢層への誘いである｡謡曲は難しいものでないこと'気楽にやれる趣味であることをどうして案内するかである｡

会の開催の周知を計り'多

-の方に来て頂-ことが第一｡

大重建設 

〒510-0826川llllJ-rJJ',A--.JJ,1!.lH目茶16',). 

'芯.ill..く0593〉52-8287 

53-2031 

FAXく0593〉51-7795 

将棋 
-lLi統文化の.-つ､将棋で柴しみた 

い人(会)のご不日,淡におTJt1-1えしますoTli 

会は､将棋の分野で地域NPO刺l織を 

目指してilfT-flJJしています～ 

園芸歪写冨言責讐琵琶 
〒510-8508四日市市諏訪町7-17(四日市市役所北掛)) 

℡.FW(0593)54-0625 



誰か私のあとを
文化交流　水谷正勝

昭和三十二年'西浦に社会
会館が建設され､時を同じ-し初代館長の舘先生により､人生の楽しみの一つにしようと社交ダンスのサークル　(過交会)　が作られました｡

その後'三滝中学の校長を
しておられた白石博先生にリーダーが移り､南中学の教師をしておられた植村尚之先生がダンスの指導に当たられました｡

昭和五十年から私がこの会

を任され'現在に至っています｡

この先､混交会を引き継い

で貫える若手を求めていますが'高齢化の影響を受け'頭を痛めています｡

こらムリか??
▼ステージ催事などを計画したときに､発行するチケットの何校かを｢プレゼント･チケット｣　として､障害をもつ人たちに無料で贈るシステムがあるのを､ご存じでしょう

め?･▼公演日の二～三週間前に'チケッーとチラシを文化協会の事務局に届けると､ハート型のゴム印で表示したあと､四日市市ボランティア連絡協議会に渡され'鑑賞を希望する障害者の万と'その介助のボランティアにペアでチケットが贈られるシステムです｡▼日頃から'芸術鑑賞の機会が不足しがちな万々への'文化のボランティアです｡

皆さんの団体も'ぜひご協

力を｡

(広報部･中島)

み++'11ぐ
†■【rー'■■Ltー■■■1 - ■lJ'- "h- ■■"ー■■‖1- ■■■l一

I

l　　日本料理
I

;　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

T E L (0593)51-1745
F A X (0593)51-2207

｢り工ル･フェアーファンド

コンサート｣に参加して

四日市シルバーコ17ス　柏木　菊子

客席の照明が晴-なり舞台

が明る-浮かびあがる｡緊張の一瞬'ピアノの音が爽やかに鳴り､指揮棒がさっとゆれて私たちは一斉に歌い出す｡
｢街を歩-心軽-'だれかに会

えるこの道で--オーシャンゼリーゼ--｣

高音'中音､低音がうま-

調和して流れる｡

手拍子に誘われて'パリジ

ェンヌ姿の洋舞の人たちが'

足取りも軽-しなやかな手振りで現れ､会場に青春の雰囲気を送る｡

私たちシルバーコーラスの

みんなは気持が若返り'いつもの練習日のように年齢を忘れ､五十五歳以上八十歳代の人が心を一つにして'歌いながら楽しんでいた｡

八月二十八日に四日市市文
化会館第二ホールでの､斎藤立美先生と谷村るい子先生が

中心となるコンサートに参加させて頂いた｡その時､コールフラワーズ､女声コーラスあぼろんの会'舞踊家松田恒美先生'洋舞のF･D･カンナサークル'フルート奏者細川敦朗さん'等多-の皆様のお陰で立派なコンサートになり､当日は四日市市文化協会の理事長である石田克久先生もお顔を見せて頂いた｡

私たちの歌唱指導者である

斎藤先生は､当日の朝､風邪熱でダウン寸前の状態だったが'彼女の情熱と責任感でそれを乗り越えて'すべて前向

胃腸科.消化器科.旺門科.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)℡(0593)53-3313㈹ 

●診療時間/AM9:00-PM1:00PMZ:00-PM7:00 

●休診日/日.祭日.土曜午後 



きに楽し-会を盛り上げられた｡私たちは今も週一回'歌いながら幸せな時を過ごさせて貰っている｡

お礼が遅れましたが､当日

四日市の文化向上を願って､四日市市文化協会へ十1万三千百三十七円を寄贈することが出来､感謝しております｡

会場に層珊お越し頂きました皆様'誠に有り難うございました｡

この

度は､

文化協会への活動基金とし

ては､十一月二十二日に行われた　｢芸能セッション･フェスティバル｣会場でのカンパ三万九千百八十円を'芸能部門　(杉田理事)　からもご寄贈頂いております｡〔事務局〕

誓文化の公共性とは確か一昔前までは'行政が

文化に関わることはタブーだった｡そんな中で　｢行政は'お金を出しても口は出さないで｣ということが､文化に携わる人から噴かれていた｡

今では､文化課とか生涯学
習課などが出来ており､更に市から立派な建物や手厚い資金の提供を受けて'かつ職員が出向する財団が､盛んに市民に文化を供給して-れる｡

また市の殆どの課で文化･

スポーツにからめた行事にも出会う｡

このように行政がらみの多

い文化状況をみるとき､自分

たちの文化とは､一体何だろうと考えこんでしまう｡ただ言えることは'行政が関わる以上､文化分野においての公共性とは'こんな要素が不可欠という基準作りが必要ではないだろうか｡

この間題は､私たちの

文化協会の活動を更に発展させてt NPO的な存在として､確固とした地位を築-ことによって'明快な解答が出るのではないだろうか｡
〔趣味教養部門西村邦彦〕

14

桑名市文化協会との交流

交流部会　斎藤　立美

れぞれの大きな特徴を持っており､交流を深めれば文化の向上に繋がると思いました｡

本咋度の交流部会の活動の

一つとして'平成十年八月八
日　(土)午後､桑名市六華苑会議室において'四日市市文化協会と桑名市文化協会との交流会を開催しました｡

当日は'石田理事長と桑名
市側内藤副会長との挨拶に続き両文化協会の交流に関し意見交換し'特に市民文化祭について話題が集中しました｡

桑名市と四日市市の主な違

いは次のようでした｡

盟･･･桑名は十l部

門'四日市は二十部門

[圃胤鳳㈲]･･･桑名は市民会館'

コミュニティプラザ､六華苑'四日市は文化会館のみ

園-桑名は十一月の

一ケ月間'四日市は一年間

[胤園-桑名は市の広報

にリーフレットを折り込む｡桑名には武家文化があり四

日市には商業文化がある｡そ

1'hll!/111111-■llp■Ptdは1_7._tl【Ill 

I I 

四日市市富士町1番147号TELく0593)32-6600FAXく0593)32-6688 



その子に合わせて

あいおい

早春の午後'市内相生町に

ある石井アカデミー･ド･バレエ教室をお訪ねしました｡明るい教室にピーンと緊張感があり､少女達の真剣な瞳が､未来のプリマ･バレリーナを目指し励んでいました｡舞踊

とおる

家石井亨さんは'昭和二十八年に父正人さんが創設された教室で'五歳の時バレエを始められ､大学に通いながら東京のバレエ学校で本格的にレッスンを受けられ'現在百余名の生徒を持ち'ご活躍して

おられます｡
｢学校での教育と異なって'

その子に合った方法で教えます｡ですから昨日まで出来なかった回転が出来た時

｢東京と同じレベルでのバレ
エを心掛けています｣　と'きっぱり- ｡子供達のしなやかな肢体が心身共に美し-成長してゆ-ことを想いながら辞しました｡　(取材･石松)

の嬉しさ/僕にとっても最高ですよ--子供達の成長は技術革新-日々新たですね｡｣
バレリーナの奥様共々に生

徒達への期待も大き-'

パッション　第日号●発　行　乍成1 1叶4日2;●発行人'JH丸久●編　集　文化協会広細部
塚目臆久　西村邦彦　中高石川勝彦　石松　延　杵I;宇美

●発行所　川‖山:;文化協会
〒510-0057川日直巾日栄町2 1-1電話･FAX

o593(5 1)3729

石井アカデミー.ド.バレエ 
教帥イIJ)E-.lL:_人イlA)l'-日.Jil. 

イ]')l‥イT-)LJ-I",J_希J'. 

柿,I.-場川‖IIiJfJ-1'll'l:.(11]-人',;..=ビル4F 

川lIrh'IhJ松本ときわ文化センタ- 

川l川=IJL一杯11=JJ-中日文化センター 

Iltlh-センタ-パレス■Ir‖文化センター 

鈴地心lH'.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 

/了′
アムスクエアの滝の広場で

各種展示会･発表会をいたしませんか?

アムスクエアは個性的な専門店街と検坂屋と都

ホテルにて構成されている県下有数のショッピ
ングセンターです｡その中にある滝の広場(オー

プンスペース)にて展示会や発表会を行い､多く

の一般の方々にPRいたしませんか｡

詳しくは､下記までお問い合わせ下さい｡

(滝の広場概要)

四日市市安島卜3-31

毎日[ただし専門店街の定休日は除

きます]

10:00-20:00

原則として無料
240me

長机3･パイプ椅子70･イーゼル30･

スポットライト10

●展示イベント

絵画展､文化教室
●ステージイベント

弦楽演奏会､ダンスショー､各種

発表会

さ　こう

所在地
こ利用日

使用時間

料　　金

広　　さ

設　　備

(こ使用例)

【問い合わせ先】
アムスクエアオフィス担当/水野･酒匂
℡0593-55-81 50


