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J)ul川]J市文化協会に関するお問い合せや､入会のお申し込みなどについては､

Jt'化協会事務局へご連絡ください｡

〒510-0087　四日市市昌栄町21-10 ｢市民生活課分室｣内

T E L･F AX　0593-51-3729

開局時間-火曜日から金曜日までの午後1時～5時(除く祝祭日)

文化振興ビジョンの策定を機に
四日市市がこのほど策定しようと

している文化振興ビジョンでは'｢文化は人権｣と位置付けています｡すなわち'文化は人が生きていく上で欠かすことができないものであるということです｡

これは'人に文化が人権として保
障されるためには'行政が文化予算を必要経費として計上することはもちろんのこと'行政施策のなかで文化活動が軽んじられてはならないことを意味します｡

四日市市は'｢行政は文化振興の基
盤整備を市民の意向を踏まえて実行しなければならない｣とLtその具体的な施策づ-りのために'有識者､民間

に答申します｡審議会が市長に答申する内容の主なものを紹介します｡1､文化を｢人の生きざまそのもの｣

と広範囲に定義しています｡つまり'従来から一般に認識されている　｢文化｣と言われるもの意外にも広-その理念が及ぶということです｡

2㌧　文化振興の主役は市民であるこ

とを再認識しています｡その市民の意思を構築するシステムからできあがったものが文化振興施策の具体的な実践計画となります｡そのためには'市民の多様な文化的要望を反映できる組織づくりが必要となります｡

人からなる文化振興審議会が設置され　3'ました｡審議会は'二年間の審議を経て｢文化振興ビジョン｣　(莱)を市長

市民が主役であるとは'例えば､どこに何をつ-るか'どれだけのお金を使うか'運営をどのよ

四日市市文化協会

副理事長　西村　邦彦
うにするかなどを市民自らが決定し'実行する責任を負うということです｡そして'その事業が'計画通りに進行しているかを市民自身が管理をすることを求めています｡

4､文化振興の実を挙げるために'

第三者から評価を受けることを盛り込んでいます｡

私は､文化振興ビジョンが'真に

四日市市の文化振興の推進の柱となるように望むものですが'文化協会に集うものとして､現在までの文化振興施策を細か-検証し'総括することが必要だと考えます｡そのうえで､広範な市民からなる組織を立ち上げて有意義な議論を積み上げ'総括に基づいた具体策を作り上げ実現する努力をしたいと思います｡



特集～国際交流に熟き人たち～多数の外国人が暮らすわが街は､正に国際市｡互いに文化や生活習慣などを理解し､尊重しながら友好の街にしたい-｡今､わが街で国際交流に熱き人たちを紹介しました｡外国人との

共生に向けて

近藤　孝嗣四日市市政策課副参事(国際多文化共生担当)

現在'日本に在住する外国人は約

二百万人だと言われています｡本市でも八千人を超える外国人が生活しており'その内ブラジル人が三千四

百人で一番多く'全体の43%を占めています｡

これら多数の外国人は職を求めて
来日Lt　工場が集積する地域に集任しており'言語､文化'生活習慣などが異なる外国人の存在が地域社会に大きな影響を与えています｡このような課題に対応するため'ともに地域で暮らす生活者として外国人にも住みやすい社会環境を整備することが必要となります｡そして'外国人も日本人も互いの文化や生活習慣などを理解し'尊重しながら安心して働き'暮らせる社会｢国際共生社会｣を実現することが求められています｡そのためには'地域社会を外国人と日本人が共に協力して築いていくという協働の視点が必要であり'外国人をはじめ市民の社会参画を促進することが重要とな-ます｡

また同時に市民'民間団体'行政

が連携･協力し､それぞれの役割を果たすことが不可欠です｡

私も微力ですが'行政職員そして

一市民として共生社会の実現に向け
取り組んでいきたいと考えています｡なお'在住外国人へのアンケート結果によれば､外国人が日本人に対して一番に望むのは｢気軽に親し-声をかけてほしい｣とのことです｡

平素から私も'あいさつから始め

て気軽に外国人の方々に話しかけるように心がけています｡皆さんも是非チャレンジして下さい｡

桜地区の街づくり

四日市勤労者総合福祉センター
四日市市立労働福祉会館

所長　伊藤　浩一

桜地区の人々は､特色のある街づ
-りを積極的に展開しています｡

からは早損所と呼ばれ'菰野町に湧き出るせせらぎを'先祖の代から必死に脈々と守ってきた歴史があります｡

環境庁の名水百選に指定されてい

るこの智積養水を'用水と呼ばない
ゆT]ん

所以がここにあります｡

また'昭和四〇年代の環境汚染に
対してはう　大人も子供も力を合わせて水路を何度も何度も清掃Lt　そこに鯉を毎年続けて放流し浄化することなど'自然を大切にすることを街づ-りの中心に据えて実践してきた

貴重な経験もあります｡
これらの活動が郷土愛の底流とも

なって'ボランティア団体の創設や地区ホームページの開設'ビオトープの創造など'他地区に先駆けた取り組みが行われ'その活動に対しては市･内外から羨望をもって見られているところです｡

またt ICETTが立地すること

から'研修生と交流する機会も多-取り入れられています｡

自治会活動では運動会や文化祭な

どで'各種サークル活動では茶道や

特集～国際交流に熱き人たち～

当地区では'

鈴鹿山系からの地下水を利用して'古-から酒造りが営まれてきました｡しかし'農耕など人々の生活を潤すには十分でないため'周辺の地域

子とも会による鯉の放流

英会話サークルによる交流

煎茶サークルによる交流

英会話などを通して国際交流が行われ'街づ-りに対するバイタリティーを強く感じます｡

自分たちの街は自分た

ちで築き守るという人々の姿勢に'この地区の今後に心踊らさせずにはいられません｡
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環境技術の移転
(財)国際環境技術移転研究センター

総務研修部

総括参事伊橋　健治

(財)国際環
境技術移転研究センター(略称lCEづT)は三重県･四日市市･企業の協力のもとに'発展途上国へのわが国の優れた環境技術や四日市公害の改善の課程から得た手法について研修を通じて指導したり'調査を通じて

三三三三三≡≡≡三三三改善の方策を立案･提言したりすることで'技術移転を図っています｡

事業対象が諸外国ということで'

国内よりも海外にて知られているという皮肉な状況にあります｡四日市

特集～国際交流に熟き人たち～

～エジプトの研修員と

あたたかい握手～インタビュー

の西'鈴鹿山麓リサーチパークの一角に位置しており'海外の研究員を招いて事業を推進しています｡今までにHCET｣に来て研修を受けた研修員の国の数は60ヶ国に及び'永い人は50-60日もの研修を受けています｡多くの研修員は日本の文化を知ることは'本来学ぶべき環境保全･改善の研修と同じように重要なことと考えているようでt HCEづTも同様に日本を知ってもらい'身近な関係を形成することが本当に重要なことと考えています｡

国際交流を通じて互いに理解を深

める機会は国際的な事業活動を行っているからこそ可能であ-'その機会を生かすような配慮を行い'カリキュラムの編成にも考慮を払っています｡

例えば､お茶会･ひな祭り･琴の

演奏会などです｡また'希望により'研修員が四日市市内の家庭にさせて戟-ホームスティ或いはホームビジ

ットについても四日市交流協会を通じて行っていますが'何を行うにも近隣の各種活動グループ或いは四日市の家庭の理解と協力が欠かせない状況にあります｡

また'世界にはいろいろな風習･

宗教があり'それを理解し'尊重することも国際交流を行ってい-上では重要な要素のひとつでもあ-ます｡
HCETづ館内を見渡すと所々に方

角を示す紙が張られています｡イスラム教の方々がお祈りをするためのものです｡食材についてもイスラム教の方々は宗教上豚肉がたべられない､豚肉以外でもお祈りをした肉である必要があり､これらのことにも対応し'その国の味を研究した食事は研修員からも喜ばれています｡

このような機関が四日市の西の端
で頑張って活動していますので'理解を深めて戴-ためにも是非1度来館Lt施設見学でもして戴けたらと考えています｡

桜町にある｢国際環境技術移転研究センター｣ (ICETT)を訪れた日

から､英会話の出来ない私ですが外国の人との交流を試みたい!と強く

思い､エジプトの方々へのインタビューが実現しました｡

メンバーは総務研修部･部長の伊橋さん､研修管理員の喜瀬さん､過

訳の田伊さん､そして4人のエジプトの方々でした｡

インタビューの相手が決まった日から､情事馴文集し､土産(かな文字

の百人一首の短冊)を携え､ 30分程のインタビューに臨みました｡

☆京都にある島津製作所を訪れたとお聞きしましたが､京都の印象は?

★エジプトは古い歴史をもった国､初めて見たお寺に共通のものを感じ､
とても感動しました｡いいところでした｡

☆来館10日余りでホームステイ､ホームビジットの体験は如何でした?

★日本の家族と触れ､忘れられないひとときを得たことを感謝している｡

文化や生活を垣間見る機会を頂き､ステイ先の家族を是非､エジプト

に招待したい!

☆ナイル川のデルタ地帯では､野菜や果物がたくさん生産されると聞普

ましたが､日本のものはどうですか?

★呼び方は同じでも形や味が違った｡

当協会のパンフレットやパッションで､伝統文化の能楽､三味線､尺

八､茶道､現代文化のバレエ､ダンス音楽など､団体の活動を伝えまし

た｡最後にこれだけは-と用意したローマ字と英語の譜面で｢月の砂漠｣

を合唱して頂きました｡

お別れの時には､ずっと以前から友達のような錯覚さえ-｡周りの人々

に支えられ､心の交流がちょっぴり出来た感動のひとときでした｡
(石松　延)



特集～国際交流に熟き人たち～

外国人との

ふれあい

笹川地区協議会会長

田中　英雄

現在笹川地区には'ブラジル人を

中心に外国籍の人が約七〇〇戸二千八百人程公団住宅を中心に住んでいる｡

急激な増加'生活習慣､文化'言
葉などの違いによる日本人とのトラブル　(自治会組織への未加入'ゴミ'騒音'違法駐車)等の問題が発生し始めた｡これらを防止するために私達は理解しあうことが必要であると考え　『ふれあい事業』　への参加を呼びかけた｡

最初に組織づ-りを要請したが'
特別な力がないとつぶされるという難しさから'リーダーになりたがらないことを知らされる｡

夏まつりでのサンバタイムを取り

することに- ｡これまでに約五年｡呼びかけつづけた結果である｡

春まつりという目標に'ブラジル

の人達も準備に汗を流し'バザーでブラジルの食文化を体験し'サンバを見たり踊ったり'カーニバルショーなど'また日本伝統の和太鼓などもあり'それぞれが楽しみふれあいの

入れる｡文化祭では'ブラジルコーナーを設け'舞台ではカポエイラ　(氏族舞踊)　の紹介など｡

今年に入ってブラジル人のグルー

プが立ち上がり'春まつりを一緒に

一日であった｡

私達は今後も協力しあいながら'

健全な町づ-りを目指し住民が一体となって　『ふれあい事業』　に参加していただくように努力します｡

ゆとりとくつろぎ
和菓子には日本の季節感が印象的

に表現されているといえるでしょう｡私たちはその小さな姿に四季折々の風情を感じ'ほっと心なごんだり'心浮き立つ思いをしたりします｡より潤いのあるものを'より自然なものを求める現代の暮らしにあっては､和菓子の持つふんわ-と優しい世界は'かけがえのないものと言え

るかもれません'和菓子党が増えているのも和菓子のそんな良さが見直されたということなのでしょう｡

和菓子の和の字はもちろん洋菓子

の洋に対しての別け方から来ているのでしょうが'図らずも和菓子の本質を言い当てているような気がします｡視覚､聴覚'触覚､臭覚'味覚'の五つの感覚を五感と称しますが､このすべてが和菓子の中に集約されていると思います｡

春夏秋冬'この季節感を今も残し

ているのは和菓子を置いて他にはない- 'と自負するほど和菓子は季節感を大事にしています｡

代表的な御菓子では'年初めのは

なびら餅を始め二月節分､玉椿　三月雛節句'お彼岸　四月入学祝い'五月花見　五月端午の節句'母の日六月父の日'水無月　七月七夕'土用餅八月中元'水羊美へ葛まんじゅう　九月月見'敬老の日'お彼岸十月里の秋'もみじ狩-　十一月口

切'七五三　十二月歳暮'クリスマスなどなど-0
健康和菓子私は毎年2回'今までの菓子屋さ

んになかったイベンーを手がけ十三年にな-ます｡一つは敬老の日【お百笑さんの且是は健康で長生きをしてくださいの願いを込めて'きんさん'ぎんさんが百歳になられた時このネーミングにしました｡

もう一つは和菓子で作ったⅩマス

ケーキ　【聖夜菓子】　です｡是はケーキ以外で和菓子でも出来ないか- 'のお客さんのご希望でⅩマスケーキを毎年作っています｡

今までにない発想で身体に良い御
菓子をコンセプトに野菜を使って御菓子を作っています｡毎年違うものを開発していますのでリピーターのお客が多-'やりがいのある仕事についていることを誇りにしています｡
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市民文化フェスティバル 
みてあるき 

内田貴美枝

永い間心に残っていた　｢文化不毛の四日市｣　の事実を知るよい機会であると思い'二日二二日と積極的に参加させていただきました｡

前日は展示部門'翌日はステージ

部門と予定し'歩を進めました｡

展示部門では'どのコーナーから

も出展された方の限りない努力と意欲を十分汲みことができ'その説明に'より認識を深めたひとときでした｡

特に伝統工芸の　｢寓古焼き｣　｢伊

勢型紙｣　は印象的でした｡昔からの技法に工夫が加えられ'時代のニーズにあった変化の状況等丁寧な説明を受け'｢キレイナ寓古｣｢もだんな伊勢型紙｣をとおして'先人の知恵の数々'発想の素晴らしさに胸を打たれました｡

そんな余韻をひきづって翌日ステ

ージ部門を観せていただきました｡

＼

＼気で'その効果は全体に波及して会場設定を快適にしたと思う｡

先ず'彫型画の根気力には敬服｡

写真展には'人が好き'自然が好きな人達の自慢の作品が並ぶ｡書道や絵画も力作揃いである｡体験ゾーンの切り絵や押し花では'小さい子供達が挑戟して結構楽しんでいた｡帯結びの前では母親と娘さんの意見交換が盛んであった｡
どの作品も真面目で見応えがあり

格調さえ感じられた｡もっと気軽に質問出来たり'苦労話や裏話が聞けたら作品への親しみが増したと思う｡多-の参加者が見たり'聞いたり感じたり'批判し合ったりと良いふれあいであった｡更に発展するためにもっと若い人を呼びたい｡若人を引きよせる企画がほしい｡

市内の大学や高校への呼び掛けも

よかろう｡快い気分で次はステージ･ゾーンで楽しみたいと会場を出た｡

(あすなろ写真同好会)

マコのし催
ユ･4

割写●

＼どのグループからも集大成としての発表であることが客席に伝わってくる展開でした｡なかでもジュニアクラスの活躍はめざましく'情熱･パワー･純粋等々に'思わず体を乗り出して大きな拍手を送-ました｡

巷で　｢今の子供は-｣を耳にしま

すが'あれだけ立派な集団行動ができ'お互いがその達成感を共有したであろうと想像し｢文化不毛の四日市｣が大き-様変わりLt　既成概念の変化を自覚した二日間でした｡

(舞踊-)



第4回市民料理コンテスト
～秋刀魚を使って～

あさけプラザ

秋の文化祭

･･1

地域文化

山口

【受賞者】
四日市市長賞

中村　愛さん(写真)
四日市市文化協会賞

田川裕基さん

茜呂需謂墓室会
佐野雄一さん
中日新聞社賞

木村和也さん
CTY賞

服部行光さん
佳作

大平寿づ子さん
坂井真理さん

ユマニ

テク調理製菓専門学校の生徒'中村

当部門も四〇団体

を数えその発表内容も年毎に向上し'趣旨どうり'おばあちゃんの舞台を家族で'孫の作品をご近所の人と一緒に観る･･というように地域に根ざした楽しい文化祭となりました｡

帥㌧′　霊

.愛さんが

大賞に輝かれました｡季節柄｢満月が水に浮かんだイメージで作りました｡このような賞を頂きとても嬉しい-｣将来は自分の店を持ちたい-｡輝く瞳で話して下さいました｡

文化祭の行事の重なりによる舞台
発表減や'バザー縮小等で少々懸念された入場者数も二千五百余りへ盛会裏に終わりました｡

来春の≡潤地区を交えた　｢春の文
化祭｣が楽しみです｡

ご支援ありがとうございました｡

第日回

市民社交舞踏会

当日は天候不順で'参加者が少な

いのではないかと心配いたしましたが'たくさんのダンス愛好家のみなさんに参加して頂き'パーティ会場は非常に賑やかになりました

会場に集まられた方の多-は'サ

ークル主体で活動されている方々でしたが'スクールに通って練習に励まれている個人の方やダンスは初めてという方など'幅広い層の方々が

参加され'みなさん和気あいあいと楽しく踊っていらっしゃる様子でした｡

参加された方々に市民社交舞踏会
について感想を聞きました｡

｢市民社交舞踏会に参加して'終
りまで楽し-過ごさせて頂きました｣

｢次回'市民社交舞踏会では'生
バンドの演奏で踊-たい｣

｢市民文化祭の行事としては'と
ても良いことなので今後も是非続けて下さい｣など'ダンス愛好家らしい舞踏会への思い入れの感じられる感想や要望の声が多-ありました｡

社交ダンスは'面識のない人同志

でも踊っているうちに自然とうち解けられ'音楽やダンスを楽しむだけでな-ダンスを愛する仲間同士の交流を深めることができます｡

市民社交舞踏会を通して'四日市

の市民文化交流の一助になったのではないかと思います｡



やっぱり四日市ガ好き-･___

●':　日　　田　第二ホール●

こ云能セッション
…フェスティバル

四日市市民文化祭(部門別)

…1 2月5日胤1 0時～1 8時■●

●●●●●●●●●●　●●●　●●　●●●●●●●●●●●●●●

入場無料

無窮の趣味ですC)"くらぶのメインイベントでもあ
る無窮展(盆栽銘品展)｡

この時期が近づくにつれて'さまざ
まな作戟が頭の中を駆け巡ります｡まるで'子供の頃の運動会競技直前のドキドキ感のような気持ちになります｡

盆栽展示は'主木と
下草の二人三脚でバランスが大変重要です｡左右まちがえでもすれば即転倒｡

試行錯誤の賜物を是
非観に来て-ださい｡ゴールが無いのが'この趣味の最も難しいところですが･･･｡

初めての方でも理解できる相談コー
ナーや会員による即売コーナーでは市価の80%以下の品物も用意されます｡

今'日本人の忘れかけた俺び寂の空
間でお待ちしております｡

(生活文化　原　源信)

魅力ある芸能セッション
フェスティバルをめざして

市民文化祭の1部として'1 2月5

日に第54回芸能セッションフェスティバルを開催します｡そうした中で'芸能セッションも回を重ねる毎に'部門内の交流も深まり'連体意識も高まってきました｡舞踊の桑神会'福翠会'雅の会の三流派に'栢美会の女性グループの太鼓'そして歌謡を混じえてのセッション'特に歌謡におきましてはナツメロも取り入れ､盛りた-さんの内容で幅広い年代に親しんでいただけるものと確信しています｡

殺伐とした今の社会の中でひととき
安らぎを与えられる場として'日本古

乗の伝統ある太鼓や日本舞踊､現代大衆文化の歌謡のセッションに想像の世界に導かれ'情景が伝わ-きっと観客も魅了することでしょう｡また'ナツメロに関しては古き良き時代を思いおこし青春時代を懐かしむ人も多-みえるのではないでしょうか｡

演じる者と観客が一体となり'素晴

らしい一日だったと満足していただけるものを常にめざしております｡

木の葉も舞い散り'カレンダーの数

字も残り少な-なってい-師走の中に自然の情景に負けないよう'情熱の舞台をご覧いただけるよう意欲的に頑張っております｡多くの市民の皆様のご来場をお待ちしてお-ます｡

(芸能　杉田　軍次)

仙氏)　を講師にお招きLt　楽しい集いを準備しております｡多-の皆さんのご参加をお待ちしております｡

(総合　塚田　盛久)

さまざまなジャンルのルーツや魅力を楽しく学んでみませんか文化協会の総合部門は'特定のジャ

ンルに属さない'文化に親しむ個人の集まりです｡このフリーな立場で会員･市民の皆さんに喜んで貰えるよう'文化芸能大学を企画し第1回は1 4年6月30日に'尺八　(木村道山氏)　とフルート　(斉藤敏三氏)　により実演とトーク'演奏の手解きなどで参加者に好評を頂きました｡

今年はその2回目として'12月11
日に'文化会館第4ホールでギター

(高橋邦男氏)　と津軽三味線(松永義

市内を中心に活躍をされている皆

様の作品展および舞台での発表会の日です｡毎年待ちにまった日です｡押し花'アートフラワー'写真展などそれぞれ手作りの良さ､個性豊かに作られております｡舞台は一日で



すがキッズダンス'フラダンス､着物ショー'和と洋で楽しんで下さい｡障害児学習展もあり'元気な子供たちの作品です｡多-の人達にふれて欲しいと思います｡将棋コーナーもスペースを大き-してお待ちしております｡

益々四日市の文化が盛んになり'他

の皆様の参加も大いに歓迎します｡ふるって応募して下さい｡

(趣味教養　内田　量子)

●…:.:　1::]　　　策宗-ル●　　　　_　　_ー_　　　_　　　　　_　　　　　　　　　　　_

第五回四日市洋舞フェスティバル3月6日胤1 7時～1 9時
l　●　●●●●　●●　●●　●●●●●　●●●●　●●●●●●l

入場料1 000円

最高の演目を披露1 0年前に始まった｢四日市洋舞フ

ェスティバル｣も5回目を迎えました｡

装置'照明'音響'その他舞台上の
演出や振付などに大勢のスタッフと､

多額の費用がかかるバレエとモダンダンスですが'市民の皆様に楽しんでもらえるようにと､極力入場料を抑えて'がんばってきました｡

今回も'10年前と同じ千円の入場料
でご覧いただけます｡

四日市市内外で活動を続けるおなじ
みの団体が'少ない予算でも決して質の落ちることのない'最高の演目を準備し練習を続けています｡

どうぞ'ご期待ください｡

(舞踊‖　石井　亨)

平一22

蓋;秦

重要
後を飾る｢創作舞踊発表会｣を平成1 7年3月1 3日　(日)　文化会館第二ホールにて開催いたします｡

現在加盟しております23団体中22
団体の参加を得ましての競演でございます｡

端唄'小唄'歌謡舞踊等々五十数曲｡
当然ながら各社中の特色ある踊りをご覧戴けるものと期待しております｡

ひととき身近な踊りに触れ'演じる
側も観る側も共に楽しんで頂ける'そんな発表会にと会員一同願っております｡　(舞踊=創作部門　松田　恒美)

ベートーヴェ

ンは交響曲第九番で'従来の作曲概念にとらわれず'真向から

第九によせて

指揮者　小松　長生

耳慣れないもの'一般常識に反し

たものに接すると'往々にして拒絶反応をおこし'攻撃的にすらなるのは'人間の性(さが)　であろう｡

真理を探し求め

る過程を体現した｡

彼の孤独感はいかほどであったろ
うか｡最終楽章のバリトン･ソロは'そうした求道者の心情を吐露Lt　テナー･ソロは'内

唱和をとり行い'星空の向こうに居る絶対的存在に思いをはせる｡

シラーの詩は'宗教'習慣(Mode)

の違いによる差別を激しく否定する｡

ひろ-真理を追い求め'絶対的存
在を崇める者には最高の歓びがもたらされるという賛歌である｡

縁あって'皆様とこの傑作の素晴

らしさを分かち合えるのを幸運に感じる次第である｡

小松長生プロフィール

2004年よりセントラル愛知交響楽団

音楽監督､及び､コスタリカ国立交響
楽団芸術監督｡
1 985年､エクソン指揮者コンクールに

て優勝を果たす｡
1 994年､細川俊夫の｢時の深みへ｣ (世

界初演)他を指揮してザルツブルク
音楽祭にデビュー｡モントリオール交
響楽団､ケルン放送交響楽団等に客演｡

現代曲､オペラ､教育プログラム､ジャ
ズ奏者との共演など､ジャンルを超え
た広汎なレパートリーを持つ｡

音楽璽術学博士｡

面の戦場へ誇-高-赴-真の勇者の心を歌い上げる｡

それに引き続-'
弦楽器を中心とした対位法による戦いの描写は'ただ凄絶である｡

そして､困難を克
服した人々は'ギリシァの神殿にて'司祭たちと儀式の

四日市市文化協会創立1 0周年記念

もういちど四日市で

第九をうたおう
～公募200人の合唱団が出演します～

日時　2004年12月19日(日)

午後2時30分開演

会場　四日市市文化会館第1ホール

指揮/′小松長生(TVドラマ砂の器｢宿命｣管弦楽指揮)

オーケストラ/セントラル愛知交響楽団

ピアノ/′池田寿美子

曲目′/ ｢ふるさとの四季｣混声合唱のための唱歌メドレー

ベ-トヴェン交響曲第九番ニ短調作品125 ｢合唱付｣

独唱/ソプラノ馬場浩子　アルト東川恭子

テノール山田正丈　バス岡本茂朗

指定席2500円は(当日2800円)中部近鉄百貨店､四日
市市文化会館で好評発売中｡
ほかに学生券(小～高校生) 1000円(当日1200円)
一般券2000円(当日2300円)あります｡いずれも自由席

主催　もういちど四日市で第九をうたおう実行委員会ほか
四日市市文化協会内TEL･ FAX 0593-5113729

担当TEL･FAX 0593-54-0625



Jt-
づ′･->
≡∋第3回四日市短詩型文学祭

[人選作品](一般の部のみ'佳作は除き掲載)短　歌(一般の部)四日市市長賞　　　　　　　　　四日市　鹿瀬　敦子
母の来てたたみ呉れたる洗濯物パジャマの綻び繕はれあり

俳　句(一般の部)四日市市長賞
図書館の小窓のぞきぬ夏燕

四日市　渡辺　静子

川　柳(一般の部)四日市市長貴
夢買いに行こうか黄昏の海へ

鳥羽　　斎藤　たみ子

連　句(一般の部)四日市市長賞

城連句会　｢播蝉｣の巻揺蝉の声ばか-なる天地かな

敬老の日の案内到来
望の月シテの面に緊さして

ほのかに薫る白き片袖
下町の児が寄る路地のなんでも屋

杜氏迎へてにぎやかになる
鬼やらひ焼判人の五合升

観音石のおはします池

アルバムに残す君との初デート

何人生むか意見が分れ
年金も婦唱婦随の使ひみち

烏が鳩の餌を奪ひに
傷ましき戦禍のイラク夏の月

ふと気がつけば河骨が咲く
犬連れて旦の散歩元教授

狙神事春のお祭
金メダルかざしたる身に花吹雪

母待つ村の谷おぼろ也

後藤秋千

中田田口湯浅瀬野後藤

秋　　千重壬泰捌
千好都左千代左代千好代都千左代好都左

請(一般の部)四日市市長貴

死者の舟

四日市　八木　紀生

死にびとを乗せた舟がゆく
むげん

無間に大河を舟がゆく

かこ

船頭もいない　水夫もいないむくろと化した死にびとたちが
1人　1隻の舟をあやつり

見えない向こう岸へと舟を漕ぐ気がついたときは舟に乗っていた気がついたときは権を握っていた黒光-する闇に流れひとすじ河は　始めもなく終わ-もない力つきたむ-ろの舟は闇を流され果てもな-深い時空の彼方に消える

目にうつるのは鈍い聞耳に突き刺すのは鈍い静寂振り向けば越し方に明かりはなく身を乗り出せば底なし河に落ちてゆく助けを求めるむ-ろの声は大きく開けた口だけが闇をうがつ真空のまやみに音はな-天空の高みに光はない行き着けるのか　行き着けないのか戻れるのか　戻れないのかなぜ　漕がなければならないのか
-　ただ　漕がない舟は沈んでゆく

死にびとを乗せた舟が今日もゆく無間の大河を　今日もゆく

日本舞踊桑神流桑神会

家元泉神泉施
桑名而嘉例川1 24-2

CaJl :0594-3 1 -28 1 5

教室:桑名市･大安町･四日両市･鈴鹿而



中日マリンバミュージックセンター

顔六
勢のお弟子さんを持つ

代表田忌玲子さん

田蔦玲子先生はみんなの"お母さん"

そこにいるだけで心が和み'気持

ちが落ち着く木々に囲まれた閑静で立派なお宅に､田蔦玲子先生をお訪ねしました｡

中学生の時にラジオから流れるマ

リンバの音色に魅せられ'演奏者の先生に手紙を書き'教則本を送ってもらい独学で始められたと聞き'その熱意に驚かされました｡

さらに高校生になってからは名古

屋まで通い'自分の練習が終わっても他人のレッスンを聞いていたものだから'いつも終電で帰ってきたのだと'にこやかにおっしゃいます｡

高校を卒業するとすぐに講師を依
頼されるほどの田蔦先生は〝四日市にマリンバの音色をこだまさせよ

う〟と思い立ち'あらゆるところで演奏をしたそうです｡

マリンバを教え
ることで心の糧になるようにしてあげたいと考えられ'教室を巣立った生徒さんたちが各方面で活躍されるのが嬉しいとおっしゃいます｡｢演奏会に向けた練習'高揚感'終えたときの達成感が'今も忘れられず仕事にも役立っている｣と手紙を書いてく

る方もみえるそうです｡

トレモロが出す暖かい木の音色が
好き-とおっしゃる田蔦先生は'プラネタリユウムでの生演奏コンサートなど月に数回の演奏活動を続けておられます｡先生の次の言葉が印象に残りました｡

｢私のことを音楽家なんて呼ばな
いで-ださい｡『お母さん』　って呼ばれるのが好きです｣

(レポーター　石井　亨)

手芸すずしろ会

手作りの楽しさに惹かれて

賑やかに､年月を重ねて

少し秋の気配を感じ'あさけプラ

ザのおけいこ場へお邪魔をしました｡

革工芸の講師は'今年八十五歳の
横井志げさんと一番弟子の伊藤君子さん｡背筋のぴんとのびた'ご高齢とは思えない先生がにこやかに迎えてて-ださいました｡横井先生は｢革工芸やろうけつ染など'わたしが大阪の先生に指導を受け'師範になったのはずいぶん前になりますね｣｢生徒さんは手作りの楽しさに惹かれ'この教室がいっぱいでした･･｣｢この歳になっても伊藤先生と二人三脚

ど柔らかくなって手放せな-なります｣と伊藤先生｡
この会にはもう

谷口さよ子師範伊藤君子師範

なので'まだまだ楽しく指導できます-｣ときっぱりと話されました｡
｢革製品は使うほ

横井志げ師範

お一人､木目込み'編み物'張-絵など･･元気な先生谷口さよ子さん
(東芝会師範)が見えました｡四日市'

富田'富洲原に三十人程生徒さんを持ち｢この季節'毎年エトを考案して教えています-｣なるほど色紙台には'今にも飛び出しそうな色鮮やかで迫力ある酉の作　品でした｡｢若い人も保育園のお迎えの時間まで'子育てしながら御稽古に励んで-れてます-｣

今の時代だからこそ'世界にひと

つしかない手づく-の作品は'子どもや孫にまでも大切な宝物として伝えていかれることでしょう-0

(レポーター　石松　延)



平成1 6年日月～平成1 7年3月1 5日第5 0回石井バレエ発表会日月21日(田)　1 3時開演･1 6時終演会　場　四日市而文化会館第1ホール主　催　石井アカデミー･ド･バレエ

みえ県民文化祭協賛

後　援　四日両市教育委員会･中日新聞社料　金　無料お問い合わせ先　石井正人

丁･F 0593-52-9058

｢李の花･花にのせて｣いけばな池坊展
1 7年2月1 6日(水)-2月21日(局)会　場　近鉄百貨店5階催事場主　催　華道家元池坊四日市支部後　援　財団法人池坊華道会･E]日両市教育委員会

中日新聞社･二重丁しビ放送

料　金　三五〇円(当日田00円)お問い合わせ先　今村松堂

T･0593-45-0946F●0593-46-7494

《編集後記》

☆二百名近い第九合唱団の練習も回
を重ね'熱気が高まっています｡12月19日(日)　が楽しみですね｡

☆この季節'美しいもの'美味しい

もの'胸がキューンとなる思いをいっぱいしてみませんか-｡
☆広報部員も元気一杯で-す｡

ご提言'原稿をお待ちしています｡

(延)

｢新春を寿ぐ｣池坊春曜会いけばな展
1 7年1月1 5日(土)1 6日(日)会　場　四日両市文化会館第一展示室主　催　池坊小林学院｢春曜会｣後　援　四日市而教育委員会･中日新聞社料　金　無料お問い合わせ先　小林春荘

T･0593-53-1692

第3 9回日本光聖二写真展1 7年2月25日(金)～27日(日)会　場　田田而市文化会館第一展示室主　催　日本光画会中部支部料　金　無料お問い合わせ先　中西一夫

T･0593145-8059F･0593-45-8107

パッション第二十五号●発　行●発行人●編　集

平成1 6年1 1月1 5日木村道山文化協会広報部会
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辛

内田逸子北村　勝山口香魚

●発行所
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再生紙使用

地域のかかりつけ医

消化器科･外科･旺門料･■内科

≡警会石田胃腸科病院
※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
健康スポーツ医◆産業医

理事長石

院　長石

四日市市朝日町1-15

(JR四日市駅前)

TELく0593) 53-3313㈹

診察時問/
平日-AM9:00-PMl:00

PM2:00-PM7:00

土曜-AM9:00-PMl :00

休診日/日･祭日･土曜午後


