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一九八六年のことである｡

働部隊は大正生まれの方々でつくる 方々に提起'大きな賛同を得た｡実 手によってと願い'地域の役員の

空コンサート｣ の試みが始まった｡ て'真夏の夜の野外コンサート ｢星

人々の心のよすがになればと願っ

もっと知って欲しい'そして地域の 憩いの場そのもの｡資料館のことを

いが桜の木々が陽射しをさえぎり' ある大正期建築物'前庭は広くはな

この試みはあくまで地域の人達の

高台にある四郷 土資料館は趣の

『大正期の建物と星空と音楽と』

ロマンに向けて第一歩

しんでいるところも見られます｡

中心に移動天文車 ｢キラ 号｣ や望 年'十数回開催され'天文ファンを ティアが主催する ｢星空観望会｣ が

りのパラグ イダーが空の散歩を楽 あり､山の方を見上げると色とりど イダーのランディングポイントでも んでいる姿が見られます｡パラグラ スポーツなどをして思い思いに楽し

くの家族連れやグループが訪れ'軽 タールの多目的広場で'休日には多

週末の夜には､博物館天文ボラン

場､通称 ｢星の広場｣ です｡

ある芝生の広場へ それは水沢市民広

星のひろば

鈴鹿山脈の麓'水沢浄水場の東に

平成四年に完成した広さ約一ヘク

｢宇 宙 に 好奇 心 ｣
‑四郷地区星空コンサート
四日市 少年自然の家 指導主事 松 月 雄 一

オフィス･ウカイ 鵜 飼 新 平

感はなかったo蝉もまた自然の一叫 のことではあったが違和 たことであった｡予想外

て蝉がいっせいに鳴きだし 揃 外なことには'弦楽器に共鳴し

音色が夜空に響きわたった｡意 はほのかにライトアップされ' による演奏がいよいよ始まる｡建物

プロオーケストラ団員の

名古屋フィルハーモニーメンバー

と郷土愛が牽引役となった｡ 地区の古くから培われた進取の気性 ボランティア団体 ｢大正会｣'四郷

なき宇宙への思いを胸に･ ･ ｡ がでしょうか｡ギリシャ神話や果て

ゆっくりと星空を眺めてみてはいか 生にゆったり寝ころんで時を忘れて のになりません｡家族と'仲間と芝 に見える星の数は市街地とは比べも

を楽しんでいます｡ 遠鏡を使ってその季節の星空の観察

周囲の明かりが少ないために夜空

熱演と蝉時雨

麺雛腹‑‑‑ ｣一一一一
㍍

ある｡

となりつつ 見えぬ財産 人々の目に 郷地区の

は'今や四 希望の心 いを託する

と'星に願 愛でる心 の夏の風物詩となっている｡伝統を

り'演奏者と聴衆の心が一体になる｡ ンサートの趣を深めることにもな つくりだした楽器'かえって野外コ

ト｣ と銘うった演奏会は'四郷地区

それから十六年'｢星空コンサー

｢星

空

観

望

会｣

｢星のひろば｣この夏は8月12日田)の午後7時〜9時､天の川や

ベルセウス座流星群を観望します｡
＼, I ･H7･･∵/

☆申し込み､料金とも不要です｡天気の悪いときは中止します｡

移動天文車｢きらら号｣
全国でたった8台という移動天文車｡口径20センチの屈折望遠
鏡と観測ドームを搭載｡ ｢きらら号｣の観望会は､自由参加(無料)
場所は博物館前の市民広場です｡

夜空のロマンを探す旅に出かけてみませんかJ

市民文化祭
うな気がする｡ が忘れられているよ 定着するという原点 てこそ人が集まり'

のではないだろうか｡ ない人は､大勢いる 積極的な情熱を感じ 境づくりの取組みに 術活動のしやすい環

文化振興財団が設

特に行政が文化芸

るとみている｡ 題が大きな課題であ 術活動への意識の問 行政'市民の文化芸

のかの一因として､ の人口が増加しない

るようだが｡ 都市化を目指してい

ないのか｡ 起因しているのでは が強すぎるところに

団体の発表会的要素 い｡それは協会加盟 ったといえなくはな る人ぞ知るの存在だ 文化祭といえば'知

た･･ これまでの

何かを話し合ってき えず市民文化祭とは

せる展望が欲しい｡ 形だけでなく'すべて民間に任 市の文化振興のすべての事業を が催されているが､この機会に 立2 0周年を迎えて'記念の事業

がら市民の皆さんと共に'文化 策定を目指しているが'微力な があり'そこで'文化ビジョン

儲しいホーム'(‑クを

ーレとなる｡ スティバルがフィナ

町村との合併で一気に政令指定 かとどかない四日市 '隣接市

と思っている｡

博のないご批判を頂戴できれば る｡ぜひ一度ご参加を頂き'忌 のホームページにも掲載してい どに配布してありへ また当協会 ンターを始め市内の文化施設な に回覧されており'地区市民セ

催される｡

矢は弦を放たれたのである｡今ま

日市短詩型文化祭｣ とLt 合同で開

回四日市 民文化祭協賛 ｢第一回四 月四日 (月)'タイトルも第五十二 平成十四年十一月二日 (土) 〜十一 の諸氏のご理解をいただき､期間は

見の一致を見た｡

今年度の文芸部門は'各ジャンル

ニングで今年も始ま 長を迎えてのオープ 楽を楽しむ会｣ に市

は'6月2 3日の ｢能

ャンスでもあり'協会の方針とも意 を練っていた文芸部門では念願のチ の意向で'永年短詩型文化祭の構想 も'各部門別'各サークル単位でと 方も一昨年頃より恒例の市民文化祭

感を募らせていた｡

文化協会の方針もイベントの在り

にも参加し'マンネリの大会に焦燥 等をも模索して､近県'市の文化祭 他のジャンルとの共催合同作品展示 川柳大会を開催してきた｡この間､

流れた｡ へ加盟してから三十年近くの歳月が

ェスティバルにも参加'協賛しての 文化祭のイベントや数年前からのフ

昭和五十年から'毎年四日市 民

四日市 文化連盟以後〜文化協会

ップがあると思われる｡ 人とみる人の間にかなりのギャ だろうかと考え'それには催す にどんな内容のものを想像する い当市の文化祭と言えば､率直

取組みを目指している｡ になった催し物づくりに徹した する人と観る (参加) 人と一体
そこで今回は'〜演じ (展示)

すでにプログラムは､各家庭

ところで人口3 0万人になかな

当協会のなかに2 1世紀委員会
(事業部) 西村邦彦

句) の新しいステージが加わったの 文化祭 (短歌･俳句･川柳･詩･連 で恒例の市民文化祭に四日市短詩型

った｡来年の3月9

第5 2回市民文化祭

聞いてみませんガー･

よう'総力を結集したい｡ である｡記念すべき一ページになる

日の四日市洋舞フェ

当協会としてへ た

その前になぜ当市

文化の潤いがあっ

たいと思っている｡ 都市四日市の街づくりに寄与し

一緒に活動に取り組ゐたいのです｡ つけ咲かせる.(<､みなさんと
日市にふさわしい文化の花を貝 会は､定のしい仲闇つくりで四 覧いただけます‑･私たち文化協 四日両市文化協会のすへてをヴし

始まる

第五十二回市民文化祭への抱負

文芸部門 保地桂水

第

当協会として人口3 0万人に近

っぱいになること ご期待下さい｡ ぜんぜん違った美の世界が展示場い

いただければ幸いに存じます｡ いただくお席にてごゆっくりお遊び られましたので'展示場ではご休憩 ループが ｢酒翠庵｣ の本格茶席に移

トな作品が競い合って昨年までとは

フラワーでは楽しく製作されたアー

カサなどを｡また'押し花･アート

季節の美しさ､洋花が入ったアデヤ

をお待ちいたしております｡ 人形六団体の展示を致しまして皆様 盆栽･菊生け花･盆石･押し花･

中作･小品花に分けて自然植物での

なお､昨年まで同席でした茶道グ

生活文化‑･Ⅱの所属団体の中で

特に'生け花では九流派が大作･

やっぱりE)日市が好き‑･〇 〇

生活文化‑部門 小森秀峯

皆さんの協力で文化祭を
さらに楽しく発展させましょう‑

る事は明らかな様に思われます｡ にさらに違った味のある舞踏会とな が得られる事が出来れば'それなり

げましょう｡ 力を強め､文化協会の行事を盛り上

さらに幅広いグループの参加'協力 の協力の賜物と考えられます｡なお' ス'バンド'フラの三つのグループ いうのも文化協会を中心としてダン がして独自性が見られます｡これと 様に思われ'ユニークで新しい感じ

ィーはあったとしても非常に少ない 上がっており､この様な形のパーテ サークルの御協力を得て大いに盛り

ているハワイアンバンド及びフラの

様に見受けられます｡ ケ､抽選等を取り込んだものが主な ティーの内容は'ディナー'カラオ り'そのサークルが行うダンスパー

目となる) は'文化協会に加入され る〃市民社交舞踏会〃 (今回で九回

各部門にとらわれず助け合い'協

社交ダンスのサークルは多数あ

文化協会の一行事として行われ

文化交流部門 水谷正勝

しております｡ かけ頂きますよう心よりお待ちいた

心にした ｢日本舞踊まつり｣ にお出 心を持って頂き'この度の古典を中

ります｡ 私どもにとり､何よりの励みでもあ

是非一人でも多く'日本舞踊に関

舞踊‑ 西川 司女

赤堀つる琴

団体が一同に集結し共演することは ではなく､文化協会に加入された各

日々励んでおります｡ です｡このような文化継承を大切に' れの違いで必然的に表現も異なるの す｡かつら一つをとっても､それぞ 方まで幾種類もあると聞いておりま

各流派の発表会とか'おさらい会

っやま〟 といわれる位の高い結い

れしのぶ〟という結い方から'〝か

りました｡同じ舞妓さんでも〃わ 借りうけたりと' ても経費もか

く大道具など'いろいろ工夫したり

師さん'当初は舞台の備品も数少な

ます｡

かつらは勿論'衣裳'衣裳方'顔

とであると思い､今日に至っており

けることは'大変喜ばしく名誉なこ お誘いを受け文化祭に出演させて頂

と振興の一片を担うべく､有意義な しい名取が望まれるなか舞踊の普及 撃な意気でお受けして五十余年､新
四日市 からの要請で､とても真

〇〇

ぶりの再会の場でもあります｡ は晴れがましく'合唱仲間との一年 で日頃の練習の成果を披露できるの 文化祭です｡文化会館の第二ホール にしている発表の場が'四日市 民

と思っています｡ 担し'今年も楽しい合唱祭にしたい す｡部門に集う仲間たちで仕事を分 部で十六団体の参加が見込まれま

覧会を目指しております｡ 参加してもらう､より革新的'独創的な作品でアピールしていく展 開催の市美術展とは違って'幼時からお年寄りまで幅広く市民に 術の調和(ハーモニ )が表現できる様準備を進めています｡十月

称｢芸術家｣の作品を楽しみにお待ちしております｡ 去に活動していた頃の作品をお持ちの方等々'四日市すべての自

に開催されます｡書･絵写真等の平面芸術と工芸･彫塑等の立体芸

合唱が大好きな仲間たちが心待ち

今年は新たな合唱団も加わり'全

と美術Ⅱ(立体)の合同展として､十一月十五日(金)〜十七日(目)

団体等に属さずに'個人またはグループで活動されている方'過

を活かした活動をしております｡ きな団まであり､それぞれの持ち味 た'少人数の四人から'五十人の大 幅広い合唱団が入会しています｡ま

〇

洋楽‑には'混声､女声'男声と

第五十二回市民文化祭｢総合美術展｣は'久しぶりに美術‑(平面)

幼児からお年寄りまで

洋楽‑部門 神谷 郁

市民参加の展覧会をー･

参加させていただいております｡

会員一同嬉しく思っております｡

美術‑部門 花井高峰

し合い､互いに楽しみ､学びながら 文化祭にそれぞれの発想で個性を出

踊れるものが多くなってきました｡ れ､多くの人が楽しくリズミカルに

強く'民謡･艶歌等に振りが付けら 近では民謡を楽しむといった傾向が 踊りつづけております｡ですが'最

そんな中'各々の団体が市主催の

誠に有意義な行事でありまして､

余りが経ちました｡ 会に仲間入りさせていただき'十年

私ども民謡愛好会十一団体が'協

伝統ある｢ふるさと民謡｣を愛し'

舞踊Ⅱ部門 内田逸子

品されると思います｡ られるので'秋には楽しい作品を出 れ'一生懸命に作品に打ち込んでお は､それぞ 現在迄のも を生かさ

くなることを願っております｡ たにとり､作品に対して見る目が深

美術展は'見ていただく皆さまが

プレゼント･チケットに
ご協力ください!
障害者を抱えた方々と､日々ボランティア
として介助してくださっている方々をご一
緒にご招待したいのです｡
ぜひチケットを事務局まで､ご送付ください｡

美術Ⅱ部門 藤井一休

できないと思うが'会員の皆さんに

ほどの感性を磨かないと良い作品が 入口である｣ が厄介で'日頃からよ 想を表しても'｢これからが作品の は十年か る｡また､自分なりの思 するには早くて五年'ものによって 工(木) などとあるが'技術を習得 とあり'陶芸(土)･染色(布)･木

るよう頼みました｡ 作家の心の入れ方など､描いて下さ

美術Ⅱの工芸部門は'素材が色々

先生方に'作品に対する取り組みや
今年度の美術展について､先輩の

て伺ってきた｡ で､今日に至るまでの経緯につい 三朗先生が当番で来て居られたの

金集めからポスター制作まで種々

されていた｡

二点宛十六点展示 きた｡八名の方が 鑑賞させて頂いて で開催されたので 十六日までの会期 館で六月八日から 第一回の創作展が四日市 総合会 日市 美術作家協会を結成され' 工芸･書の部門の日展会友で'四
四日市在住の洋画･彫刻･美術

たまたまこの日は陶芸の黒田耕

産みの苦しみとでも言うのか資

日雲友展を讐して

とは世の中が電気で明るくなった矢 時代と変わる訳で､私の言う ｢昔｣

時代'次は太陽エネルギー原子力の からガス灯の時代へ､そして電灯の

周期と言われ'行灯の菜種油の時代 ではない｡エネルギー革命が五十年
昔話といっても ｢花咲爺｣ の時代

料理人の昔話

が大きい｡ そうだから市民の期待するところ

いう偉大な意思を持って居られる

には必ず地場産業が発展する｣ と

させ'情操教育にも貢献したいと 真の芸術文化の素晴らしさを体験

｢一流の文化集団のあるところ

た展覧会が開かれる事と思う｡ 居られたが'年を追う毎に充実し 場の不備な点をしきりに気にして ご苦労された様である｡先生は会

をなめながら部下と呑んでうなぎを の〝手前味噌〃 (この店の手作り) 本つけて呉れ｣ と頼んでこの店 四十分はか る｡上司は ｢おやじ一

うちわで油煙を払い'焼き上げるに

き'串打ちして備長炭の火にあぶる｡

〝手前味噌〃 に加減して供したものだ｡ いめに､夜更けて酷軒の客には薄味

うなぎは客の注文を聞いてから裂 上司は昼飯に〝うなぎ屋〟に入る｡ 張で○ 省へ行く｡部下を連れて'

を空かせた来客には吸い物の味を濃 ウンター料理の板場は'回転早々腹 合わない｡と主張するのである｡カ

には日本酒に限る｡ビールは寿司に

し身や寿司ネタの生もの) を味わう

行け!｣ と怒鳴られた｡活け物 (刺

〟本物

えてゆくところとなる｡

られた部下はやがて部下を連れて伝 馴染みとなり本物の味を知る｡教え 待つ｡この先東京出張にはこの店が

を注文したら'おやじさんに ｢出て

先の ｢昔｣ である｡寿司屋でビール

昔は地方のお役人がお江戸への出

美術Ⅱ (彫遊会)本郷信爾

う子どもらにも

に'次世代を担 のである｡さら 組んで居られる る心構えで取り 活性化に寄与す じ､地域経済の いう言葉を信

なくなるだろう｡

もお寄せください｡ 報の他'写真'イラストなど す｡文芸､歴史'ご提言'情

昔話は昔話では ことが出来たら' 昔を今に変える ある｡今を昔に たたまるものが てみると'心あ つ一つ拾いだし まう｡昔話を一 物を見失ってし ばいいでは'本 ばいい､早けれ かかる｡安けれ 物を求めて変わるべき過渡期に差し か見分けもつかない｡食の文化も本
飽食の時代においては､何が本物

らの原稿をお待ちしていま 会員および一般市民の皆様か

万古町

渡辺一範氏の作品

砂時計だけが知ってる春の冷え

原色の花がカラカラよく笑う

花見酒散るも残るも風任せ

ケータイが軽い命を呼びにくる

春はそこ雪解け水で首洗う

始めから買わぬつもりで試食する

一杯の地酒お膳をなごませる

手を振って別れの辛さ切りすてる

その先は見えずに転んで終の果て

高齢化鬼もよろよろ春の宵

春という言葉のそばへ寄っていく

元旦に今年こそはと又思う

玉手箱大好きな詩一つ入れ

嫁姑妻母捨てゝ冬眠中

八起目の挑戦ハードル低くして

スーパーへ母七草を摘みに行く

本心はつくり笑いの底にある

芸術のトリックなんだ紅椿

軽いジョークを隠しゆっくり茶をす1る 加藤昌良

世直しに嘘も並べた数え唄 有村 正 則

ハツfWンひろは

どの彩にしようか発てない始発駅 橋爪吉五郎

四日市
L:.I‑.:. I,;.....Jl'''感

柳会
保地桂水

乾和郎

川合典生

樋口 仁

高橋 忠

｢もっと生き生きと
4月27日出

矢田 哲

榊原良郎

村山 了

伊藤多恵

松井湖青

堀かず美

しい評議員会を｣

森よ し ゑ

川崎はつ子

山本美智子

矢 田照子

伊藤せ き

坂井 兵

森 繁生

寄せ植えにうっすら初雪小正月

カレンダー今年も花は咲きますか

たのみ事ふところいっぱい初詣

すぐそこの春が掴めぬ物忘れ

さあ春だ梅がさくらにさ やいた

幸福論にでしゃばりすぎるルイ･ヴィトン 位田悦子

宇宙の神秘へ小さな自分知る

ゆるい結び目枯れ野までひきずって

手さぐりの袋小路にも朝がくる

内山サカ枝

坂崎よし子

矢田はるみ

菱川麻子

松岡華風

井垣和子

小河柳女

城塞弘子

一里塚今年も越えて壇をつく

松縁り変わらぬ如く我が心

掌を合わす思いそれぞれ熱くなる

雪景色名画ばかりで色を追う

紙パック酒に情緒がないという

己が影を踏みつけ初夏の日高し

山田 龍

波部裕具子

樋口恵美子

原さ と 子

松本きりり

文化会館に於いて､平成14年度四日市市

文化協会評議員会(総会)が開かれました｡
‑∨

ヽ■ ○

にしたいと願っております｡ 会議の内容をもっと魅力のあるもの

要望･アイディアをお寄せくださ
皆さんからも'前向きのご意見ご

度は実出席が過半数を目標にして' が出され'連携も強まります｡来年

出席五十五名'委任状百名でした｡

出席者が多いほど活発な意見要望

されました｡

評議員数百八十二名に対し実情は

は'四月二十七日に文化会館で開催 である､今年度の評議員会 (総会)

いく｣ ことだと思います｡ て'お互いの文化活動を充実させて

人会員が集う'協会の最高議決の場

協会に加盟するグループ代表と個

えば'｢みんなが仲良く協力し合っ

文化協会の活動目標は'平たく言

副理事長 塚田盛久

村山たけ子

聞く昨今である｡

あれば納得出来るとの邦楽家の声を

し'受け入れ態勢確立の上の制度で 専門教育を受けた教師を学校に配 い環境にある｡これには'或る程度

り'要旨の受け入れ態勢は全く淋し

きり示されていない様な雰囲気であ 体的指示など'何等基本方針がはっ

ているように伺える｡ れているもの '概ね対応に苦慮し

各市町村の教育現場に於いて実施さ

で'連日事務局へ沢山の方からの間

器の採用が認められ'全国各都市' 科目に対して本年度より正式に邦楽

義務教育である学校の音楽授業の 音楽授業に邦楽器が採用

先ず'予算的配慮'教育者への具

みました｡ 願いする素人能 ｢羽衣｣ に挑戦して

数による能楽師の指導支援出現をお

の担当で六月二十三日に開催されま

文化会館において'四日市能楽連盟

｢第十回能楽をたのしむ会｣ が市民

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇｡〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇OOOOOOOl 〇〇

ングに'伝統文化部門の特別企画'

0

いろいろの演技の最終に､会員多

入場無料'出入り自由ということ

音楽:::の変遷

した｡

〇

萱第10回

第五十二回市民文化祭のオープニ

…能楽をたのしむ会
至第2ホール

6/23(日) 10‥00‑17‥00

市長のあいさつ13:00‑

;入場無料
0

0

てから何とかしなければとの考えか

る文化人の中には､特に昭和に入っ

し､国民音楽として発展を願ってい

を経過してきた｡ で'その早いテンポの洋楽全盛時代 新しい旋律に興味を示して今日ま

我が国古来よりの伝統音楽を保存

から従来とは全く異なった'洋楽の

培われた日本の音楽も'子どもの時

日本人は長い間親しみ'伝統の中に 大衆の音楽とされていた｡しかし' 色が流れていて､歌や語りが一般の

これに対して'文化的にも優れた

日に至っているのである｡

器の伴奏で児童や生徒に歌わせ'今 本語の歌詞を付け'唱歌として洋楽 置いて'欧米の民謡を取り上げて日

さんのご協力を‑ 次回の企画に皆

情操教育の代表として音楽の科目を 学校による義務教育を創めた｡その

その頃'街には三味線や琵琶の音

明治五年'政府は学制を発布し､

〝尺八とフルート〃

け'開校した｡ TYの取材を受

第一回講座は

三重TV･C

ます｡

文化芸能大学開校

(削J流尺八三重L,LFJ<支部長) (元MFT刷壁音楽連盟会長)

木村道山
ある｡

場に貢献する機会に期待する一人で

言われている｡ の目を見るに至っていなかったとも

誠に喜ばしい限りである｡ 私の様に邦楽を志す人間にとしては 楽器が取り上げられる事となって､

今後､三味線や等'尺八が教育の

の反対もあって日本音楽は長期に日

迄来たが､肝心の音楽教師や音楽家 楽の鑑賞を取り入れるというところ

｢小'中学校｣ の音楽科目に日本音

攻する学部が出来たり'戦後には

ら'官立の東京音楽学校に邦楽を専

それがやっと'音楽授業の中に邦

都山流尺八 三重県支部長

総合部 藤 田正明

木村道山

石松 延

斎藤敏三

した｡今回の企画が'能楽普及にい

" "" ‑一二二二中二二二二三岩=n‑.㌫

能を見たい｡｣ との事でした｡ 感動した｡言葉もよく判った｡又'

ロビーの能面展も皆さんに好評で

伝統文化 赤井重規

講師

さ か貢献できたものと喜んでおり

'●"

いう世界があることを初めて知って

ったく静かな中で舞台が進行すると

市からも来ていただきました｡ い合わせがありました｡当日は伊勢

ら電話があり ｢ほぼ満席の会場がま
翌日'初めて能を見たという方か

者の日頃の自主イベントを町民の

を要するので東員町の文化協会加盟

基本にして歩き出している｡

自主運営をしながら行政との両輪を

しかし'自主運営を図るには時間

という｡

団法人｣ 設立という目的を達成した

ただきながら交流会が持たれた｡

くなかで'日頃の地道な活動が ｢社

東員町の文化協会の活動内容を聞

そして現在 ｢社団法人｣ としての

させていただいた｡ 町文化協会の人々との交流会に参加

に恵まれた六月二十三日 (日) 東員

梅雨空が続くなかさわやかな晴天

酒翠庵でゆっくり静かにお茶をい

東員町 文化協会との交流

1.文芸

(俳句･短歌･川柳･散文･評論など)

2.美術Ⅰ

(絵画･書道･写真･映像･グラフィックデザインなど)

3.美術Ⅱ

(彫塑･工芸･スペースデザインなど)

4.邦楽

(琴曲･三絃･尺八･吟詠･剣詩舞･民謡･長唄･端唄･小唄
･大正琴･現代三味線など)

5.洋楽Ⅰ

(合唱･声楽･オペラなど)

6.洋楽Ⅱ

(吹奏楽･軽音楽･民族音楽など)

7.洋楽Ⅲ

(器楽･管弦楽･リトミックなど)

8.演劇

(現代演劇･ミュージカル･ニューウェイブなど)

9.舞踊I

(日本舞踊)

ろうなあという印象を持った｡ 開催されるという話は画期的な事だ

る｡

10.舞踊Ⅱ

(創作舞踊･民言離南など)

ll.舞踊Ⅲ

(洋舞･バレエ･民族舞踊など)

12.芸能

(歌謡･落語･演芸など)

ンルの人たちが互いに協力し合って 紙'水彩画'木目込人形などのジャ 読､コーラス'独唱'水墨画'絵手

開催するという｡

童謡詩人金子みすずの世界を朗

ちょっぴり羨ましいかぎりであ

(土) 短詩型文学フェスティバルを

たいとも｡ 団法人｣ としての趣旨を広めていき

六月二十三日

人々に観ていただく努力をし､｢社

そういうなかで今年八月三十一日

演劇 山本淳子 常任理事 南城仁香

13.生活文化1 (茶道･煎茶･盆石･華道･香道など)

14.生活文化Ⅱ (盆栽･菊花･山野草･園芸･水石･フラワーデザインなど)

15.歴史文化

(郷土史研究･文化財保護など)

16.伝統文化

(能楽･狂言･雅楽･浄瑠璃など)

17.趣味教養

(囲碁･将棋･カード･人形･着付け･料理･芸術鑑賞など)

18.自然

(天文･地質･動物･植物･都市環境など)

19.文化交流

(国内外交流･ボランティア･太鼓･社交ダンス･フォーク

☆会員､市民のみなさんのご協力のお

●発行所
〇五九三 (五一) 三七二九 TEL･FAX 四日市市昌栄町二l Il O

〒五
一〇‑〇〇五七

(どのジャンルにも属さず活動する部門)

四日市市文化協会

文化協会広報部会 木村道山 平成凶年7月,15日
杉田軍次･藤田正明 石井 亨 増井宣之 石松 延 常磐扇舟

ダンス･レグノエーションなど)

20.総合

●編 集 ●発行人 ●発 行

再生紙使用

パッション第十八号

います｡(延)

感謝と今後は情報交換の場にと思 陰でパッションは号が発行出来､

☆市立博物館にて'夏の夜空と ｢銀河
しました｡ い思いを感じ'久しく良い思いを

や､星座の話に涙のでるような熱 素晴らしい施設の中'壮大な宇宙 鉄道9 ｣ を見せていただいた｡

《編集後記》

