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誌名の『パッション』は､燃えるような"情熱"の意味です｡

元気な四日市が好き〝

也p
YBK

四日市市文化協会

を加え､四日市 博物館と潤翠庵に

している｢四日市 文化団体協議会｣

役員と､あさけプラザを中心に活動

は､九月一日に｢桑名市文化協会｣

張っている｡

し当た‑組織二十%増に向かって頑

上を旗印に掲げて､目下努力中｡さ

文化協会が目指す市民一体の文化向

の三点を掲げた｡先ず組織間題は､

一､ITの充実

一､外部団体との交流

二組織の拡充･安定

次の外部団体との交流について

く目

の文化活動重点目標として､

四日市 文化協会の平成十三年度

ワイド化版

平成十三年を振返って

『大きな試練･大きい飛躍』

次)

｢大きな試練･大きい飛躍｣
平成13年を振り返って

理事長

木村

造山‑‑‑Pl

｢歌と踊りで綴る伊勢七宿｣
プログラム

圏域フェスティバル北勢大会実行委員会‑･･‑･P 3

｢市民文化フェスティバル｣
四日市 文化協会理事長 木 村 道 山

係を構築した｡

レポートA

本郷

舞台部門プログラム

実行委員会‑‑‑P 8

レポ‑トB

石松

信輔･･‑･‑P4
延‑‑‑P 9

文化功労者の表彰式

て意義ある交流の時を持ち､信頼関

又'九月三十日には､平成十三年

文化協会事業部会･‑‑‑ Pll

訪問レポート

石松

延‑‑‑P12

細貝

武司‑‑･‑P13

｢さざなみ女声合唱団｣
市民文化祭
した｡

町の伝統文化を披露し合う企画で合

ールで開催 会館第一ホ

の桑名市から西の関町までの七つの

会』 を文化 ル北勢大

しみを味わったものである｡

結果､舞台背景として東海道を東

観客対策など口から泡し､産みの苦

ェスティバ

祭･県城フ

大会』として相応しいものをと､又

え県民文化

調整を担当することになった｡

当初は五里霧中の状態から ｢北勢

『第七回み

バルと併せ

フェスティ

い《大きな試練》に立ち向かった｡

窓口調整及び七地区の文化協会との
そして四日市 文化協会が県との

入賞作品

度市民文化

画･立案･実施と'過去に経験の無

短歌大会

を仰ぎ｢実行委員会方式｣ にて企

論､県･市の文化関係行政のご支援 堂に会して実施することにな‑'勿

山市･関町の七つの各文化協会が一

町･菰野町･四日市 ･鈴鹿市･亀

一環として､北から桑名市･東員

百年に当り､それを記念する行事の
平成十三年は､丁度東海道開設四

(写真提供)

文化協会 美術Ⅰ部門及び関係者
表紙
中西一夫(富士)

(カ

石松

ット)

延

四日市市文化協会に関するお問い合わせや､入会のお申し込
みなどについては､文化協会事務局へご連絡ください｡
〒510‑0057

四日市市昌栄町21‑10
TEL･FAX

｢市民生活課分室｣内

0593‑5

1‑3729

開局時間‑火曜日から金曜日までの午後1時〜5時
(除く祝祭日)

ホームページを開設しました｡
わたしたちの街､四日市の文化情報を満載しています｡

一度ご訪問ください｡

http://www.yokkaichibunkakyokai･com

第7回みえ県民文化祭

圏域フェスティバル北勢大会‑プログラム

大津市の親切なる受入体制のもと'

四十五名から成る訪問団を編成Lt

に一般文化団体のリーダーを含む､

ゆきたいと考える次第であ‑ます｡

文化団体協議会'教育委員会､それ 文化水準の高い市と認識してお‑､ 四日市 とほぼ似通っており'又' 大津市は人口約二十八万三千名で' 市文化連盟との交流の機会を得た｡

北部の文化発展に少しでも寄与して 地区の文化協会が核とな‑､三重県

よう｡今後はこれを契機とし北勢七 飛躍》の第一歩を印したものと言え

回の成功は極めて意義深‑《大きい

と三頁プログラム参照)｡

方面よ‑大成功との評価を得た｡今

宿』と銘打って上演した (前頁写真

意に達し'『歌と踊りで綴る伊勢七

舞台監督らの努力もあって､関係

更に十二月八日には､滋賀県大津

街道文化のルーツを訪ねて

『歌と踊りで綴る伊勢七宿』
①勝六流邦楽会(桑名市)
｢桑名の殿さん｣他

三味線･唄･太鼓‑総勢46名

②朗読ひばりの会(東員町)
｢東員の民話｣

ナレーション･語り･琴‑出演7名
た文化施設に一同｢素晴らしい｣ の

③土方三〇〇年のうつろい(菰野町)
｢邦楽バラエティー｣

施設見学が実現した｡ 文化活動の意見交換と幾つかの文化

クにした'先進文化都市の行き届い

琵琶湖の絶景と伝統と歴史をバッ

詩吟･詩舞･剣舞･唄･三味線･

踊り･太鼓･書道･合吟･口上･ほら貝･尺八･琴･

ナレーション‑総勢68名

④古典芸能研究会(四日市市)
｢水沢の茶摘唄｣他

唄･はやし･踊り･太鼓‑出演40名

⑤鈴鹿不断桜グループ(鈴鹿市)
｢大型紙芝居｣

び ばれる文化協会にしてゆきたいと願
い申し上げます｡

⑥勘栄会､寿好会､柳栄会､吉綾会､瀧進会
滝寿満乃会(亀山市)
｢郷土の民踊｣

わ

湖

ホ

‑

出演･･･ 9名

踊り･糸･唄･はやし･太鼓･笛‑総勢46名

⑦正調鈴鹿馬子唄保存会｡川崎瀧進会､

藤問勘栄会･夕虹会､坂下会(問町)
｢正調鈴鹿馬子唄｣他

関町民有志も含め‑総勢58名

してのご協力とご指導を､切にお願

っている｡どうか各位には従来に増

し､更に､入っていて良かったと喜

心に帰り､地に着いた施策を前提に

期待している｡
尚､新しい年の抱負としては'初

の加入の大きな魅力の一つであると

ャンスであ‑､四日市 文化協会へ

入団体を､大いにpRする絶好のチ

る｡この事はそれぞれの文化協会加

は千五百件余のアクセスを受けてい

を開設して､すでに十二月の終‑に

及ぶインターネットのホームページ

目指して､この六月から四十画面に

い思いを抱きながら帰途に着いた｡

り安価でより内容の充実したものを
最後のITの充実については､よ

一言に尽き､再度ゆっ‑り見学した

したノルウェー民族刺しゅうの数々

青木一枝さんらによる精魂込めて刺

‑刺しゅう作品展示コーナ には'

サービスにはびっくり｡ハ‑ダンガ

で色々な虫をその場で切って‑れる

張‑絵が出迎えて‑れ'今年は色紙

秀君の､楽しいお魚シリーズの絵や

た大井勇

に上がっ

年小学校 先ず､今 上がると

られた｡

欲が感じ

えたい意 世紀に伝 良さを今 統衣装の

帯結びの実物展示が並び､日本の伝

の青木千恵子さんの所では､生きた

いコーナーである｡アートフラワー

装った創作人形の展示は､微笑まし 植田春代さんの'思い思いの色柄を

生きとした絵画が右側壁面を飾る｡

グループの､人物画を主にした生き

プンした｡

｢市民文化フェスティバル｣がオー

文化祭の総合行事で､二日間に亘る

るテープカッーで､第五十一回市民 誉会長､木村理事長､保地理事によ

一時に文化会館展示棟前で､石田名
曇時々晴の天候に恵まれて､午後

先ず第三展示室に入る｡岡本辰雄

二階へ

九月二十九日 (土)

市民文化フェスティバル

レポートA 広報委員 本郷 信輔
‑展示を中心に
品が展示され､竹炭が配られて人気

ーナーには､花器など様々な竹工芸 スも行っていた｡森本浩さんらのコ

真が飾られ､その中で写真アドバイ

景･女性ポー レート･花などの写

田信善写真教室は､周囲に沢山の風

ど彩色した大作は圧巻であった｡柴

一さんの作品は､合掌作りの民家な

る｡同じ‑伊勢型紙作品でも渡辺栄 伊勢型紙作品もなかなかの力作であ

広重五十三次の中から二十四点の､

だものとして､橋本昭三さんによる

させてくれた｡東海道四百年に因ん

展示して､家庭的な伝統作品を見直

ち‑めん細工の雛人形や文箱などを

いた｡また､加納美由紀さんらは'

木彫り作品が'会場の一角を飾って

させる､生活に密着した手鏡などの

積木の会からは､木の温もりを感じ

が展示されていた｡渡辺糸さんらの

メンーの

アレンジ

ラワー･

たい｡フ

学してみ

を一度見

その過程 込みは､ 字の書き

の絵や文 や石等へ

ラス､鏡

アートとして出品された'

松田忠雄さんらのサンドブラスト･

花で額を作る体験に人気があった｡

れる代表の､伊藤博夫さんは昨年の

て遊ぶおもちゃ作‑を指導しておら

見事なグ

リアが飾られていた｡写真展示では

されていた｡変った所では伊藤洋史

いインテ

した珍し

れを額装

断Lt そ

ように切

が分かる 部の構造

メラを内

し前のカ

な‑､少 真だけで

さんが写

ナーは､自筆の風景画や写真が展示

を放っていた｡村中政雄さんのコー

‑ンと対照的な柔らかで明るい色彩

み絵｣ の数々が'前景の炭のモノ‑

んが指導する､子供達の水彩｢にじ

があ‑､その壁面には'位田曜子さ

らの装道さもの学院による､色々な

ばた‑｣をテーマに､渡辺和世さん

前の広い窓べには ｢二十一世紀には

女性たちの視線が印象に残る｡その が華やかに行われ'それを見つめる

り琴の音をBGMに､帯結びの実演 特設舞台では'内田量子さんらによ

ーは親子連れで大人気｡ロビー奥の ンボや竹龍､竹の風車作りのコーナ

ン長崎昭隆さんの､昔懐かしい竹ト

臣表彰を受けられたと聞‑｡
ロビーに出ると､竹細工のベテラ

生涯学習フェスティバルで､文部大

にミラクルハッーや万華鏡など回し

心安らぐコーナーであった｡子供達

ブーケなどがほのかに香りを放ち､

備に励んでおられたが'展示された 青木洋子グループは､朝早‑から準

ほどが､小雨の中をものともせず'

ティートレーニング｣ の女性四十人

の吹奏楽で華々し‑開幕した｡

被を着た杉町恵美子さんら ｢ビュー

マンボメドレーなど若い男女七十名

ンサンブル｣ の､ハリウッド万歳や

ん率いる ｢四日市風の谷ウィンドア

ートした｡第二ホールは増井宣之さ

った｡

開場と共にホールへ吸い込まれてい

に続く展示が､午前十時一斉にスタ
二日目は､ホールでの行事と昨日

展示棟前の広場では､ピンクの法

ーで長蛇の列をなして待つお客も､ 宿｣と銘打った催しが行われ､ロビ 環としての ｢歌と踊‑で綴る伊勢七

れようとしていた｡

九月三十日 (日)

ものとなろう｡

承者を掘り起こせば'更に充実した

っと隠れた町の芸術家･伝統工芸継

市民の為の展覧会という感じで､も

れない､文化協会がお世話する一般

結構繁盛していたようである｡

力作で'

じさせぬ 障害を感 の絵は､ 花や野菜

が描いた

者の方達 る､障害 導さ れ

らのワープロ作品展示は､こ も熟

出来て好評であった｡服部辰男さん

品に囲まれた中で多‑の人達が体験 た押し花ア‑ーのコーナーでは'作 心した｡竹内美慧子さんを中心にし

特に幼児の大胆な色と筆使いには感

油絵が､所狭しと張出されていた｡

さんの指 清水佳子 絵画では マンは朝寝坊出来ないようである｡

や花の写真を沢山出品され'カメラ

プは､今年も大和路や信濃路の風景 祐さんら南部丘陵公園の写真グルー

れる字で辞書が要る｣は思わず笑え

で､その中の ｢ワープロが出してく

さんや坂井兵さんらの川柳コーナ

なども展示されていた｡又､橋本信 真の他､押し花やパッチワークの虎

を飾り､加藤健二さんは雪景色の写 渡辺一範さんがご自慢の作品で壁面

グリル四日市が総掛か‑の露店も

総評として､市展や県展では見ら

含め八十余名の熱戦が'

児から中学生までの楽しい水彩画や

香魚さん指導のふたば会からは､幼

て老いを感じさせない｡そして山口

上忠さんら熟年OBの作品で'決し

て‑る｡続‑銅板工芸の数々は､井

ぶと､先ず目に付‑のが､保地桂水

心温まる作品が幾つかあった｡

ステル画や水彩画は'淡い色使いの

田村映子ら悠美会の静物や風景のパ

の手習い

Bの六十

年大学o

続いて第四ホールの会場に足を運

第一ホールでは､県民文化祭の一

や子供も

れ､女性 が発表さ

み合わせ 大会の組 市民囲碁

ールでは

ていた｡

を披露し

ルな踊り

リズミカ

第三ホ

ていた｡第二ホールのステージも､

溜息と共に惜しみない拍手が送られ 大勢の人垣が出来､見事な手捌きに 元生さんらの ｢究極の奇術｣ には'

った｡

て'展示棟内特設ステージでの坂倉 たが､時間が経つと共に客足も伸び 者の数が今一つという感じがしてい
朝からの雨が災いしたのか､入場

接待には､客足が絶えない様子であ

ら茶道教授者連盟の方々の､抹茶の

せんの席が設けられ'有竹良江さん

い､第二ホールのロビーには赤い毛

されて､老若男女が日頃の技量を競

に感心させられた｡

第三ホールでは､将棋の集いが催

佃州･3 ‑ ､一､一

食事する

ーブルで されたテ

では用意 屋台も雨

模様｡

野外の

している

ルが進行 ケジュー 順調にス

予想以上

録集など 立派な記

ト入りの

やイラス

ら､写真

なものか

うな大き

け軸のよ

での､掛

いてフエ

示されて 写真が展 雑誌とか 古い映画

まつわる

画作品に 監督の映 往年の名

といった

藤田敏八 郎'更に 三重県出身の衣笠貞之助､小津安次 写真がパネルで展示されていたし､

県歴史の道｣と題して､古い街道の

特別サービスになったようだ｡

た｣ の歌を側で聞きながらの昼食も

なったが､｢まめでんきゆう･かん

第51回

事も出来ず､軒下に雨宿りする形に

第一ホールのロビーでは､｢三重

四日市市民文化祭

市民文化フェスティバル
(舞台部門) 〜プログラム〜

1､四日市風の谷ウインドアンサンブル
吹奏曲目‑マンボメドレー､他

指揮‑増井宣之

出演‑72名

2､トリオ･ロス･ヴィエントス
トリオ演奏‑ラ･クンパルシータ､他

ピアノ､バンドネオン､コントラバス

3､桔梗庵フラメンコ教室グルーボ｢アイレ｣
曲目‑タンゴフラメンコ､他

ルは､成功裡に無事終了した｡

レポートB

り'二日間の市民文化フェスティバ

ていた｡

和気あいあいとした雰囲気に変わっ

にじみ絵展‑｢にじみ絵を身

も何度か拍手が送られていた｡

緊張から終盤には笑い声も聞かれる

午後四時には展示品の搬出も始ま

出演‑24名

4､キッズダンスファクトリー

̲▲‑,̲. ､と̀.■■

その見事な擬さばきに演奏の途中に

KEN] による津軽三味線演奏は'

第三ホールの囲碁大会も､中盤の

イベンーを締め括った｡

スティパルを一層盛り上げていた｡

終り､木村理事長の挨拶でビッグ･

曲目‑Play,他

出演‑27名

5､アロハ･フラグループ

第一ホールの演目も総て滞‑なく

第二ホールの ｢訓兼､KUNI･

曲目‑アフリリ､他

広報委員 石松 延

出演‑9名他

6､四日市シニアハーモニー
合唱曲‑忘れなぐさ､他

指揮‑斎藤立美

出演‑47名

7､歌曲
曲目‑ハバネラ､他

独唱‑山田君子

ピアノ伴奏‑前田直子

8､十二期ろまんコーラス
曲目‑バラが咲いた､他

指揮‑斎藤立美

出演‑21名

9､四日市シルバーコーラス
曲目‑荒城の月､他
者で賑わいました｡｣

上がりがフワ‑となり'女性の体験

素材ですが､

んは古い

｢ちりめ

ん細工‑

でした｡

ちりめ

‑､好評 作品も有

芸術的な

ます!｣

ライして

学んでー

と思った､と笑いのコーナーでした｡

写真展‑｢基礎的な色彩学を

ーモラスな演技に､ほんとにプロか

は'楽し‑制作しています｡｣

究極の奇術‑特設舞台でのユ

近に知ってもらいた‑て‑子供達

指揮‑斎藤立美

出演‑44名

10､カーネリアン･アンサンブル
合唱曲‑ブランデイグラス､他

出演･･･8名

11､津軽三味線兄弟ユニット訓兼KUNI‑KEN
曲目‑津軽じょんがら節､他
針が自由に動‑事'仕

出演‑松永訓明/松永兼治

12､ライリッシュIN四日市マリオ･アンサンブル
曲目‑シクラメンのかはり､他

重唱‑3名

13､琴伝流大正琴

みえ琴友会

曲目‑千曲川､他

出演‑27名

14､衆呑鼓会
演奏曲‑河内おとこ節､他

出演‑太鼓5名､唄1名

ちで､プロ

張した面持

ょっぴり緊

供たち｡ち

十二歳の子 れた五歳〜

を見せて‑

習した成果

ドームで練

だ一場面でした｡

ル) 四日市

ど'額の汗と笑顔が観客を引き込ん

ン｣ ｢慎吾マ のおは‑ロック｣な

れて欲し‑て‑｣｡｢よさこいソ‑ラ

りではなく､生活にリズムを取り入 主婦を忘れます!皆さんも出来ない

まで遠征しました｡踊っている時は'

スポーツ教室など) ｢今年は北海道

つ｡(文化会館･三滝クラブ･市の

に思いを込 彫り一彫り

ります｡一

｢二十五年 木の会‑

程やってお

品でした｡

晴らしい作

ですね｣ 素

て頂きたい

すが､手作‑の美しさ､暖かさを見 は十一人｡｢時代に逆行するようで

ノルウェーの民族刺しゅうで､会員

感性も向上してきましたネ｣

木彫 積

キッズ･ダンス‑(第二ホ‑

｢体験者が年々多‑なり'皆さんの

ハ‑ダンガ‑

押し花で楽しいひと き‑

刺しゅう展示‑

ながるのではと思いました｡

ダー的な方々の参加が質の向上につ

け止めてほしい｡又､四日市のリー

〔入場者の声より〕

が､真剣に観て頂‑来場者の声を受 ☆私の感想‑出演者も大切です

｢もっと大勢の人に見せたい､p

｢第一ホールの紙芝居が見たい｣

｢津軽三味線がもっと聞きたい｣

の片鱗を見せてくれた｡

うと又々楽しみですね｣

｢楽しくやってお‑ます!新顔に会

｢フラメンコが良かった｡｣

こ数年の表

ったが､こ

表彰式はあ

このような

われた｡

のもとで行 かな雰囲気 が'なごや 者の表彰式

らの批評の声がとても参考にな‑ま

を卒業した人の集ま‑で､皆さんか

すよ!｣

てくださる人が多‑有り'楽しいで

か‑｣ ｢川柳は入‑込み易‑､感じ

｢俳句と川柳は､どう違うんです

川柳展示と川柳教室‑

銅板工芸‑｢三重県長寿大学

昨年十一月三日､第五十一回市民

〜市民文化祭たけなわの中で〜

文化功労者の

かなかいいですね｣ ゆっく‑味わってみえた風景は､な

ふたば会児童画‑

みんなで楽しく踊ろう‑

文化功労

l
口先生｡

す!｣ と山

場なんで 心を育てる

りですね｡

雰囲気づ‑

い!という

魁...̲
は'措きた

教える基本

二) ｢絵を

りますが､美術室なるものが無いの めて‑｡この会場でお稽古をしてお

大井勇秀展 (小一)‑

針車恕L.守
表彰式

が残念です!｣

た｡将来が楽しみ｡ 絵画､切り紙の見事さに感動しまし

さんをリーダ一に百名の会員を持 今年二十二年目を迎えた会は､杉町

文化祭のステージを前に､

以前にも

す!｣イエイエなかなか迫力のある

囲碁･将棋の広場‑

Rに一考を!｣

と､少しず 彰式をみる

作品に感動｡

(三歳〜中

松尾流･遠州流)‑｢ご夫婦で'

お茶席 (表千家･裏千家･

ときっぱり｡

かい人柄と指導力に魅せられて､皆

さんは練習日を何より待ち遠しい!

ていた｡

長年､指揮をとる佐々木さんの暖

へ訪問が決ま‑､練習にも熟が入っ

団です｡ の協力など､多方面でご活躍の合唱

旅も｡又､ユニセフ､阪神大震災へ

ほと‑で)'中国など海外へ友好の

ている｡

代だいのわが家の主婦らが拭き撫でし大黒柱の木目つやもつ

会頭賞

朝市に持ちゆ‑人参洗い る夕べの西 うつる井戸水

耳遠さ父の電話のもどかし‑切りたるあとの心は晴れず

市教委賞

坂井 敦子

日沖 淑子

市議長賞 川上 輝佳子

から集まり､佐々木和子講師を迎え

お話が弾んだひと きでした｡

目を迎える｡現在､会員は市内各地 地区市民センターで生れ､二十五年

提としないことは言うまでもない｡

う｡当協会の会員から選ぶことを前

から発見するかということであろ

にふさわしい団体･個人を市民の中

ットワークを最大限に活かし､表彰

や社会福祉活動などに自分達から働

に励み､これからは歌を通じて交流

康である事と家族の協力を得て練習

もらっている｡

展開をしながら､一つの参考にして

な問題を抱えています｡その中で健 人間の集ま‑ですが'女性はいろん

囲まれ拍手喝采を頂き'とても嬉し

の長城で歌いましたが､大勢の人に

き甲斐です!昨年訪れた中国の万里

佐々木講師は ｢歌うことが大好き

場をお訪ねしました｡
｢入会して十四年､コーラスが生

などの演奏を交えて行われた｡

当協会の会員を通じて､草の根的な

が'各会場で盛大に催されていた｡

この日は､市民茶会など生活文化

『さざなみ

師走‑ ジングルベルの湊とした

健康で､すてきな

服部 小ふさ

再スタートになることを願っていま

にとって'心優しい二十一世紀の'

に ｢新しい年が'世界中の子供たち

き掛けて欲しいですね‑ ｣と､更

な魅力がありますネ｣‑嬉々として

つ市民の前に形がみえてきたように

今回'当協会に担当課から打診が

上がるのではないだろうか｡

訪問レポート (洋楽‑部門)

そこに､今後の表彰式の形が出来

女声合唱団』

女性をめざして

す｣と'結んで‑ださいました｡

田山､つ｡

あり､この表彰式が実現した｡

展､川柳大会､日本舞踊まつりなど

多数の市民の見守る中､展示棟の

歌声が響‑中'文化会館のおけいこ

｢歌うことが大好きで‑‑｣

短 歌 大 会 四日市歌人クラブ細貝 武司
市長賞

ホワイエの架設舞台で､お祝いの琴

ところで'文化功労者の候補者は'

その際の大切な観点は'組織のネ

｢さざなみ女声合唱団｣は'四郷

近年'ドイツ (写真はライン河の

新年早々｡ケアハウス (英水苑)

第五十一回市民文化祭
歩に合はせリュックの鈴 鳴る他に音な‑白神の山路を下る

ーラス･コンクールなどに出演され て市民文化祭､音楽祭､お母さんコ

〔事業部会 西村邦彦〕

に挑戦しています｣

とも､みんな一緒だと出来る｡そん
｢コーラスは､一人で出来ないこ

ち‑め

〔広報委員 石松 延〕

はいろんな歌

でしたが､今

も出せない私

も読めず'声

われて‑音譜 そんな時に誘 何かや‑たい

気が出ます｣

育ても終り､

｢仕事も子

楽しいし､元

ここへ来れば

ろあるけど‑

だり､いろい

かった!｣

｢落ち込ん

大王建設

思いでいろいろ‑

四日市市赤堀1丁目1番16号

電話(0593) 52‑8287

日時 四月二十七日 (土)

文化協会評琴貝会のお知らせ

すこやかに背丈の伸びし息の姿に目を細めゐし母を忘れず

物多‑持たぬが良しと常に言いし子を産まざりし友は逝きたり

この坂上に娘が住み居れど愚痴は聞かさじ寄らず行き過ぐ

朝の日あまねかりけ厨辺に身いっぱの小さき幸あり

三十余年野菜を作りし畑な‑地主にかへして土にぎりしむ

各種発表会.結婚式など⑳l笹
中日賞五位 安藤 晴江

‑

〒510‑0826

会場 文化会館第三ホール

中日賞四位 湯田 定子

中日賞三位 山中 頼子

中日賞二位 早川 初代

しろがねの千鰯ら飼はれつ風湧くやうに急反転す

中日賞一位

文化協会賞

佐藤 静江

藤田 倫夫

午後二時より

ヽ･r 乍

ビデオ･写真･CDセコ

53‑2031

〒511‑0102桑名郡多度町香取21

FAX (0593) 5117795

℡(0594)48‑3248

こ

冊子･学校新聞･諸印刷

〒51 0‑0885

東海出版

四日市市日永4丁目5‑48
TEL (0593) 45‑3410

FAX (0593) 45‑1973

ご提供‑ださい｡何枚でも結構です｡

口刷革命‑CTP導入 巴

俯

靼)

h蝎

ｸ

●発行所 ●サポート

ﾋｲ
〇五九三 (五一) 三七二九 電話･FAX

〒五一〇‑〇〇五七

文化協会広報部会 木村道山 平成13年1 2月20日
石松 延 本郷信輔･赤井重規 塚田盛久 石井冠山

良い本づくりのお手伝いしますo

水九出版株式会社/rVr,/rVV,芸買sf960崩窟式芸社

市民生活課分室内 四日市 昌栄町二一‑10

四日市市文化協会 西村邦彦 伊藤巳代次

本を作りませんか?

IPlu市市笛‑L町1番147‑Fl‑lmL.FAX(0593)30J)275■四Elfrf市結士町1番147号lPEL(0593)32‑6600IFAX(0593)32‑6688
◆水九印刷株式会社内◆URL:http://www.mizuku.co.jp

パッション第十六号

事務局へご送付願います｡

でお招きする､プレゼン‑･チケットを

ど'そして写真･イラストなども歓迎｡

障害者の方々と､介護者の方々をペア

再生紙使用

ております｡文芸･歴史･提言･情報な

会員および一般市民の原稿をお待ちし

●お願い

●MO.FD原稿を頂ければ､データ確認後､データより直接版をつくる
CTP(コンピュータツープレート)で最驚速印刷∫∫

お気軽にご相談くださいo

●編 集 ●発行人 ●発 行

●原稿募集

Ol二仇P lA

石井アカデミー･ ｢･バレエ
教

師

.▲一■̲

い璃く星雲

稽古場

Ⅶ』 像J

iノ

l yll ートノ

石井

正人

石井

昭子

石井

亨

石井

亜希子

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(土･日曜) TEL･FAX (0593) 52‑9058

将棋
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

事務局芸77.‑7諾妄言警警
●利用料なし

〒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

●夜1 1時まで営業

●月会費5,500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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㌔0593‑32‑4848
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