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開局時間‑火曜日から金曜日までの午後1時〜5時

うことが必要でしょうLt 来年は､よ

正直な感想です｡

別の機会に充分に時間をかけて話し合

かく｢終わったな‑｣ という安堵感が

と思います｡

分も数多く見受けられましたが'とも

今後に向けて'反省すべきところは

皆さんにも改めてお礼を申し上げたい

の裏方をお手伝い ただいた他部門の

ま｣と申し上げると共に'当日の舞台

れた各団体の皆様に､まず｢ご苦労さ

遅れは'ツライものがありました｡

観世流舞磯子｢桜川｣ で'シテ方･嚇

幕開けは四日市 能楽連盟による'

(十二時〜十三時四十五分)

である｡

十二月の部門別文化祭行事への取組の

私たちのグループも例外ではなく'

そんなリスクを覚悟して出演参加さ

寄せ集め集団なので､ぎこちない部

客観的に顧みて'定は妃､否は否とし

たものと言えるだろう｡唯この際冷静

もあれ過去の数回に比して格段向上し

ろうが'総じて価すれば今回は何はと

舞台も裏方も

洋楽が中心で実施する｡｣ ということ

第二ホール

伝統芸能の饗宴

て今後一層の発展の資料としたいもの

区々のことをあげつらえば限りないだ

要とすることは毎度乍らの課題である｡

上'今後一層集客への反省と努力を必

の多寡が成否評価の一大指標である以

るのではなかろうか｡併し観客動員数

入れると'立派な成績であったと言え

育成に努めたいものである｡

て新しい川の流れに乗った文化協会の

随習を打破Lt 和と協調の精神を持っ

ずl団体以上の出演をとの依頼でした｡

して'洋楽1‑Ⅲの各部門からは'必

同様催事が開かれていたことを考慮に

た｡これは当日市内他地区数箇所にて

ことは例年になく喜ばしい現象であっ

を行い'伝統の美を守りつ '旧来の

と会員一同新世紀に向かって意識改革

の文化向上の担い手としての自覚のも

開催された打合わせ会の時でした｡そ

あると聞いたのは'本年の五月下旬に

が'一年前の文化祭部会の決定事項で

尚敢えて一言申し添えれば四日市

｢オープニングフェスティバルは

音楽世界めぐり

ご苦労様でした!
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された｡秋鰹一式料理を包丁と菜箸だ

よる珍しい包丁式が'古式床しく披露

尺八の演奏が一層効果的であった｡

四番目は賛助出演で'三重鶴庖会に

加えた詩吟や剣舞との構成吟で､琴や

〜吟詠･人と心‑｣ と題する'解説を

吟詠会の皆さんによる'｢歴史の瞬間

三番目は泰洲流詩吟朗詠会と馨華流
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オーケスーラ

ポップス

た舞で観客を魅了した｡

げ汐｣西川章恒と更に艶っぽさを加え

続いて'｢歌行灯｣西川寿々梅･｢卜

I.

i,Lm

[サンセッ‑

す｡

づみ民踊会の皆さんの華やかな民舞に

マに'四日市やよい民踊会と四日市い

とを期待していま

(七日･十四時〜十六時)

AP一一.a

にしていただくこ

りすばらしい内容

された｡

子方･地謡方のイキの合った芸が披露

はかなりの負担となるからです｡

ログラムをスケジュールに入れること

らで'その準備にプラスして'別なプ

二番目は ｢ふるさとの民舞｣をテー

出演参加があるか

の文化祭行事への

理由は､皆が定例

んどありません｡

いグループはほと

を挙げて参加した

的な行事に'諸手
さて､秋の臨時

くれました｡

が聞けて'来てよかった!｣ と話して

い人なのに'気さくに分かりやすく話

したい｡｣ と結ばれました｡

ということでした｡

参加者の一人の方は ｢滅多に会えな

てい 処ですね!と言われるよう努力

｢三重県って凄い所ですねl二重県っ

盛り立てゝゆくことも大切だと思う｡

市はニューヨーク的存在｡

県'それを四日市が支えている､四日

り組みたい｡又､三重県は底力のある

最盛期には四百人

が大切だと思う｡私も意欲を持って取

固唾を飲んで見守T3

めいた芸を観客は

ずに料理する儀式

けで一切手を触れ

開幕時は二百人

四日市港のような伝統ある分野を'

印象に残ったのは 『底力をバネに』

っていた｡

程だった観客も'

[総合部門理事 石松 延]

禦衣装を着けた出演
ものばかりで'日

目はレベルの高い

った｡いずれも演

観賞する姿が目立

者が'出番待ちや

出演後にも熱心に

程になった｡舞台

一
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ープニング･フェスティバルは'少な

の部門のみの参加だったが､今回のオ

室内ゲームの楽しみ

こ 二〜三年'市民文化祭では自分

第四ホール

Lt 岡山県総務部や熊本県総務部財政

講演をして頂きました｡

えし､｢二十一世紀の三重｣ と題して

上田絃士三重県副知事を講師にお迎

上田氏は､l九七六年に自治省入り

市民文化講演会

ひろし

って幕を閉じた｡

第三ホール

上り'｢新四日市音頭｣を賑やかに踊

頃の精進の程が忍ばれた｡
フィナーレは'出演者全員が舞台に

[四日市能楽連盟 加藤愛邸]

(十時三十分‑十七時)

(十時〜十l時)

人がどっと訪れ､満員盛況となった｡

設けて'各会場への散策をしてもらっ

親子連れ'若いペア'高齢者など三百

を送り参加を呼び掛けた結果'子供達'

人や知人など千名にダイレクーメール

ってくれるかが心配だった｡そこで友

ので､県職員や市町村職員の意識改革

さんのために､

の地方自治体づくりに不可欠なものな

史文化づくりについては､二十一世紀

‑ '北川知事の言う環境先進県'歴

の三重県政は'何を目指していくのか

̲

成十一年七月十六日付で当県副知事に

dJ'lは化5.号平成1 1年度市民文化講演芸
演ir21世紀の三屯伽p ･E･･'L洲1･ l川紘l頒

催しの中に休憩タイムを九十分ほど

A
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私達の催しに人が集ま

〆置きLtこれから

全体が盛りだく

いた｡

フェスティバル

オープニング

に参加させて噴

会い"をテーマ

を通じての"也

ス等室内ゲーム

i護JL一一一

る思いです｣ と前

地

重県は全くの新天

山話で始まり ｢三

された三県の四方

就任されました｡

これまでに歴任

身が引き締ま

行政体制整備室長などを歴任され'平

課長'岩手県総務部長'自治省行政局

て有意義であったような気がします｡

今回の ｢無窮展｣ は'いつもにも増し

無窮展(盆栽)

市民文化祭のオープニングと重なっ

第一展示室

中庭

模擬店など色々

を強く感じている｡

ことが出来たこともあり'その気持ち

この文化祭の1/3以上に関わりを持つ

なればと願っている｡私は幸いにも'

の到達点として何かを発見する催しに

迎える｡ぜひとも今度の文化祭が一つ

にして'この市民文化祭が第五十回を

秋の日差しを受けてお昼を楽しんだ｡

たり'中庭利用券 (金券) を発行し'

ところで来年は､新しい世紀を目前

[趣味教養部門理事 西村邦彦]

に'感動や驚きの

飾りや豪快な古木

季節感あふれる席

れました｡

来場者も多く見ら

盆栽愛好家以外の

た事などもあり'

(十時〜十七時)

耳を傾けると'

ております｡

第三展示室

花と緑の総合展

ので'それにふさわしい展示会を考え

思います｡来年は､十回展となります

くこの展示会を発展させていきたいと

てもらえたら'私たちの日頃の丹精が

報われようと言うものです｡

(十時〜十七時)

言える盆栽芸術に'少しでも心が傾い

声が聞かれました｡

日本の素晴らしい自然美の縮小とも

｢無窮｣ の意味のごとく'終わりな

りで賑やかでした｡

ッーも売る人'買う客の楽しいやりと

のオープンの頃から沢山のお客が集ま

れで三時に閉店になり'フリーマーケ

模擬店やフリーマーケッーには'十時

日は最高のお天気に恵まれ'中庭での

当初'出店者やお客が集るかと心配

前日から雨と予報されていたが'当

[02クラブ 原 源信]

売る予定が'品切

(十時‑十七時)

等もあり'多数の市民の方々に総合展

模擬店は四時まで

うございました｡

世話になり有り難

の皆さんに大変お

として､芸能部門

りました｡

模擬店の手伝い

れていて､中庭ではフリーマーケット

ープニング･フェスティバルが開催さ

深まっていきます｡ 本年は同時にオ

流の場として私達とお客様との親睦が

など苦労話を交えながらのお話は'交

と'ニコニコと芳名録にお名前をお書

‑●●→■

｢今年も見せてもらいに来ました｣

ドでフィナーレを飾ってくれました｡

皆さん色々と有難うございました｡

[総務企画部 小黒エミ子]

野
や気候との関わり

す｡手入れの方法

いてお話をされま

されている花につ

ら'ご自分の愛培

E]u(那

に展示品を見なが

戦.
は､筆をおくと順

F鮎

きになられた女性

が三台勢揃いLt 市民広場までパレー

フェスティバルだと思いました｡

そして夕方からは'富田の石取祭串

本当の総合市民文化祭のオープニング

て頂き'ホール行事も含めて'これが

一日楽しく過ごし

がりました｡

市民の皆さんに

刻も見事に出来上

嬉しかったです｡
そして'氷の彫

に大勢来て頂き'

でしたが'予想外

ず､中日友好のために頑張りたい｣

が流れた｡この感激をいつまでも忘れ

ましたので'ご紹介します｡

(元四文協事務局長) から届けて頂き

ttt■ 1日｢

協ボランティアセンターの杉谷哲也氏

名古屋空港から帰途につきました｡

十六日間の訪日 程を終え'九日朝'

貞多呂人形

｢温かい拍手が嬉しくて'思わず涙

lih 任者であった県社

Jt を'今回の招聴責

㍗ Iティングでの声

帆で'その最後のミ

tl日市での印象は'

二 一特に強かったよう

予終のステージ･四

ll

第四展示童

発展に寄与したいと考えています｡

て'目的とするアマチュア園芸の育成

まされ今後一層の栽培技術向上に努め

しく思っています｡この様なお声に励

と言って頂く方が沢山居られ'大変嬉

毎回この展示会を楽しみにしています

した作品二百五点を展示致しました｡

草花' 木の各グループから日頃丹精

栽'盆栽'東洋らん'洋らん､ばら､

をご覧噴きました｡ 山野草'小品盆

[四日市花の会連盟 吉村三太郎]

]一彼ら彼女らの最

(十時〜十七時)

故だろう｡｣

生き生きしていないように見える｡何

しかった｡｣

ができて'素晴ら

海王丸を見ること

遊覧船から帆船の

かった｣

できたことも楽し

し広場で市民の皆さんと一緒に食事が

らなくっちゃね｡｣

どうしよう｡帰りたくない｡でも頑張

張ります｡どうか私共の人形を一人で

しかった｡五キロも太ってしまった｡

｢模擬店でのうどんはおいしかった

｢四日市港では

｢日本の若者は

なるとの事､作品に力を入れて一同頑

うまでもございません｡

噴き'一層の励みになりました事は言

来年は四日市 民文化祭五十周年に

｢何もかも楽しかった｡食事もおい

文化祭でした｡又'日頃ご無沙汰の方々

石田理事長'木村副理事長にお越し

瓢鳶
と思います｡

げてくれたご縁で'今年もぜひ参加し

大熱演して'文化祭の雰囲気を盛り上

茂福の祭事が文化会館のステージ上で

こめてご報告致します｡

もちふく

昨年の市民文化祭オープニングに'

富田の石坂祭事特別出演

贈ることが出来ましたことを'感謝を

ために'皆さんからの募金十五万円を

お世話いたします｡｣ (以下略)

尚'若者たちの故郷の大水害救済の

テージをありがとう』 の言葉を残して

てください｡お世話になった私たちが
｢今度は四日市のみなさんがいらし

化交流団｣ T行十三名は'『感動のス

｢広西省南寧地区少数民俗芸術学生文

中国民俗舞踊の妙技を披露してくれた

｢音楽 世界めぐり｣ のステージで'
十一月六日の ｢前夜祭｣ と'七日の

して精進出来る事

り良い明日を目指

の親密度を深めよ

い場となり'一層

否を確かめ合う良

いに年を重ね'安

との再会で'お互

よう日々努力致したく存じます｡

くお礼申し上げます｡

チワンの若者たちから

最後に'ご来場くださった方々に厚

[睦巳の会 藤井真巳代]
[広報部 塚田盛久]

今年はお天気に恵まれ'大変楽しい

き'皆様方からお褒めの言葉が頂ける

も多くの方々から愛されます様腕を磨

ングフェスティバルでは'カ

益々活気を帯びるシドニー

今年の市民文化祭オープニ

オリンピックに向けて

でした｡

皆さんに'感謝･感謝の一日

おります｡とにかく'全ての

頂いたことに'一同感激して

民の方々が､最後までご声援

石田理事長をはじめ沢山の市

を進め､ご多忙な井上市長や

この度は市の中心部まで祭事

を'要約してお伝えします｡

ニングの有終の美を飾ってく

やかにパレードして'オープ

化会館から市民広場までを賑

なり'夕刻から夜にかけて文

共揃って参加してくれる事に

何と茂福･西町･北村の三台

とです｡

恵まれたこ

して好天に

の予報に反

は'悪天候

難かったの

て貫いたいと申し入れた所'

[副理事長 木村造山]

ていた記憶がある)

世界一安全であることを言っ

ン･ホフマンが'カンタスは

ン｣ でも主人公のダスティ

名です｡ (映画 ｢レインマ

会社であることは業界では有

iL.".1

｢ l.

を得ることが出来たと'いう

ンタス航空名古屋支店の協賛

や子供達に素晴らしい想い出

てみんなが喜んでくれ'若者

が一丸となって当り'成功し

会'そして地区住民の皆さん

より'自治会･青年会･子供

存会はもと

三地区の保

事のために

今回の行

たいと考えております｡

ば将来'是非とも実現してみ

頓挫しましたが'機会があれ

的にはこの国際交流の計画は

いかを探ることでした｡結果

｢第九｣演奏会を開催できな

誇る航空

安全性を

界屈指の

タスは世

が'カン

ません

ではあり

理由から

と合同で'ベ1‑ヴエンの

楽団が'シドニーの音楽団体'

団と私が所属する四日市交響

において四日市｢第九｣合唱

有名なオペラハウス (写真)'

この渡航の目的は'世界的に

を訪れたのは三年前のことで､

てオースーラリアのシドニー

ラブルが無くて良かった｡

屋空港からケアンズを経由し
このカンタス航空で'名古

石井ア力デ≡‑.ド.ノ(レ工
教師石井正人石井昭子
石井苧石井亜希子
稽古場四日市市相生町大宗ビル4F
四日市市松本ときわ文化センター
四日市市一番街中日文化センター
津市センターパレス中日文化センター
鈴鹿市白子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

事前調整がなされていて､‑

生と祭事の保護に留意した｡

周辺の自治会や警察などとの

パネを敷き詰めて'地面の養

路などには'百五十枚のコン

文化協会役員による'会場

i･｣

で慎重に運び､市民公園の通

まず有り

来て本当に良かった｡

移動には苦労Lt‑レ‑ラー

重要文化財クラスの祭事の

し'無事故･無災害で終了出

事故対策委員会を中心に対応

参加するので'三地区の交通

を作ってやれたと思います｡

石取りには多くの子供達も

逮

シベリウス公園'マ‑ケッ‑

盤沈下で線路も土の中です｡

ピックスタジアム (写真)'

語り'昔は沼地だったから地

凹で恥かしいとガイドさんは

さが伺い知れますが道路は凸

とても素晴らしく'苦の偉大

殿'荘厳な教会 (写真) など

ニングラード) は'華麗な宮

ヘルシンキへ戻り'オリン

蒸気が見えました｡

が白く､湖面に立ち上ぼる水

た｡これが今のロシアです｡

に戦後の日本を思い出しまし

犬が走り寄り物をねだる様子

しました｡停車すると子供や

小屋の様な所での生活を目に

きるなど'誰にでもやさしい

い気候の中を安心して散策で

ふれており'私たちも心地良

ー等を楽しむ多数の市民にあ

サンクーペテルブルグ (レ

朝'湖の近くを歩くと吐く息

バランスのとれた美しい街と

や水族館等が隣接するなど'

立地Lt それにオペラハウス

設や公共施設がコンパクーに

ワーがある) をはじめ商業施

‑をはじめ'過去に訪れた海

外の殆どの都市にシンボルタ

は'シドニータワー(トロン

さて､シドニーの中心街に

従って'休日にはショッピ

n…¶什∩"E山野卜藍した｡

らどこか安らぎを覚えます｡

さな店が坂道に有り歩きなが

‑ TTT 1:

素晴らしい町と別れ､その

いう印象を受けました｡

ングやレジャー'音楽やア‑

れたポルヴオーは､古くて小

広場などを見学し'次ぎに訪

た時摂氏十三度に感動Lt 日

に行くことが出来ました｡

夏のヘルシンキ空港に降り

!{『『F11
Ll1‑1PtPI I

永年待っていた'北欧の旅

北欧の旅

思います｡

ニーを訪れていただきたいと

非皆さんにも活気のあるシド

れていると思いますので'是

て､急ピッチで整備が進めら

シドニーオリンピックに向け

です｡

さな家があり'のどかな風景

は'サウナの煙突の付いた小

窓より見える川や湖のそばに

国際列車での旅を楽しみ'車

りサンクーペテルブルグへと

二千年九月十五日から始まる

陽気で魅力ある街で'現在は

[常務理事 水谷 達]

TF r｣ さすが

7,が有りま

なサウナ

歳から始めるそうです｡だか

いぐるみの人形を使って'三

性教育は'実物そっくりの縫

れています｡

開放的な国スウェーデンの

は現在王家が奥の方を使用さ

中に大き

ホテルの

ンドには

屋には感動しました｡

ィー会場なる色彩鮮やかな部

ーベル賞受賞式場) のパーテ

ドロッーニングホルム宮殿

にフィンラ

いました｡

み'スーックホルム港へ向か

出を見ながら朝食の鱒を楽し

のバルー海クルーズは､日の

この町も美しく市庁舎 (ノ

(璽訂総合写真センタ一章(二重塾頭⊃
時村プE)フオート…●写棚(芸芸警‑票,'三富,'lT,芸;器)
代表時村茂雄…:::ih':≡.',';ト満配黒プリント

夜'豪華客船シリヤラインで

焼け跡に建てた‑タン屋根の

テナーヴユリクスのBZLn店鼎ダ̀
3野LLl菅をフ'L7デコース
演奏を承ります○お気軽にお電話くださいo

i ■‑ 佇ｸﾚYN)
〒510‑0076四日市市堀木1‑3‑1圭●大型パネル写真加工.ギャラリー友遊写人(常設)
林ビルlF;●一般カメラ器財.用品販売
TEL.FAXO593.54.5551;●アマチュア写真クラブ事務局

(ギャラリー専用)55.0879;(サークル友遊写人.三潤フォトクラブ.四日市写真協会)

本の裏側を肌で感じました｡
翌日､ヘルシンキ中央駅よ

国境を越えた途端'日本の

7

ｸ6X4( ｸｧxﾕｨ

H檍ｦX顗487 86x,ﾂ

℡0424‑66‑2928℡090‑4827‑8804

辺音楽事務所

たち) を子どもと思って接し

じるものを作りたい｡

来さんは ｢観客が面白いと感

ワー主宰者で'数々の受賞に

輝く右来左往氏を迎えた｡右

僕は彼等 (出演する子ども

勢七十名の劇団でした｡

れに協議会の人が加わり'総

で選定した男優が十四名'そ

の四十四名'オーディション

を訪ねました｡

｢ジャングルジム｣を結成'

までは戦いですよ｡教えるの

ない｡主旨を理解してくれる

▽参加者‑理事長はじめ七部

▽日時‑九月卜二日 (日)

る研修の旅を実施しました｡

文化協会研修の旅の報告

つとして'滋賀湖北国宝を巡

本年度の交流部会活動の一

八月中旬の夕暮れ'稽古場

小学五年生から高校生まで

演出は'劇団パノラマ☆ア

九月に旗揚げ公演となった｡

戻りました｡でも幸せでした｡

りたら摂氏三十二度の現実に

が税金は凄く高いそうです｡

を見ていた様で'関西空港に降

国が保証してくれて安心です

ら離婚率が高い｡でも生活は

四十三名

門'合計

崇高さを感じた一日でした｡

間的なもの 中に 超人的な

八月十九日から八日間は夢

[常任理事 小黒エミ子]

あざ き き.おう

台人の片鱗を覗かせて'役づ

す!｣ ときっぱり｡

て'い 作品になると思いま

ではなく仕向けていきます｡

稽古場では'それぞれが舞

意があっ

力強い熱

協議会の

ます｡

してくれ

れば成長

ワ‑があ

援･助成や'チラシ･ポスタ

マスコミに対して'協賛･後

様々な準備をしたり､企業･

動にあります｡舞台のための

己高閣‑

十一面観音を沢山拝観し､人
長浜黒壁スクエア

夢があって'のめり込むパ

大通寺‑本尊･広間･客室

石道寺‑

面観音 重文十一

世代間‑重文薬師如来

▽主な訪問

糖岸寺･･

面観音

先‑

国宝十一

重文十一面観音

それに

に向けて更に夢の輪を広げて

晴らしい感動は'新しい時代

たちや大人に与えてくれた素

を伺い脱帽｡

ことで'蓮しく成長したお話

を'大人と対等にやり遂げた

今回の公演が多くの子ども

ー･チケッーなどの宣伝活動

一つの顔は'子どもたちの活

い長居をしてしまった｡
｢ジャングルジム｣ のもう

思いでいろいろ‑
各種発表会.結婚式など⑳l笹

子供劇場協議会の'企画集団

たい｣ との声があがり'三潤

なく｢自分たちも舞台に立ち

場が生まれた｡
こ 数年'観賞するだけで

もの文化運動として'子供劇

一九七二年'四日市に子ど

四日市の

苦に夢を追った子どもたち

三潤子供劇場協議会
企画集団･旗揚げ公演

[交流部会 斎藤立美]

胃腸科.消化器科.旺門科.外科

大王建設

‑‑.や

ビデオ.写真.CDセコ

くりに挑む姿を拝見して'つ

〒510‑0826四日市市赤堀1丁目1番16号

電話く0593)52‑8287

〒511‑0102桑名都多度町香取21

53‑2031

℡(0594)48‑3248

FAXく0593)51‑7795

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

未来

枕もとに積んである美味しい

縫目正しき着物をほぐす

｢川柳｣作品抄

母の移り香なは残る

紫苑の小乗無造作に挿す

在りし日の

[四日市短歌協会

酒の空ぴん捨てがたく

藍ふかき

俺しくはあれ幸福に満つ

妻と二人のこの日々は

八卜路すぎ

中日賞 平尾町谷口寿々栄

中日嘗 ときわ 湯田定子

老いの坂みちゆらりと歩む

交はる人の多くなり

市民文化祭短歌大会入官作品

趣味をもち
市長貰 塩浜 河北ひさこ

市議長嘗 笹川 速水 酒

くれることでしょう｡

パッション歌壇
[広報部 石松 延]

代表 紺貝武司]

石田寿子

神様が不在あっさり

置いて行く 森 よしゑ

ひょっこり来て上手に法螺を

背に悩む 矢田はるみ

背伸びした分だけ曲がる

都会の灯 内山サ力積

笑ってるのか泣いているのか

置いていく 伊藤多恵

たたかいに行くシナリオは

詩の旅 井垣和子

てにをはを振り分けにして

母に見せんと右手を上げて

土筆を摘みて走り来る

ぬすびと萩の実をつけしま

幼子は

城山まつりの児らゆけり

華やぎ残し夏深みゆく

花みこし

文化協会賞

睡蓮の花うすべにの

池の面に

教育委員会賞

会頭賞 三重 垣内和美

山手町 堀内御千代

尾平町 石橋 伊都

鍵探す

後から貴方に似合う

明日

ひだり足 右あしこだわって

味な人仕切り線から

曲字形 有村正則

来てくれる 樋口 仁

太陽も月も窓まで

イヤリング 坂井 兵

いくつもの秘密をもって

陽が沈む 高橋 忠

裏戸を叩く風き ながら

声くぐもらせて亡夫に言ふ

ひと日終へたり夕茜なす

｢会ひたい｣ と

中日賞

自由さないまぜ独り居の

冷えびえとして雨ふりつづく

促しさと

咲きゐる花のコスモスに

折れしまま

中古曽 細貝武司

智横町 松岡愛子

森 繁生

保地桂水

水丸印刷新時代いよいよ幕開け
国際標準規格
ー､ー

野馳
認証取得

/rvr'/rrv'水九E=m==P=l4%式芸社監(tbO51;33].=3.2;‑望iB,omwoR悪霊9ug3k;u38i2i6::7諾Z

中日賞

中日賞 蒔田 国分恒子

日本料理み++'1Lぐ
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

TEL(0593)51‑1745
FAX(0593)51‑2207

涯学習フェスティバルを開催

る｡私はこのような時期に生

文化行事が繰り広げられてい

をはじめ'毎年各地で多彩な

期は､市町村単位での文化祭

と聞く｡

を主会場に､催しがなされる

日から七日まで四日市ドーム

この十一月の初旬という時

るそうだ｡

ティバルが三重県で開催され

生涯学習という文化

来年は全国生涯学習フェス

わが四日市 でも十一月一

彰が行われた｡いずれもが'

こらムリか??

本年も'市の文化功労者表

顔をする 堀 かず美

切手貼ったら一人前の

熟れてゆく 小川柳女

ぶどうたわ 手のぬくもりで

片想い 松岡華風

蛍火を送っているのは

[四日市川柳会

代表 保地桂水]

ぬぐえない｡

政主導の実行委員会との感を

ない事実を知った｡まさに行

個人･団体が中心になってい

学習を日常的に実践している

員会の構成メンバーに､生涯

用して調べたところ'実行委

である｡

られ'活動を始めたとのこと

日市 でも実行委員会がつく

ティバルの開催に向けて､四

私が市の情報公開制度を利

行政のあらゆる分野に民間

いものである｡

とのないように｡

大切な税金をむだにするこ

ィバルを成功させてもらいた

員会に結集Lt このフェステ

している個人･団体を実行委

うか｡

ある｡

することに疑問を抱くもので

今日'これでは時代に逆行し

活力を導入しようとしている

また'この生涯学習フェス

の実行委員会で臨めるのだろ

う難しいテーマに'行政主導

ているように思える｡

化=個人の好みの問題'とい

今からでも生涯学習を実践

ていはしまいかと心配だ▼市

ましてや生涯学習という文

みを向上させることに終始し

い'自分たちの日頃の活動の

化協会の目標観が薄れてしま

そのお手伝いをしようとの文

動の楽しいまちづくり』 の､

か▼最近思うことは 『文化活

で青んでいてい ものだろう

に思われるが'果して手放し

ある意味で当然のことのよう

様に功労者が選ばれるのは､

い▼文化協会からも､毎年の

様には'大きな拍手を贈りた

た方々であり､受賞された皆

化の面で多大の功績を残され

市内で永年に亘って芸術･文

のではないかと考える｡

化向上への大きな貢献になる

ことなどが'いつか'市の文

ておき'功労者等に推薦する

手で発掘し'リス‑アップし

り名を残すべき人を'我々の

の活動に加えるべきだ▼功な

ることなども'私たちの協会

草の根的に探し出して顕彰す

った方など'そんな人たちを

スポッ‑を浴びることのなか

の指導に余念がなく華やかな

と伝統を守り続ける人'後進

年の苦労をいとわずコツコツ

内に埋もれている文化人'永

[広報部 西村邦彦]

[広報部]

1寄棋
伝統文化の一つ､将棋で楽しみたい人(会)のご相談お応えしますo
当会は､将棋の分野で地域のNPO組織を目指して活動していますo

F事務局E]乗%77:岩吉妄言讐讃讐
〒510‑8508四日市市諏訪町7‑17(四日市市市役所北隣り)

TEL.FAXO593(54)0625
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の入場者があり'彦根市長か

彦根市長をはじめ約千五百人

OL仇PlA
ち
LJ,句春

根からは書を出品しました｡

らは伊勢型紙を'四日市と彦

まで'彦根市で開催し鈴鹿か

は十一月二十日から二十五日

してきましたが'昨年の鈴鹿

市での｢写真展｣に続き'今年

三市持ち回りの美術展を開催

文化連盟の主催で'年一回'

東海総合美術家連盟と彦根

彦根城内の会場には中島一

伊勢型紙と書道展

四日市･鈴鹿･彦根

三都市文化交流

■h引‑ンⅧ皿un

妄言く碧

臥ツ

珍班
筆i芸qt‡亀,:irF;. ,けイト ー./.71

い致します｡

の皆さんの､お力添えをお願

する計画ですので'文化協会

ました｡来年は四日市で開催

のひと きを持つことが出来

況のうちに和やかな文化交流

らは暖かいお言葉も噴き'盛

[東海総合美術家連盟

代表 稲垣忠芳]

文化会館第3ホールにて 1 2年度評議員会

文化会館第3ホールにて ●文化研修会

｢文化ってなんやろう｣ 笠木 透の

5′1 4 (日)1 4‥0 ‑

(近鉄四日市駅前) 四日市市浜田町4･20 四日市農協会館ビル7F ●新春の集い

2′5 (土)1 4‑0

‑′23 (日)1 6‑m

文化協会行事予定

事務局だより

●利用料なし
入場無料

●夜1 1時まで営業

●月会費4,500円より

●自慢の露天風呂

※プレゼント･チケットにご協力下さい(何

までご送付ください｡ したいのです｡ぜひチケットを事務局 くださっている方々をご一緒にご招待 と日々ボランティアとして介助をして 校でも結構です｡)障害者を抱えた方々

●テニスドームだから
日焼けなし!!

もお寄せ下さい｡ 情報のほか'写真'イラス‑など しています｡文芸'歴史､ご埋言､

会員の皆様からの原稿をお待ち

電話･FAX

●原稿募集
o593 (51)3729

◎オリコEPスポーツクラブ

㌦0593‑32‑4848

【お願い】

(再製紙使用)

四日市市昌栄町21･ 0

一丁5‑0人UO57

●発行所 四日市 文化協会
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