地域のかかりつけ医
消化器科･外科･hI門科･内科

雲警会石EZ)胃腸科病院

2004

※がん検診(胃･大腸･乳･前立腺･肺)
※人間ドック(個人･企業) ※各種検査

誌名の『パッション』は､燃えるような"情熱"の意味です｡

健康スポーツ医◆産業医

特集:文化都市四日市にエール

理事長
院

･､碑岬･.

四日市市朝日町1‑1主｢
(JR四日市駅前)
TEL(0593) 53‑3313㈹

診察時問/
平日‑AM9:00‑PMl:00
元気な四日市が好き〝

也p

四日市市文化協会

YBK

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com

PM2:00‑PM7:00
土曜‑AM9:00‑PMl :00

休診日/日･祭日･土曜午後

長

石石 田田 克 久保

るならば一つの節となりました｡や

本年四月で満十周年を迎えるに至り

ました｡

きから各位のご支援'ご指導を得て

い組織に生まれ変わり'よちよち歩

しては平成六年に'旧組織から新し

十年一昔と申しますが'竹に例え

一方'四日市 文化協会におきま

り'先行不安な年となりました｡

ますようご祈願されたことでしょう｡

社会情勢はまことに酷しいものとな

様方は今年も平和な静かな年であり

パッション第23号

二〇 四年の新しい幕開けに'皆

しかしながら､目下国内外ともに

新年 の ご 挨拶

目次

新年のご挨拶

特集

文化協会理事長

木村

道山･ ･ ･ 1

〜文化都市四日市にエール〜
四日市市文化振興財団理事長

山本

雅昭さん

四日市市文化振興審議会会長

中川

幾郎さん

㈱CTY取締役社長

森

紀元さん

フリー編集者

藤田

正明さん

2345

文化功労者のご紹介
県文化奨励賞(近藤英子さん) ･

6

県文化新人賞(KUNI‑KENさん) ･ ･ ･ ･ ･ ‑ ･ ･6

っておりますが'当協会と致しまし

て遜色ない活動を目指して頑張って

いきたいと思って居ります｡

これからの十年の目標として'初

きく飛躍したのであります｡

文化都市四日市の文化団体として大

四団体'会員数五一 二名を数え'

併し'本年一月現在の組織は､二百

体と､四日市 文化協会が正式に合

プラザで活躍中の北部地区の文化団

昨今各地で文化協会の活躍が目立

す｡

っと足元がしっかりして来たようで

市文化功労者

昨年四月に'四日市 北部あさけ

伊藤信義さんをたずねて･ ･ ･ ･ ･ ･ ･7

わくわくにんげん
写真家

南川

三治郎さん･

四文協ホームページから

･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 8

伊藤

洋史･ ･ ･9

パッションひろば

大井

力･ ･ ･10

訪問レポート(児童画教室)

石井

号･ ･ ･12

石松

延･ ･ ･13

(茶道教授連盟)

文化協会〜活動報告〜
お茶会を体験した子どもたち(市立浜田小学校) ･ ･ ･14
ご協力をお願い申しあげます｡

ますので'今後とも更なるご支援'

代に立派に申し送って行きたく考え

市の文化に更に磨きをかけ'次の世

を合言葉に'先人達の残した四日市

の場として｣ ｢入って良かった協会｣

の目的 ｢市民と共に｣ ｢温かい交流

能楽を楽しむ会

心にかえり四日市 文化協会の当初

四日市市文化協会
1･.jL.. '仁.‑辛
〜

…新春の集い"に感動あり

西村

重規･ ･ ･15

邦彦

坂井

兵･ ･ ･16

本郷

信輔･ ･ ･17

/

理事長 木村道山
)ー rJ I

赤井

｢ちょっとお酒落なコンチェルト｣

文化の宅配便｢尺八の音｣

文化協会の加盟団体･後援イベントご案内･

･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･18

評議員会と文化講演会のご案内‑

･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･20

表紙

春色に輝いた御在所岳のふもと‑ ‑ (N･Ⅰ)
写真:加藤
武

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
TEL

･FAX

四日市市昌栄町21 ‑ 10
0

5

9

3‑5

1‑3

72

｢市民生活課分室｣内
9

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)

特集〜文化都市四日市にエール〜
(1･ハーバーマス)をもたらしてきた'
たといえるだろう｡ 加えた三極関係を描く必要性が出てき 後半の二極関係に変わって'市民社会を 府と経済しか存在しなくなった2 0世紀 たのである｡いわばパワーとしては'政 する｢市民社会｣が力を得て登場してき 度の官僚性が露呈Ltこれを批判'修正 つまり'巨大機構の非効率性'脆弱性'過 この流れに大きな変化が兆してき いる｡ 大化してきた｡ところが21世紀に入って' グローバル化経済の中で企業もまた巨 らない｡これまで行政は限りなく肥大化し､ という事実を認識しておかなくてはな
体系を覆い尽くし｢生活世界の植民地化｣

つはtNPOなどを拠点とした'鮮明な
そこにはさらに二つの流れがある｡一

業による経済が'個人'家族'地域の生活 した福祉国家型大規模政府や大規模産 いる｡だがその前に'近代主義が生み出

21世紀は'｢市民｣の時代だと言われて

創立十周年に

市民による文化協会の

戴いた想いを'いくつかご紹介します｡ ます｡各界でご活躍の方々よりお寄せ 策定をめざして熱心に討論されてい

〜文化都市四日 にエール〜

いま､わが街では文化振興ビジョンの

特集

帝塚山大学大学院法政策研究科

活性化をめざして

寄せて

(財)四日市市文化振興財団理事長

山本雅昭
のように'｢資本｣の概念も大きく変わっ クや相互信頼等の人間｢関係｣を表す｡こ うな物的なものとは異なり'ネットワー ある｡社会関係資本とは'社会資本のよ 会関係資本｣(1･コールマン)だからで 在そのもが2 1世紀型市民社会における｢社 きたといえるだろう｡なぜなら'その存 の位置づけが'改めて注目される時期に ける民間芸術文化団体である｢文化協会｣

い政策にこれらを取り込みつ ある｡ きな原動力となることを察知して､新し

中川幾

ュニティ双方の活性化が地方自治の大 自治体政府は'アソシエーションとコミ とする動きである｡我が国でも先進的な 価Lt地域コミュl〓アィを再創造しよう 協和主義的コミュニティ型集団を再評 の認識から'地域と家族を視野に入れた う一つは'地域社会における生活共同性 ソシエーション型集団の発達である｡も 目的を共有して結集する自由主義的ア

このような流れの中で'四日市 にお

ラザのほか'各地区の市民センター

在'市内には当文化会館やあさけプ

毛の地｣ と言われてきましたが'現

っています｡よく四日市は ｢文化不

地域の文化振興という同じ役割を担

じます｡

献できるものと高く評価したいと存

日の新しい文化の創造に'大きく貢

育て いこうとする取り組みで､明

素質をもった若手芸術家を発掘し'

文化審議会会長) 改めて期待されるのである｡(四日市 開かれた市民｢文化協会｣の意義と役割が､ ならない｡｢市民｣の時代であるからこそ' ず自己発展していく道を切り開かねば として存在し､経営能力も高めて'絶え 世代'多様なジャンルの開放型人材集団 ある｡そのためにも文化協会が'多様な ップによってこそ開かれていくはずで 体文化政策は'｢文化協会｣のリーダーシ 有するNPOである｡｢市民主体｣の自治 シエーションであり'人的資本を大きく ある｡｢文化協会｣は市内でも有数のアソ の大きな担い手として登場しうるので 文化協会のような市民NPO団体も'そ 知悉している地域コミュニティ団体や 想定されている訳ではない｡地域課題を ストダウン､効率性追求の｢企業｣だけが しか この｢民間｣には､従来のようなコ 間移転を意図していることは確かである｡ 定管理者｣制度の登場は'政府機能の民

あげることができるのである｡ 文化､福祉などの政策分野で良い成果を 資本｣の基盤があってこそ'経済､教育' れらの資本的基盤'とりわけ｢社会関係 等もまた｢資本｣と見ようとする｡実がこ てきた｡今日では'自然'環境､社会'人材

地方自治法改訂による｢公の施設｣の｢指

いと願っています｡

たい｣ と思えるまちにしてまいりた

の香り｣ のする ｢一生住み続けてい

ていくことにより'四日市を ｢文化

れることに対し'敬意を表します｡

チェルト』 は'市内外のすぼらしい

四日市 文化振興財団も'四日市

らしい事業を企画･実施されておら

周年記念として'本年は多くのすぼ

からお喜び申し上げます｡また'十

四日市 文化協会創立十周年を心

なかでも 『ちょっとお酒落なコン

に新たな文化創造に向けて'連携し

ます｡

文化協会と文化振興財団は'とも

な位置を占めることが指摘されてい

後の四日市 の文化の振興に､重要

化活動のネットワークづくりが'今

り'その議論の中でも､こうした文

振興ビジョン』 の策定が行われてお

化振興条例』 に基づき'現在『文化

提案により施行された 『四日市 文

一方'本市では平成十四年に議員

動を行っておられます｡

などでも'数多くの方々が活発に活

特集〜文化都市四日市へのエール〜
と言っています｡農作物も海や川で

のです｡

｢人間の生活の基盤は信仰にある｣

ことこそ'人間らしい文化だと思う

もい ｡生きている想いを表現する

のだと思っています｡

を描き'歌をつくる｡たとえ下手で 満たしてくれます｡それも自らが絵 歌や絵や踊りなどは人間のこ ろを

たとえば'民俗学者の柳田国男は

米やパンは人間のいのちを支え､

｢cTYは'文化情報の

くための'いわば食べ物のようなも

私は'人間が人間らしく生きてい 文化ってなんでしょう｡

良い文化は

プロフィール

コストがかかる

三重県生まれ､株) CTY代表取締役社長｡

日本ケーブルテレビ厚生年金基金理事､
デジタルCATV実験協議会会長､ケー
ブルTV情報センター理事､社団法人日
本ケーブルTV連盟監事､四日市商工会
議所議員､四日市市防災会議委員､四日

発信基地として'応援します!｣
株式会社シー･ティー･ワイ

代表取締役社長

市市卓球協会会長､四日市市文化協会

みちもと

監査､財)四日市市文化振興財団理事｡

森

NHK･大学で講演など､ケーブルTV功
労賞受賞など多数‑｡

てしまいました｡

も四日市まつりもイベントに変身し

るようになり､いまや名古屋まつり

もまた経済効率やコストで考えられ

うわけです｡

ゆうが一つになって熱中できたとい

こそ'お祭りは大人も子供も'町じ

であり'文化だったのです｡だから

への'生命と心の平穏を求める祈り

あるのに対し'四日市は宿場町､港 これは､殆んどの大都市が城下町で きな人が多いのではないでしょうか｡ 伝統的なものよりも新しいものが好

力ではどうすることもできない自然 めていました｡いわば信仰は'人の かつて人々はすべて神仏に加護を求 の漁も'子どもの成長や健康など'

四日市が1位となっています｡ るそうです｡また｡三重県の中でも 口当たりの団体数では全国9位にな の数では'三重県が全国1 6位で､人

多くあります｡ 独創的な活動を行っている団体も数 的にとりあげられたものをはじめ'

四日市の人は'ある意味において'

ところがいつのころからか'文化

この団体の中にはt NHKで全国

紀元

活動への参加意識も旺盛です｡ 活動を行う場も充実Lt 市民の文化 文化人を輩出しており'市民が文化 言われることがありますが'多くの
わが街四日市は'文化不毛の地と

ある統計によりますと'市民団体

フリー編集者

藤田正明

が文化度ではないでしょうか｡ コストをかけられるか｡そのかけ方 文化団体はどれだけ手間暇をかけ'

思いでいろいろ‑
各種発表会.結婚式など㊥l笹

‑‑ i‑lt‑守

ビデオ･写真･CDセコ
〒511･0102桑名郡多度町香取21

℡(0594)48‑3248

味わいたいのです｡ が自立して'芸術や表現する喜びを

こうした人々の夢と理想に'町や

と思っています｡ せていただきたい 微力ながら応援さ

も'いや苦しいからこそ一人ひとり

私たちはどんなに生活が苦しくと

ンジャーとして' として'又メッセ

うです｡ される方も多いよ

化情報の発信基地 からも四日市の文
cTYは'これ

トップです｡ のブロードバンド化の比率では全国 ンターネットが普及し'人口あたり

介や交流'某巨大掲示板などを利用 といわれるホームページでの活動紹
インターネット時代の文化の一つ

ているのかもしれません｡ 配を受けなかったことなどが影響し ら幕府直轄地であった め'藩の支 に抵抗がなかったのと'江戸時代か 町であり'外からの文化の受け入れ

日市は政府のIT政策に先駆けてイ
近年'身近な例を挙げますと､四

川

イトウダンス.スクール主宰｡ダンス教師

三重県文化賞受賞者の紹介

日本ダンス議会(JDC)中部総局･副局長

話を伺った｡

とき､その先生にお

た｡

にあたってこられ

ンスの愛好者の指導 などでアマチュアダ ンター (ペアーレ)

ーや三重社会保険セ ー､中日文化センタ

に聖アンデレセンタ

スセンターを皮切り

市ではかつてのヘル を重ねたあと､四日 屋'東京などで研錆 に認定された｡名古 昭和3 2年にプロ教師

レッスン前のひと

平成15年度県文化賞が発表され､ 1月18日上野市文化会館で表彰式が

伊藤信義さんは'

行われました｡四日市市文化協会会員で､県文化賞に輝いた方々を紹介
します｡

文化奨励賞
近藤英子さん(四日市)
人たちがいます｣

けずる人と'教えることに専念する

たちにも同じように競技にしのぎを

を目ざす人たちです｡一方プロの人

てダンスを楽しむ人たちや'競技会 あります｡まずは'アマチュアとし

彫刻家､日展会友､新彫会代表｡
作品が､近鉄四日市駅とJR四日市駅を結ぶ
道路の一号線の西側に男の子､東側に女の
子､近鉄百貨店の北側に等身大の裸婦像｡
文化会館の展示ロビーに婦人像がある｡

してしまった｡ お名刺を頂き'エッと思わず声を出 年が'にこやかに迎えて下さった｡ ケリーを思わせる姿勢のよい万年青

｢社交ダンスにはふたつの方向性が
㈲日本プロスポーツ協会 員｡

ハリウッドのダンサーへ ジーン･

文化新人賞
津軽三味線

兄弟ユニット

｢KUNトKEN｣さん(四日市)

(松永訓明､兼治両氏)
信義さんの功績は大きい｡ (延)

りに'多年に亘って貢献された伊藤

しんでいる｡生涯学習活動への高ま

れた教師は2 0人に及ぶと聞く｡

いま'熟年の愛好者がダンスを楽

ロA級選手として活躍中だ｡育成さ

られた話は誰もが知るという｡

中部チャンピオン｡岡田夫妻は'プ ばたいた沢田夫妻は'20 年に
イトウ･ダンス･スクールから羽

らのご苦労が､今の黄金時代を掠え

る7 1歳のプロフェッショナル｡

30年前のホールダンス全盛時代か

目になる予定ですよ｣ と目を輝かせ あと数年内にオリンピックの競技種 代表として世界のフロアへ送り出す｡

しましてね‑ ｡チャンピオンを日本

JDCという歴史的な新組織が誕生

2002年
2003年

第1回全国津軽三味線大阪大会で兄弟W入賞
第22回津軽三味線全国大会 個人A級戦で弟､兼治さん

2002年

NHK中部ブレーンズ主催イタリア音楽交流公演に津軽≡

特別賞

｢20 年に'プロダンス界に

味線アーティストとして参加｡
県内外へ､精力的な活動を展開し支持をうけている｡

1945年三重県生まれ｡東京
写真大学卒業｡大宅壮一東

●●
●

京マスコミ塾･第一期出塾｡

aTJさんのITt‑ムへ‑クfZ

パリを拠点にヨーロッパ
の"人と文化…に焦点を当

写真家

南川三治郎さん

てて取材活動をするフォ

ホームページ担当 伊藤洋史

トグラフィック･ライター｡

四日市市文化協会のホームページに｢年間の催し｣のページが

匠･100人』(新潮社)､『推理

代表作に『アトリエの巨

作家の発想工房』(文芸春

あるのをご存知ですか?主に四日市市内で催される催し物を紹

秩)､『イコンの道』(黙出版)

介しています｡内容を要約した案内ですがカレンダー形式で月
ごとに､大きなコンサートをはじめ喫茶店などで催される個人

など多数･80年日本写真協
会新人賞､93年にはオース
トラリア政府観光局より
名誉勲章ゴールド受賞､96

的な展示会まであります｡
新聞や市の広報にも同様のものが紹介されていますが文化協
会のホームページの特徴は何ヶ月か先の催しでも見ることがで
きる点と画像をクリックするとその催しのポスターやパンフレ

年コンフレリー･シュヴア
リ工･トタストヴアン就任｡

てくれたのだと｡ 心地よい三重の風土こそが私を育て

で'伊勢神宮から吹いてくる厳かで

ても過言ではない｡ の原点になっている･ と'言っ 風が'いま世界を飛び回る私の視点 活かして教えて下さった暁中学の校 由にのびのびと'生徒たちの長所を

てよかった｡山の幸'海の幸が豊富

を昨日のことのように思い出す｡自

は暁中学時代にあったと思う｡ 返ってみると'私の創作活動の原点

語のもと'熱き楽しかった少年時代 間たれ｣ という秋田譲校長先生の標

それと三重の風土｡三重に生まれ

取り組んでいる｡

と文化"に焦点を当て 取材活動に

暁中学は当時天ケ須賀にあり､｢人

還暦も近くなって私の半生を振り

でいる｡

その教訓を守るべく日夜研錆に励ん の大きな二つの柱となって'現在も 髪を掴め｣ という教えが'私の人生 掴めば逃げられる｡同じ掴むなら前 の ｢人間l生が勉強だよ｡後ろ髪を

をパリで暮らし'"ヨーロッパの人

私はこの三十年間t l年の約半分

ットがご覧になれる点です｡内容は文化的な催しなら何でも紹
介しています｡

現在は当編集局に入ってくる情報だけなので､満足できる情
報量ではありませんが､地区の盆踊りや催しなどお知らせいた
だければ載せていきたいと考えています｡
このページが四日市の文化催事の発信源になれるようアンテ
ナを高くして情報を掲載します｡みなさまからの情報提供をお
待ちしています｡

の一石になれば･ と思っている｡

いただき'文化都市四日市の発信源 一人でも多くの四日市の皆様に見て

んど紹介されたことのないもので'

(三月末日まで) を開いている｡ 美術の華を紹介する ｢イコンの道｣

この作品はこれまで日本にはほと

ミタミュージアムで､ヴィザンチン

晴らしい美術館'菰野町にあるパラ
いま'鈴鹿山脈の懐に抱かれた素

が師と仰ぐことになった大宅壮一氏

｢人間たれ｣ という言葉と'後に私

特別賞
茶柱が立ったら幸せやってくる

水沢茶農協賞

奨励賞
お茶にしよお茶飲むたびに亡母の声

夏なのにどうしてこんなすずしいの? 四日市 田中 慶 茶つみでね赤切ればかりのおばあちゃん 四日市 佐藤 美帆

四日市 文化協会賞
赦される書かも知れぬ鐘が鳴る

四日市 教育委員会賞
私にも笑う権利と花が揺れ

四日市市長賞

[州座(l般の部)

分度器の視野であなたを見てしまう

奨励賞

特別賞
おばあちゃんお茶の葉もむ手が貞赤だね

(小中学生の部)

四日市 浜野公美子

通学路いつも道で会う人で時間がわかるこの頃です

引っ越しは夢と思い出ふくらんでうれしい気持ち悲しい気持ち

鈴 鹿 小河 柳女

四日市 日置 芳子

四日市 伊藤 期吾

鈴 鹿 青砥たかこ

四日市教育委員会賞 四日市小山たか*

四日市 長賞 四日市 松本 昭子*

美容院を古きがまに続けてい心触れ合う客の髪椀く

銚子一本姉と二人の盆も良し昔の話交々にして

表情の失せたるま に小さく臥す母の時間が加速している

[腺=励](l般の部) *印新仮名

爪ツlhヨン誓ば

第2回四日市 短詩型文化祭塵

(小中学生の部)

四日市 春川 望 四日市 川辺真里奈 四日市 石垣 友里 四日市 宮津 文

四日市 後藤 啓介*

四日市 石井 智子*

四日市市文化協会賞

水沢茶農協賞

〜お詫びと訂正〜

第22号の｢創立十周年を迎えて｣にご登場いただきました､名誉会長
石田克久様の､孔子の政治の要諦を

まだ嫁に任せ切れずに漬けし梅干して程良き赤さとなりぬ

組体そう指をのばしたその先は青い世界にすいこまれそう

(小中学生の部)

四日市 松井 湖青

四日市 文化協会賞 北 勢 出口 うめ

水沢茶農協賞 四日市 伊藤 光子

奨励賞 四日市 長崎 智帆*

軒先の燕の家族楽しげに 夏祭り夜空ひびく諏訪太鼓 貝がらを耳にあてれば波の音 春風が張り詰めた糸ほどいてく

四日市 教育委員会寛

四日市市長賞

新茶飲む伊勢のな言葉まろきかな

培炉師の長寿の眉に薄填

古りし絵馬色なき風に揺れにけり

星空の海まで続く茶山かな

四日市 梶田美代子

四日市 岩間 冴子

四日市 杉本 正次

四日市 生川 圭子

[価=㈲](l般の部)

特別賞 四日市 吉田 衣里*

いつも見る段々畑の緑には青色空も月夜も似合う

あさがお 色とりど に三こさくあすはなんこかつぼみ数える

広大な夜空に広がる星々の数だけ僕らの夢が輝く

つばめ達巣を作ってもい からさ早くしあわせ運んできてね

さみしいな残り少ない夏休み線香花火が落ちる瞬間

愛の唄いつか届くと信じっつ止まる事なきセミの声かな

気がつくといつでもそばにいてくれるかけがえのない大切な友達

よろこびよろこび

｢近著説遠者来｣=〉｢近著説遠者来｣
と訂正させていただきますo

編集の至らなさでご迷惑をおかけし深くお詫びを申しあげます.

口刷革命‑CTP導入 俘(柯

靼)

h蝎

ｸ

ﾋｲ

早い′きれい′親切′安心′ ●名刺.封筒.伝票.ちらし.パンフレット等 前工程をフルデジタル化で短納期対応f′ ､‑｣■∴ー ●Mac.Winデータを頂ければ､データ確認後､

写警告議蒜品品T,ビュータツーE,.‑/'適

/rvV,/rrr,R9荒E4ioiEii翫芸蒜
■四日市市富士町1番147号■TEL(0593)32‑6600ヽFAX(0593)32‑6688

四日市 長崎 美保*

四日市 三輪 貴哉*

四日市 森 友貴*

四日市 加藤 笑衣*

四日市 山路 文香*

四日市 西脇 葵*

ような薄紅いろの牡丹一輪･ 凄 床の間の軸は'鶴亀'花は恥じらう

茶をいただきました｡ のおもてなしのご挨拶をき 'お濃 正客の幸田宗紗先生の臨席で亭主と

茶会｣ にお邪魔をしました｡ 重支部初春L ＼■ g.

｢遠州流三 で開かれた､ 茶室酒翠庵

会場は和服姿の男女で華やいでいた｡

ながら･･

案内を頂き 紗先生のご 家の幸田宗 茶道･表千
二月初日'

四日市市

｢心の豊かな人間に育ってほしい｣

｢お茶の心は思いやりの心｣

①ふたば会児童画教室

②生活文化部門茶道教授連盟
坂倉宗秀さんとお弟子さん
いただいております｡茶道連盟は昭 遠州流) で相談の上輪番制でさせて 道連盟 (表千家'裏千家､松尾流' 発注された茶席についてはすべて茶 ｢四日市 や四日市 文化協会から

見とれたのでした｡ 空気の中に茶道の鍛錬された動きに お話を聞きながら'一瞬張りつめた おります･ ｣ と幸田宗紗先生の お茶の心は､思いやりの心と思って

｢これからは助け合って行く時代'

のでは･･･｣

を振り返るひと きがあっても良い

のスピード時代に'ゆったりと自分 よ'四角四面でなくても･ 現在 ｢座れない人は､自由でい んです として小宇宙をつくっていた｡

使って自由に表現するようになって

っていることや言いたいことを色を

｢次第に子どもたちは色に慣れ'思 レパスのお散歩｣ など･

かせたり'目をつぶって描かせる ｢ク

す｡また､クレパスで自由に線を描 り'砂遊びのように遊ばせたりしま

には粘土に埋めたビー玉を探させた 指で触らせ'自由に描かせたり'時

えていきます｡

｢幼児には'絵を画く楽しさから教 にお話を伺ってきました｡ 講師をされる山口香魚 (かお) さん 会｣｡現在も暁学園で美術の非常勤 の由来から名付けられた ｢ふたば

芽が出て'最初に葉をつける双葉

水糊に絵の具を混ぜたものを手や

しました｡(石松) を望み'おいとま

さんの増えること 茶道を習うお弟子 流されることなく

化を時代の変化に 聞き'この伝統文 代から始まったと き､茶道は桃山時 お手前を見せて頂 んには輝くような 秀先生のお弟子さ

道連盟で茶会を計画しております｣

いこの集大成として3月には又'茶 やらせていただいております｡おけ 互いに張り合うことなく譲り合って

ひとつひとつが印象に残りました｡ はないんですよ･ ｣ と'お話の

遠州流の坂倉宗

四日市帝茶室

沖草庵十周年紀念茶会
日時3月28日(日)

場所沖草庵
主催四日市茶道教授連盟

の豊かな人になって欲しい･ ｣

らいたいのは結果であって'目的で
さらに ｢絵の上手な人になっても

幸田宗紗さん
｢各派は'お 思います｣

い文協団体と すから一番古 和2 6年創立で

取材 石井 亨

｢子どもたちには'遊びを通して心 ているとおっしゃる山口さん｡ あり'子ども達から自分が育てられ 応が様々に返ってくることが喜びで に描く想像画が好きで'子どもの反

絵しか描けないのです｣

ご自身も心に浮かんだことを自由

を抱える元気のない子は元気のない 健康や家庭のことなどで'心に問題 とは'自分を出せていない絵であり､ 良い絵'悪い絵と言います｡悪い絵

｢上手下手という言い方はしません｡ りません｣

して上げること､技術の指導ではあ いきます｡子どもの気持ちを引き出

〜活動報告〜
楽連盟の大会として開催します｡ ではなく'伝統文化部門の四日市能

｢能

て開催します｡ 者総合福祉センター多目的ホールに む会｣を六月六日( )十時より勤労

しかし'今回は市民文化祭として

というのは'十月二十四日( )に

三時間以上のとても長い演奏会にな

今年も例年通りの｢能楽をたのし

一人の演奏時間が3 0分位なので､

｢ちょっとお酒落なコンチェルト｣

バックに協奏曲でまとめた音楽会｡ 30数人の特別編成のオーケストラを に特別出演の若林亜由さんを招いて､ 元出身の管弦楽の新人ソリスト五人 オリン'クラリネット､ピアノなど地

第2回新人発信イン四日市

に参加した市立浜田小学校の子ども 開催された市民文化祭 ｢茶道まつり｣

前回は声楽だったが'今回はバイ

訪薫会も体乾した

昨年1 月'四日市 茶室酒翠庵で

文化協会〜活動報告〜

手ともたち

しお金｣

も始めるところです｡ を行うことで'既に準備に入り稽古

皆様のご来場をお待ちしております｡ 秋の能は'無料(出入り自由です)です｡

素人能『班女』中心とした大イベント
この時には四日市能楽連盟を挙げて'

その準備的な会を春に行います｡

行うことになっているからです｡ 祭と県民文化祭合同の能楽文化祭を

文化会館第二ホールにて'市民文化

の人からこの音楽会の開催趣旨に熱

運営に参画｡ 行政'財団など'それぞれの立場で企画' 協会も〓貝として加わり､専門家'市民'

大歓迎です｡ 事業部 西村邦彦 会事務局にあります｡初めての方も 集を始めます｡申込書は文化会館'協

㈲民族衣裳文化普及協会
いつでも入会OKです｡

かんたん着付教主
手持ちのもので練習･見学可

内田量子
〒510‑0096

四日市市中町9‑5

TEL.52･6390

FAX.5216391

ってしまった｡クラツシックの音楽

そして'出来ばえに少なからず評

が強くなったような気がします｣

謝のことばが添えられてありました｡

▼ ｢すごく足がいたかった'でも足

また行きたいです･ ｣

▼ ｢お茶とお菓子がおいしかった‑･

ら'なんだかもっと知りたくなった｣

▼ ｢お茶の先生から教えてもらった

いだり･ 少し緊張しました｣

たり'庭みたいなところで口をゆす

▼ ｢にじり口というところから入っ 校生に呼びかけてみました･ ｣

幸せです･ ご招待いただき'全

門的に教えて頂けるので子ども達は 田宗紗先生､他がボランティアで専

｢浜田小の茶道部は'5年前から幸 生にお話をうかがいました｡ 茶道クラブ活動の主任'寺本美穂先 文を'四文協に山ほど頂きました｡ 達 (3日間で延べ3 0人種) から感想

感想文には'思い思いの驚きと感

ように思う｡ の開催にとって意義あるものを得た 同や積極的な支持を表明など'今後 クファンクラブをつくることへの賛 いエールを頂戴したり'クラツシッ

市で第九をうたおう｣を催します｡

4月1日から別人の合唱団員の募

満席に近いファンが訪れた｡ 会が隣接の都市で連日催される中で'

価を頂いたのには感激した｡

主催は実行委員会｡四日市 文化

経費の採算は大変だったが'多く

この12月19日には｢もう1度'四日

LPガスのご用命は

血MiZUNO C^S
有限会社水野石油店

四日市サービスセンター
フリーダイヤル

0120‑83‑0278

(本社)三重県鈴鹿市高塚町1802‑2
TEL(0593)78‑0243
FAX(0593)78‑0295
夜間(0593)78‑2833

〜活動報告〜
に乗ってハミングする人も･ 0

ロ'演歌の演奏が始まった｡つい曲 め親しみやすい曲をお願いし､懐メ

道山会十名の大合奏が実現した｡予 尺八の演奏をお願いした｡そこで'

である｡

この会 創立十五周年記念行事に

り充実した老後を目指している面々

歩く会'観察会'旅行等を行い'よ 年がはじまり'毎月会報を発行し' の会で､元旦早々のラジオ体操で一 十代､七十代を中心に男女七十数名

という気になった｡

う会｣ の皆さんに聞かせてあげたい

しい音色に感動し'是非 ｢たいしょ

｢たいしょう会｣ は'高花平で六

を聞く機会があり'あまりの素晴ら

以前'木村道山先生の尺八の演奏

文化の宅配便

尺八の,骨

示があり'一足早い春を満喫しました｡ 場内には｢真多呂人形睦巳の会｣の展 いに楽しみ､和やかに幕となった｡会

新たにした次第です｡ のご祝辞を頂き役員'各代表共に心 と賛助会員の紹介､更に四日市 長 川正春衆議院議員よりご祝辞'来賓

の紹介｡坂倉元生さんのマジックを大

後半は'文化功労者'県文化新人賞

クな歌声に心から感動しました｡ いっぱいに響きわたったダイナミッ 稲葉祐三さん)によるコーラス｡会場

木村道山理事長の年頭の挨拶､中

が開催されました｡ テルで当文化協会主催の"新春集い"
オープニングは'コール歌書(指揮･

204"新春の集い"に感動あ‑

今年も1月1 8日(日)'四日市都ホ

間にも及んだ｡ 三十分の予定が'

八十名全員の心に青春が蘇った｡

常任理事
美術= 本郷信爾

トークを交え一時

コール歌音によるコーラス

坂井 兵

将棋
坂倉元生さんのマジック

伝統文化の一つ､将棋で楽しみたい人(会)のご相琴お応えします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lE],Ef577:7°吉完慧讐

‑̲!,二醜

酢寮中

〒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

｢真多呂人形

睦巳の会｣

出演者 バレエ･アカデfl‑ ル へ研究生及び男性ゲriト4名 会 場 四日市而文化会館第1ホール 5月2 日(土) 1 5時0 分開演

REL <E(ル へ)E]日而第4回定期公演

Baニe{Acade∃y

お問い合わせ先 日本アマチュア将棋連盟 観戦自由(無料) 会場 四日市 文化会館 第3ホール

5月2日(日)〜5日(水)1 0時開始

第2 6回全国アマ将棋｢R｣選手権

お問い合わせ先 川原次男 T･FO593･26018 料 金 無料(整理券) 出演者 (指揮)斉藤立美 (ピアノ)山川由起子 団員39名 会 場 四日市而文化会館 第1ホール 4月2 5日(日)

四日市シニアハーモニー演奏会

お問い合わせ先成瀬米子丁･FO593 ･081

料金 無料 出演 日本大正琴協会･琴伝流全国普及会 会場 E]日両市文化会館 第2ホール

4月1 7日(土)

琴伝流大正琴 春の演奏会

出演 田本舞踊 内田茂雅会 会場 文化会館 第2ホール 3月27日(土)10時30分〜17時oO分

料金 無料

｢春に舞う会｣

お問い合わせ先 052･752･ 72 (相羽) 料金 3500円 会場 四日市 文化会館 第2ホール 3月2 5日(木)1 9時∞分開演

古典から歌謡曲､ふるさと民謡､皆様のお越しを会員一同

佐藤恵子ピアノリサイタル

お問い合わせ先 柴田尚輝 0593･64271

料金 無料 主催 四日市文化協会･あさけプラザ運営協議会 会場 あさけプラザ 全館 3月20日(土)･1日両共10時‑

第1 6回｢春の文化祭｣ あさけプラザ文化団体文化祭

主催 民族衣裳文化普及協会 会場 三重リージョンプラザ 4月10日(士) 13時0分〜 会場 菰野町民センター 3月21日()13時0分‑

民族衣裳文化普及協会

ようお待ち致してあります｡ と賑やかさが期待されます｡ぜひあ出掛けくださいます 今回も三重郡四町(朝日､川越､楠菰野)との協賛で一段

平成1 6年3月‑7月1 5日

E]白市やよい民謡会

0593･54･0625(西村)

お問い合わせ先 金森道子 0593･2869 料金 無料 (藤間勘奈) 主催 ささ菊会 会場 四日市而文化会館 第1ホール 6月2 0日(日)

民謡･舞踊 さ 菊会 ゆかた祭り

料金 無料 主催 小森秀峯社中 あざみの会 会場 田 而市文化会館 第1展示室

お問い合わせ先 小森秀幸 T･L10593･65 06

夢をテーマとして､大作､中作､レリーフ､＼≡享や花の展示

6月5日(土)‑6月日( ) 10時 0分〜17時oO分

華道家元池坊 小森秀峯 社中展

お問い合わせ先 戸本光子 0593･213209

入場券取扱所 四日市而文化会館 料金 有料 出演 当団員 会場 四日両市文化会館 第1ホール 5月30日(日) 1 4時0 分開演

第7回女性合唱団｢京｣演奏会

お問い合わせ先 0593･2640 ･5283･0179

入場券取り扱い所 アトリエジョジョ 料金 無料(整理券)

入場券取扱所 文化会館･チケットぴあ 料金 大人10 ･当日120/子供50･当日70 出演 四日市交響楽園 会場 E]田而文化会館 第1ホール 4月日 (日)1 4時0 分開演

四日市交響楽団第2 6回定期演奏会

お問い合わせ先 0593･52･3681(山本) 料金 10 (小学生以下無料) 会場 劇団E]日市けいrJ場(北浜EB9･1 0)

4月10日(土)14時0分･18時0分/日()13時0分･16時oO分

成瀬光宏作･林 武男演出女三人セ･シボン

劇団四日市笑劇場公演

お問い合わせ先 内田量子 T･FO593･26390

4/10 モデル募集(振袖､王朝装束)15名 料金 無料

お問い合わせ先 内田 茂雅 0593･21 976

お待ちしてあります｡

今村りつ子 0593･52･5925

日時

会場

評議員会と
文化講演会の

4月24日仕)午後1時開演
(午後0時開場)
四日市市文化会館 第3ホール

･R^蒜違会.…‥午後1時〜午後2時3｡分

ご案内

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

｢文化に関わる私たちは

(彫塑･工芸･スペースデザインなど)

〜あなたのサークルが今一度､ときめき､明るい展望が開く〜

4.邦楽

(撃曲･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)

10.舞踊Ⅱ

(創作舞踊･民謡おどりなど)

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)

講師

=傍聴自由=

四日市布文化協会評議員会(総会)
‑‑午後2時30分〜午後4時

〜各団体代表者は必ず出席して下さい〜
議題1. 2003年度事業報告[案] (決算報告を含む)
1. 2004年役員改選

1. 2004年度事業計画[案] (予算を含む)

第1回理事会
1.グループ代表､部会所属者確認など
1.役員任務分担の確認など
1.理事会･常任理事会の開催日の確認など

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)
(郷土史研究･文化財保存など)

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

〇五九三 (五一) 三七二九 TEL･FAX 四日市 昌栄町二一‑一〇 〒五一〇‑〇〇五七

(どのジャンルにも属さず活動する部門)

21.地域文化

(ジャンル混在の団体などが一定の地域に根ざした活動を
している)

22.文化サポート

(文化活動のサポートを目的とする)

杉田軍次･藤田正明 石井 亨 小林卓司 石松 延 常磐扇舟

再生紙使用

●発 行 平成1 6年3月1 5日

パッション第二十三号

らお届けします｡ (延)

交流の輪が広がることを祈りなが

☆心地よい春風に､心地よい心を乗

☆新しい節目に文化協会らしさで元

☆春号は'楽しいお仲間を求めて'
●編 集 文化協会広報部会 ●発行人 木村道山

●発行所 四日市 文化協会

フォークダンス･レグノエーションなど)

20.総合

何をすればよいか｣

尚､午後0時より第53回四日市市民文化祭記録ビデオ鑑賞会あり

13.生活文化1 (茶道･煎茶･盆石･華道･香道など)

15.歴史文化

中川幾郎氏(現四日市市文化振興審議会会長)

気に語りたい!

せてみませんか‑･ ･ 0

☆写真家･南川三治郎氏を訪ねて'
造かな旅の話に胸を熱くした｡ パラミタミュージアムに出向いた｡

《編集後記》

