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特　　集

｢市民文化フェスティバル｣
一新だなる展開-

田日市市文化協会痩



四日市市文化協会年間最大の行事で
ある'四日市市民文化祭も山場を迎えつつあります｡

今年度は役員改選の時期でもあって'
行事実行委員会設立が立ち遅れたのも'止むを得ない事ではありましたが'特に今年度は'従来の会員中心の　｢オープニング･フェスティバル｣　から脱皮して'広く市民に呼びかけ'一般市民を中心とし､会員がこれを援助する形の　『市民文化フェスティバル』を'初めて実施致しましたが'役員及び関連担当委員の方々の企画･実行力には'

第五十回記念　市民文化祭を開催して

四日市市文化協会理事長　木村　遊山

頭の下がる思いがしました｡

限られた予算内で最高のソフ-を描

く技術力は'永年の経験と知織によるもので'次回への良い経験であり'更なるステップ･アップにつなげたいと思います｡行事実行委員会の皆さん､誠にご苦労さまでした｡

井上四日市市長始め先代石田理事長
も'ご多忙の中を十月八日のフェスティバルのテープカッ-にご山席賜り､今年度の市民文化祭は一般市民の参加が多くて　『いいね』　とのお褒めの言乗を頂き'一切の苦労も報われた気持ちがしたものです｡

本当に今回は'一般市民の方々より

の出演が多く､又'手作り作品の出展

誌名の｢パッション｣は､

燃えるような''情熱''の意味です
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四日市文化協会に関するお問い合わせや､入会お申し込み

については､文化協会事務局へご連絡ください｡

〒51 0-0057

四日市市昌栄町21-10　市民生活課分室

TEL･ FAX 0593-51 -3729

開局時間-火曜日から金曜日までの午後1時～5時

(除祝祭日)
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平成13年度の四日市市文化協会評議員会(総会)

を､4月21日(土)午後2時から､四日市市文化会館第3ホ-ル

で開催します｡ご都合をつけて､ご出席ください｡



が沢山あり'文化協会が目指す市民一体の文化向上にお役に立てたことに'みんなで拍手を送りたいと思います｡

十月以降は各部門の市民文化祭も盛
り上がり､民踊『秋のをどり｣を始め'ベ1--ヴエンの　｢荘厳ミサ曲｣演奏'生活文化の各種展示'日本舞踊'合唱祭'囲碁･将棋大会'総合美術展など次々に三月まで諸行事が催されますので'文化協会として出来る限りの支援を致すつもりです｡

又､来年度の目標に向かって'本年

度の反省を踏まえ'少しでも皆さんに喜んで貫える市民文化祭になるよう努力する所存ですので､各位の一層のご支援'ご協力をお願い致します｡

『市民文化フェスティバル』見問記

文化協会　広報部

平成十二年十月八日　(日)午前九時

三十分'文化会館展示棟前と第二ホール前の二ヶ所でのテープカッ-で'フェスティバルは開幕しました｡

エンーランスホール正面の'池坊･
専正池坊合作の花のモニユメン-｢秋晴れ｣　が人目を引きます｡

第二ホールでは'花道でのファンフ

ァーレが鳴り響き'井上市長が　｢市民文化祭も記念すべき第五十回を迎え'

今日の総合行事は企画･設営･運営…の全てを市民の手でやって貫うとのことで'このチャレンジの成功を期待しております｣とオープニングの

2

挨拶をされ'続いての木村理事長の歓迎の挨拶がすむと'若さが一杯'団員

八十名｢風の谷ウインドアンサンブル｣の吹奏楽演奏で鍛帳が卜がりました｡

その時点では市民に配布したチラシ

の十時開演より'出演団体の都合などで三十分繰り上げたためか'観客がわずか百名程であったのが残念でした｡

増井宣之団長以下中学一年生から四
十代までの男女団員は　｢上手下手にこだわらず'集団生活を通じての新しい仲間作り｣を目指しているそうで'エルマンボやマーチメドレーなどを聞かせてくれました｡この番組の終わる頃には観客も四百人近くになりました｡

次に出演した｢ア､ロハ･フラグルー
プ』　は'代表の竹内喜代美さん以下四歳から七十五歳までの幅広い団員で'

九十八年十月結成tNHKテレビや各種のイベンーに出演｡今日もムームー姿に花の髪飾りを付け'ゆらゆらと心和むステージでした｡

続いては日本調

続く今日午前の部最後は､同じく大

正琴演奏ですが　｢琴修会大正琴ベルデア｣　の伊藤弘二さん門下の八名の演奏で､前のステージが赤い毛甑に黒の衣装であったのに対して'室内楽のように椅子に座りブルーの上着に黒のスカーーのいでたちで､結成して初演奏の

で琴伝流大正琴の　｢みえ琴友会｣'中丸民子さん以下30名によりかえり船とおふくろさんが演奏されました｡この会は演奏歴十年で'地域のボランティアだけでなく'カーネギーホールやシドニー･オペラハウスでの親善演奏もしてこられました｡

今日の曲はタンゴ･碧空やサウンド･オブ･ミュージックなど'新鮮でした｡

これで午前の部

は無事終わったのですが'気になったのは幕間の時間



が長く'客席は暗いままで'お客がすっかり退屈したような気配があったことでした｡

良かったのは第二ホールのロビーで'

福田千沙子先生らによる茶道連盟の赤毛敢敷き茶席が設けられていて'会場の雰囲気を和ませていました｡

お昼どきに中庭

へ出ると'幾つもの屋台が設けられ'丹羽店長以下グリル四日市総出で'五平餅'うどん'そして松茸御飯な　‖ど'手頃なメニューが用意され､お

好みのものを買ったお客で'沢山のテーブルも満席でした｡
ユニークで人気があったのは'食べ

終わった指定の容器を持ってゆくとへ十円戻してくれるリサイクルコーナーを設けたことでした｡

軽食の後'会場を回ると'第三ホー

ルでは　｢市民囲碁大会｣　が行われ'子供から高齢者までの多くが熱戦を繰り広げており'第一ホールの階段上ロビーでの　｢体験将棋大会｣　では'小中高生達の盤面を覗き'その上の階のヨ-コさんのピーハウスによる､子供たちの感性を自由に生かした　｢水彩画展｣では'その豊かな色彩に見とれました｡

午後の部開演十三時少し前に第二ホ

こ.∵了ハi二., :ハ∴へ

-ルへ戻ると'舞台撮影のスタンバイをしている'四日市写真協会の成田会長以下三名のベテランの姿が見えます｡

午後最初のステ

ージは'塾年大学

oB　｢十二期ろまんコーラス｣　の合唱で'指揮斎藤立美さん'二十五名のメンバーにより'有楽町で逢いましょうやゴンドラの歌などが熱唱されました｡

次も斎藤さん指揮による合唱で'今
年四月に結成'神戸でのシルバーコンクールなどにも出場した　｢四日市シニ

アハーモニー｣　60名により､翼を下さいに始まり'四曲目の証城寺の狸磯子では扮装して振りを付けて歌い'会場を沸かせました｡

続いてはソロの舞台で'山田君子さ

んの　｢ソプラノ独唱｣　で'ある晴れた日になどが'前田直子さんのピアノ伴奏で歌われ'続いて前田さんの　｢ピアノ独奏｣　で､ドビュッシーのエチュード三曲が演奏されました｡

次には斎藤立美さんの指導で結成十

三年を迎えた'｢四日市シルバーコーラス｣　三十名により'武蔵野を歩くやどリーブなどの円熟した合唱を聴かせてくれました｡

続いては'海蔵地区市民センターを

さん指揮による二十名により'赤とんぼ､喜びの歌など五曲が爽やかに歌われました｡ 拠点として活躍している　｢すずらんの会コーラス｣　の演奏で'江崎宏子

に移り'途中の模様替えも早く､風馬太鼓･秩父の太鼓･きくやの太鼓･道の太鼓などの勇壮な擁さばきで'大きな盛り上がりの内に'十五時四十五分予定通り終演しました｡　(舞台監督は赤堀つる琴さん'司会アナウンスは青木律子さんと宮崎直樹さんでした｡)

午後の部は申し分のない舞台進行で'

入れ替えも短時間で行われ'今日最後を締める東克利さんら七名による　｢あずま太鼓･東会｣　の和太鼓演奏も､まず鍛帳の前で二人が演奏を始め､続く下手花道で別の二人が演奏する間に舞台に六っつの太鼓がセッ-されて演奏

-I,･･ハ

一方'第四ホー

らくがきてん

ルでは　｢落描展｣と題して'江上ひろみさんの指導で楽しいはがき絵の展示と教室が開かれ'稲毛洋子さんら　｢四日市点訳友の会｣　の皆さんに



よる資料展示と'点字で自分の氏名を書いてみるコーナーも設けられていました｡

又'青木洋子さ

んらの　｢アレンジフラワー友の会｣によるフレッシュ

みずくち　つやこ

展｣　でも､美しい作品に囲まれて'やさしいフラワー作りの体験が出来たようです｡

そして保地桂水さん指導の　｢四日市

川柳会｣　による川柳教室には'沢山の作品を書いた色紙や短冊が展示され'目と心を楽しませていました｡

々な楽器が展示され'ビデオによりライブの模様が放映されていました｡

その奥には､特設ステージが設けら

れ､原茂利さんら　(財)　｢民族衣装文化普及協会｣　の皆さんによる'着付け教室や'華やかな着物のショー'そして古典衣装の着付け実演などもあって'

な数々の生花の展示や'水口娩子さん指導の　｢はざれの会｣　メンバーによる'沢山の楽しいちりめん細工も展示され'竹内美慧子さんらの　｢現代押し花ア-ーみえ｣　でも'額に入れた色々な作品の展示と'初心者への指導も行われ'笹原教室の　｢深雪ア1-フラワー作品

心配した雨も降

らず'賑わい続けている屋台の並ぶ中庭を通って'展示棟に入ると､ロビー右手に中島一さんら　｢サンセッ-･ポップス･オーケストラ｣　の様

.fCT ===ijt.

大勢の客席の人達も'時間の経つのを忘れているようでした｡
一階の展示室で

は'花井峰昇さんが指導する'生涯学習生らによる身

トトト･近な｢書道展｣や､

む

きむらいさ夢さん

けら｢陶彩会｣　(十

人十色の意)　メンバーの陶芸や藤工芸の作品展示へ　植田春代さんの微笑ましい幾つかの創作人形'水谷きみ子さんらの　｢清莫

ナ-もありました｡そして中根法子さん指導のグループ｢花うさぎ｣　の'楽しい和紙人形も会場の一郭を暖めていました｡

階段を上がって

範の坂倉元生さんの｢三重奇術愛好会｣メンバーが'色々なマジックで来場者を楽しませてくれていました｡

又'そのステージ

では　｢三友会｣　によ

一階の展示室へ行

会｣　による尾張絵'画賛かな書きなどの軸や額の展示があり'｢四日市市障害者福祉センター｣　からは'清水佳子さん指導の水彩画サークル'加藤志な子さん指導の伊勢型紙サークルへ　墨彩画サークル･押し花サークルから沢山の作品が出品され'押し花の体験コ-

くと'入り口を草月流の生花｢宴｣　が飾っています｡
ここの広いスペースには､顔を見た

だけで子ども好きな伊藤博夫さんら､｢三重のつどい｣　には'回して遊ぶ玩具作りに親子が集まっています｡

特設ステージでは'お馴染み奇術師

る平和へのメッセージとして､残り少

かたりへ

なくなった広島の語部吉岡清美さんから生々しい被爆体験を語られ'広島･長崎の写頁パネル展示のブースも設けらていたのも'あ　　　　　　　　　去たりきりの文化祭とは違う一面を伺わせていました｡
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水彩画'岡本辰雄さんら｢良彩会｣　メンバーの油彩画･水彩画･素描'｢伊勢型紙｣　では渡辺栄一さんの大型作品二点と橋本昭三さんの幾つかの小品'村中政雄さんの伊坂ダム付近の水彩画､奥村光子さんの花の水塁画'又'立林敏明さん
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ら　｢南部丘陵公園写真同好会｣　メンバーによる大和路や'渡辺一範さんみ菜花の里などの風景写兵の数々が'それぞれに目を楽しませていました｡

を中心にした　｢七宝カテリナ｣　の作品展示と小物の製作体験'｢手づくり竹工房｣　の清水正男さんと宮崎直人さんら｢雲雀ケ丘里山遊愛の会｣　メンバー

変った所では来
はやひて

年から小学生になる大井勇秀君の'魚を描いた沢山の見事な絵でした｡その
一枚一枚には四才六ケ月等'描いた年

齢がお母さんの手で書いてありました｡
ユニークな出品では'鎌田贋志代表

ら　｢フードファイター倶楽部｣　の食青

まみ

に関する展示と食育劇'下村雅美さん

が'一体になって竹とんぼ･花器･竹炭とそれで作った置物などの総合展示'あがた学童保育所のボランティア加藤利枝さんらのお世話で'｢あがたっ子･夏

の作品展｣

などがあって'全体として

生き生きとそして和やかな雰囲気が感じられました｡〔加藤･初田･塚田〕

市民文化祭の方向を模索できたか

市民文化フェスティバル責任者　西村邦彦

皆さんと一緒に参加できたことが本

当にうれしい｡

今回'理事及び加盟団体　(個)　によ

る当日スタッフの協力'文化ボランテ

開催日まで四ケ月余と迫った中での

文化協会総会であった｡

従来のオープニングや総合フェスの

取組みは経験しているが'今回の市民文化フェスティバルは'市民文化祭が半世紀を迎える第五十回記念を意識したものである｡

理事会の討議を経て実行委員会を発
足しての毎日が'駆足の進行であった｡

まず参加団体　(個)　の公募から始め

た｡そんなことでは絶対に間に合わないとの指摘もあったが'とにかく関係各位のご支援を頂き約五十団体(個)から申込があり'その内'当協会以外から三十六団体(個)　があり'少し勇気が湧いてきた｡

出展(演)者との何度かの会合や'実

行委員会'理事会(常任も含む)での話し合いをもち'何とかやっとのことで'当日にこぎつけた｡

み方は論外で言い訳できないと思う｡

当然､一日だけの開催ではもったい

ないとか'第一ホールの活用がおそま



つなど'多数の意見や要望が寄せられた｡

二百四十人の来場者や'二十三人の
出展(演)者のアンケ1-には､員重な提案がぎっしりと詰まっている｡

今回の取組の中で､市民の皆さんの
批評を頂けたのがうれしいです｡

ところで'十一月を中心に(六月か

ら翌年三月まで)　部門別市民文化祭を開催している｡これには市民の皆さんから公募したモニター百人をはじめとして'多くの市民が成果を見守ってくれる｡

当協会として｢二十一世紀へ'何を

継承するのか｣　が問われているように思う｡

石井正人さんを訪ねて

広　報　部

今年度の　｢四日市市文化功労賞｣を
陶芸の岸園山氏'洋画の伊藤利彦氏と共に受賞された'バレエの石井正人氏を訪問し､色々とお話を伺いました｡

も四日市の人間に｣　と'昭和二十八年四日市市に定住され'｢石井正人バレエ研究所｣を開設｡幾多の青少年の指

一肌H

臥劃
石井さんは東京

都のご出身で'帝劇出身の叔父石井行康氏からバレエの手ほどきを受け'京都･名古屋で活躍された後'｢余所者の私も温かい人情に触れて､私

導'数多くのクラシックバレエや創作バレエの上演をしてこられ'現在も四日市･津･鈴鹿に教室を持ち'

｢石井アカデミー･ド･バレエ｣　の代表として活躍しておられます｡その半世紀近い回想談に脱帽｡
バレエ一筋の道で思われたことは-

｢最近ではバレエに対する理解もレベルアップして来ました｡以前は受験などで脱会する子供も居りましたが'今

ではずっと続ける人達が大勢居て､技術面も向上し'東京のバレエ団へ入りたい! 'ロンドンに留学したい!と言う生徒も出てきました｡

石井さんと同期で'バレリ

ーナの昭子夫人も｢この頃は'生涯学習としても入門があり'やさしいことから始めます｡又'健康のための入門も大歓迎しています｡｣と'言葉を添えてくださいました｡

功労賞を受けられたご感想

は如何ですか-

｢びっくりしました｡これ

は私が買ったものでなく'稽

古場を提供し'開設を薦めてくださった方々や'永く続けてくださった生徒さん､市の教育委員会､文化協会など大勢のご支援の賜物です-幸せ者だと思っています｣

今後もご夫人'ご子息の享

さんご夫妻と共に､バレエ芸術に情熱を注ぎ'後進の育成に尽力したいとの心意気を伺い'感動のひとときでした｡

〔石松'塚田〕

夢をつなぐ感動体験｢努力賞｣-こうべ長寿祭

｢二〇〇〇全国シルバー合唱コンクール｣に出演して

十月四日'いよいよ本番'

私たち合唱団は神戸文化ホールの壇上に整列､大勢の観客の拍手に迎えられて'指揮者斎藤先生の笑顔と山川先生のピアノ伴奏に引き込まれるよ

うに　｢どんぐりころころ｣と｢証誠寺の狸磯子｣を無我夢中に歌いました｡

歓声と大拍手を受けながら

″声に響きを"と意識して一
生懸命に歌いました｡

石井アカデミー.ド.Jtレ工 
教師石井正人石井昭子 

石井宇石井亜希子 
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 



会場に響く拍手を浴びて'

やっと終わったという安堵感と精一杯歌ったという感動を満喫したのでした｡

観客席で素晴らしいハーモ

ニーの数々に耳を傾けているうちに審査発表の時が来ました｡帰りの時刻を気にしながら耳に入ったのが　｢努力賞'四日市シニアハーモニー｣　でした｡思いもかけなかった努力賞を頂いたのです｡

熟年混声合唱団として今年
四月発足したばかり'練習歴も浅い中でのコンクール出演でした｡斎藤立美先生の情熱

溢れる指導のもとへ　団員一人

巴藍密書_義
ひとりが一生懸命に練習してきました｡楽しく歌えるようにと振り付けをご指導くださった久保先生のお力添えもありました｡楽しくより美しく力一杯歌っ

1　　　.1　　　　　　　-　　l　　　-　.1､　　　　　　　　　l l Il　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　1　　.　-　　　.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J

全身で受け止めた歓びでした｡

歓喜と新たな夢を乗せて団
員一行のバスは四日市へと帰途に着いたのです｡

〔四日市シニアハーモニー

伊原秀子〕

たご褒美の努力賞-私たちが

市長嘗
商いかるが町　早川初代

花言葉｢ただ一度だけ逢ひた

二

くて｣月下美人咲く娘の命日
一】

胃腸科.消化器科.肛門科.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 

市議長賞

中古曽　細貝武司

腰痛の妻をのこしてひとり来ぬ越路の旅は罪のごとしも

赤水町　中山-シ子

病床をたづね思はずわが触れし師の麻痔の手にほのかな温み

平尾町　谷口寿々栄

レギュラーのひとりが欠けし草野球代打の少女ヒッ-放てる

市教委賞

桜町　坂井敦子

杉群の柚道ふかく登り来て峠の風の明るさに逢ふ

中日新聞社賞

西町　長谷川君代

浮身をこめて羽化せしや蝉殻び爪は鋭く幹に掴まる

中日新聞社賞

菰野町　細野拡子

印度への旅に出づると来し孫の妙に似合ひぬいがぐり頭

会頭賞

塩浜　河北正子

夜半すぎ古戸を打てる雨順に
一人暮らしの母を案ずる

中日新聞社賞

西坂部町　堤下孝一

濁流の激しさ避けて岩蔭に子鳴三羽の潜みてをりぬ

文化協会賞

中日新聞社賞

中日新聞社賞

大安町　田沖淑子

いくたびも手塩にかけし米を抱く糧の尊さ孫に言ひつつ

〔四日市短歌協会

細貝武司〕

1等棋 
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 

l事務局FE]乗歪77言吉妄言慧讐 
〒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 



いろは川柳作品抄　『

第五十回市民文化祭を記念して　｢川柳よっかいち｣誌の過去の作品から抜粋しました｡

り秋の彩　　　たけ子

へ　平成の風にもらった玉手

箱　　　　　　まさ子

と　虎描いたつもりかわいい

り

猫ですね

悼

る

い　言いたい事あるのかコッ

プ酒溢れ　　　　華風

ろ　老夫婦リズム体操して元

気　　　　　前沢和子

は　万策が尽きて轍を踏み損

ひさ

ね　　　　　　　火砂

に　人形をバラバラにしてゴ

ミ分ける　　　さと子

は　ポストからほのかな香お

香よ

ち　長者より長寿がいいよ敬

た

老の日

えみ

立春へぼつぼつ街も春の貌　　　　　　　よしゑ塗り替えてゴッホゴーギャンフロッピー　美智子ルノアール帽子に花が盛ってある　　　　硯泉屋上で見てる無数の無言劇　　　　　　よし子私を見る時眼鏡かけないで　　　　　　　悦子願かけの消失点になる聖書　　　　　　きりり夜店で買った亀ス-レスで死にました　　辰寿旅終えてもう空港で主婦の貌　　　　　サ力積

大王建設 
〒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 

思いでいろいろ- 
各種発表会.結婚式など⑳l笹 

/-a--轟 

ビデオ.写真.CDセコ 
〒511-0102桑名郡多度町香取21 

℡(0594)48-3248 

れ　霊峰を拝み新たな一歩か

な　　　　　　志津江

そ　空高くリュックでさわぐ

握り飯　　　　　多恵

つ　爪赤く染めて秘密を盗ま

れる　　　　　　　忠

ね　ネクタイが斜めだんだん

酔ってくる　　河太郎

な　流れ星夜の詩集を口づぎ

む　　　　　　　明子

ら　ラッシュアワー重い鎖の

音がする　　　　柳女

む　胸に一つ沈みばなしの花

がある　　　　　弘子

う　うな井と卑損な話食べて

いる　　　　　　麻子

ゐ　生き下手の亀の　は親ゆ

ずり　　　　　　和郎

の　残り火を抱いてボス-の

音を待つ　　　吉五郎

お　垂いつづら女の夢は浅ま

しい　　　　　　一舟

く　汲み上げて吸い上げ地球

枯れてゆく　井垣和子

や　矢車も一息ついてから回

る　　　　　　　　せき

ま　まじめな鬼で帰宅時間が

とし

狂わない　　　　寿子

け　境内で風に抱かれて昼寝

する　　　　　恵美子

ふ　福耳に似合う駄々っ子の

ピアス　　　　　正則

こえあさ普ゆ

也

御免ねと詫びて備前に茄す子なすの花　　　潮音餌を撒いて釣ろうとすれば鈎がない　　　英男手も足も伸ばそう五体揃ってる　　　　はるみあげ底の愛で気持ちがさめている　　　　昌良笹の雪みんなみんなでお

･丸　く

じぎする　　　裕具子爽竹桃生家を偲ぶ赤が好き　　　　　　　　みよ夢を食べ虹をたべては熟れてゆく　　　　　仁目覚まし鳴っても今日は心が起きて来ぬ　かず美

蒜蒜oJ琵琶竺芸芸芸蒜蒜豊艶 

励励箭識Ii;iiX芸筈蒜 
■〒510-0013四日市市富士町1番147号■TEL(0593)32-6600 

+E-mail:admin@mizuku.co.jpIFAX(0593)32-6688 



み　みどり萌ゆ諸もろの欝洗

われる　　　　　逸子

とな

し　身辺整理唱えて又服を買

う　　　　　　　紫水

ゑ　絵日記に月まで届く梯子

書く　　　　　　桂水

ひ　百円ライター軽い雫を懐

に　　　　　　　　　兵

も　もえっきる父のローソク

音もせず　　　　繁生

せ　千里浜ほろ酔い気分で妻

と居る　　　　はつ子

す　ズーレスに潰されそうな

夜のとばり　　　照子

〔四日市川柳会

保地桂水〕

･＼､･･･t吋,事務局だよ

▽　｢新春の集い｣

日時一月二十一日　(日)

午後四時-

会場　四日市都ホテル

｢伊勢の間｣

会費　七千円

申し込みは各理事まで

▽　｢文化討論会｣

テーマ　今'伝えたいこと目時　二月十日　(土)会場　四日市市文化会館

第三ホール
(詳細･検討中)

▽親睦バス旅行

日時　二月二十五日(日)

日帰り

行き先　冬の伊那路会費　五千円

▽文化団体指導者研修会

大垣市文化協会との懇談と文化施設見学の予定で先方と交渉中｡

▽市民文化祭フィナーレ

今年度最終行事'三月十八日(日)の　｢洋舞フェスティバル｣を'第五十回記念市民文化祭の締め括りとして'多くの市民と共に集まり'祝いましょう｡

パッション第十四号●発　行●発行人●編　集
塚田盛久加藤愛郎種山たかみ本郷信弼

●発行所
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●原稿募集会員および一般市民の原稿をお
待ちしています｡文芸､歴史'ご提言'情報のほか'写真'イラスーなどもお寄せ下さいQ
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●利用料なし

●夜1 1時まで営業

●月会費4,500円より

●自慢の露天風呂

●テニスドームだから

日焼けなし!!
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