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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｡

特集:わが街なかの匠人
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元気な四日市が好き//

四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com

地域のかかりつけ医
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診療時間/
平日-AM9:00-PMl:00

川lj市市朝日町1-15　　　　　PM2:00-PM7:00

( ∫ R四日市駅前)　　土曜-AM9:00-PMl:00

TEL(0593)53-3313㈹　休診日/日･祭日･土曜午後



平成十七年三月七日'四日市市は

楠町と合併し'新たな四日市市として出発しました｡合併を機にさらに都市基盤の整備'福祉･教育の充実'管理部門の統合等による行政の効率化を図り'新しいまちづくりを進め､住民サービスの向上に努めてまいります｡

近年の厳しい経済情勢とともに国

の三位一体改革の中で'地方公共団

¶;-I
四日市市長

井上　哲夫

新たな挑戦-行政経常戦略プランー

体も新たな行財政運営の構築が最重要課題となってきました｡四日市市ではいち早-『行政経営戦略プラン』を構築し'市民満足度を高める経営型行政運営を目指しそれぞれの施策の目的､目標'手段を明らかにしてその実現を図るという大きな改革を実施しっつあります｡四日市市の文化施策もこの一連の改革の中で再構築を図る必要があることはいうまでもありません｡

去る一月十七日には四日市市文化
振興審議会から約二年半の審議を経て'『四日市市文化振興ビジョン案』の答申をいただきました｡

四日市市といたしましても'この

答申を基に基本計画を早期に定め具体的な実施計画を策定して'新たな文化施策を実現してまい-たいと考えております｡もちろん文化の振興は行政の施策だけで実現できるもの

ではな-'むしろ市民の皆さんの積極的な活動が中心となるものであり'こうした活動が四日市市の創造的なまちづ-りや活性化につながるものと確信しております｡

四日市市文化協会の皆様のますま
すのご活躍を祈念いたしますとともに'四日市市へのより一層のご支援をお願い申しあげます｡

USAシアトルにて　美術Ⅰ日置紀平

新たな挑戦一行政経営戦略プランと四日市市一
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‖川[JJlh kL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､

七化協余車務局-ご連絡くださいo
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IJ'HJ'･1時間I..火曜日から金曜日までの午後1時～5時(除く祝祭日)



特集　～わが街なかの匠人～工匠､職人､細工師､大工-‥わが街なかの名人と呼ばれる方々をお訪ねしました｡その､いく人かを紹介しました｡そこに住む人との

関わりを大切に
山中建築

山中　-衛

(三重県)職業訓練指導員免許証

三重県知事表彰

四日市市長表彰

(三重県)マイスター認定

三重県神社庁表彰

厚生労働大臣(功労賞)受賞

昭和57年

平成19年

平成9年

平成12年

平成13年

平成14年

日本の住宅'古-からの伝統技術

の木造在来工法を守ることが大切である私は'日本の木材を使い土壁を塗った家に今の時代の新しい物を取り入れながら'日本の気候に合った

家を作ることをモットーにしている｡

木といっても一本一本癖があって

南面の木'北面の木それぞれが育った場所によってちがいがでて-る'だから自分で丸太から製材をする｡
木を見て木と話をしながら'どの

ように割ると一番いいか'どの場所に使えるかと思いながら製材するときが一番楽しい｡

今は工業化住宅が多-なっている

ので､大工の技術の伝承が危う-なっている｡大工になって四十二年'いまだに勉強することがた-さんあります｡今までに弟子を五人育てたが'教えた技術を生かせる家が少なくなっているので'なんとか後世に残したい思いであります｡

最後に'今までの中で一番思い

出深い建物は神社の本殿を作ったことがあげられます｡何もない空き地に形ある物を作る喜び､また､そこに住む人との関わりをこれからも大切に守っていきたい｡

いヱTRtVP.F号Iざ言を

史つむべし

I)の万人ぜ一帝を申.f

太郎銘尺八工房心印館弓道場

三浦　太郎

特集～わが街なかの匠人～

尺八を吹き始めたのは十八歳の秋｡
友達にさそわれてまった-気の乗らない始まりでした｡

大阪で会社に勤めていましたが'

もっと自由のある仕事はないものかと真剣に考えていました｡そして選んだのが尺八作りでした｡

大阪の製管師二代目大西春山先生

の内弟子となり'三十歳で独立｡二年ほどして故郷四日市に帰-太郎銘尺八を作り続けています｡

尺八という楽器は工夫すればする

ほどいい音がでます｡私が作る尺八は私の歴史であり'よりよい音を求める努力の足跡でなければ･･･尺八に吹き込む息の定まらず

わが立つ基盤の揺れそのままに

改作の勇気なければこの音の

尺八のままこの我のまま

こはしたるのちに戻せる自信なし

されど壊して我を見つめむ

息しつめ工房にひとりわが内の

感受性をうたがひてゐき

尺八の調律つひに仕上がらず

最後のたのみにたっぷり眠る

冴ゆる音のひび-尺八一管を

作ればそれはわが金メダル

えにしある竹のすべてを尺八に

変ふるがつとめ命ある間に

尺八になるべ-生れしこの竹を

名笛として残すべし我

自らの性根正すを尺八に

求めて成さむ生くる証に

工房の尺八浄土にひたるごと

吾が吹-そばに動かぬカエル



特集～わが街なかの匠人～

文化財を守る技
-今野商会･今野幸男さんを訪ねて-

市内赤堀で家庭金物店を
営む今野(いまの)商店の今野幸男さんは'伝統を守る技の持ち主です｡小さいときからヒノキの板を曲げて作る師(ふるい)　を生業とする祖父と母親の仕事をみて育ち'もう五十年もの間'師'せいろ'ひしゃくなど曲げものを作-続けておられます｡

おどりの大太鼓も今野さんが修復されました｡

今野さんは｢後継者不足と'優れ

たヒノキ材や桜の皮などの材料の不足が悩みですね-｣とおしゃいました｡このことは'伝統ある技術を守る者の共通の悩みと言えると思います｡

皆さんもいちど今野商店を訪ねて

みてはいかがでしょう｡いまは珍し-なったお釜'はそり等や本格的なせいろも販売しています｡

(レポート　伊藤　洋史)

さすがに今はこれらの需要が少な
-なったため他の品物が中心ですが'この曲げものの技術が伝統を守るために役立っています｡

昨年'市内西日野町に伝わる伝統
行事｢大念仏｣　で使われる直径2mの大太鼓を修復されました｡この大

太鼓は｢しめ太鼓｣　で胴が曲げもので作られていて'ここに今野さんの技術が生かされました｡
2mもの大きさの太鼓を修復でき

る職人は'この東海地域でも数少ないとお聞きして感服しました｡

岐阜県垂井町の表佐(おさ)太鼓

新しい学びえタイル 
jOHGAさもの塾 

ddA 
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(肘全日本さもの振発会推オ校 

彊葺薮繋きもの尊晩 
村村中子0593-46-5087 

ふ本叫江0593-31-4634 

舘純子0593-31-0780 

人生第一章の｢挫折｣

(有)有美広告社　服部　孝

昭和十三年十
月'大阪の叔父をたよって職探しをしていたとき'たまたま新聞広告で商業図案工の見習いを募集していたので内弟子として働-ことになった｡

先輩二人のも

とで働きながら

特集～わが街なかの匠人～

服部孝さんの看板の多くは､手
づくりです｡みるだけで催し物
の内容がうかんできます｡市民

文化祭の正面看板の作成をお
願いしています｡

少しの時間も惜しんで図案文字の練習をしていた｡

夜'先輩たちが帰ったあとは参考
資料のなかで選んだものを模写していた｡特にうちのスタジオは電鉄会社の宣伝部の専属のようであり､それに相応しいものをと心掛け､夜間の勉強に打ち込み楽しんでいた｡

内弟子にな-十カ月がたとうとす

る頃'先輩の一人が応召でスタジオをやめていった｡さあ大変と思っていると､早速'或る印刷屋の仕事をやるよう言われた｡その仕事は映画館のチラシで今まで通い慣れた場所であったので､自分で描いたスケッチを恐る恐る届けに行った｡

お目当ての営業の人は談笑中で'

差し出したスケッチをテラッと見て'
｢ご苦労さん｣と言ってくれた｡

ほっとして逃げるように印刷屋を

出たのが私の初仕事の思い出です｡

結局'残る一人の先輩も応召して

いき'そのスタジオは私一人｡約一年がんばりましたが遂に私にも現役入隊の時期がやってきて'昭和十八年一月十日'京都駅の臨時列車に乗った｡

入隊のことは早-から覚悟してい

ましたが'グラフィックデザイナーの夢が'ここで挫折してしまったことが残念だった｡



三重県文化賞奨励賞

志水　雅明さん～プロフィール～

日本文聾家協会会員｡ 『菰野町史』 『四日市市史』

『多度町史』 『楠町史』の文芸分野を担当執筆し､

また日刊紙に｢街道の文学探訪｣を今年1月で200

回まで連載中｡著書として『文学碑とその風土』 『三

重県の図書館』 『発掘　街道の文学』 1･2集などの

ほか､無名作家･天折作家を紹介した『花を愛して

逝った俳人　平田彩雲』 『湖水俳諸の雄　片岡白華･

安垣相泉』 『天折の月光詩人　東光敬　生涯と作品』

などを順次刊行中｡

作詞も手がけ､ ｢伝説　天地の詩｣ ｢瑞賢さん｣

のほか｢桑名市立光陵中学校校歌｣など多数｡

今回'思いがけずも

｢三重県文化賞　(奨励
質)｣受賞とな-'日ごろよりご声援を賜っている文化協会をはじめ関係者･関係団体の皆様に厚-御礼申し上げます｡

ところで'初めて告

白するのですが'私自身も学生時代には'四日市は文化不毛の地だと思っていました｡しかし後に'実験せずにそう思うことに責任を感じ'足元を見詰めなおしますと､いわゆる文化的素材があちらこちらに見え隠れして散在しているではありませんか｡

爾来'土日などには

これらの素材収集に熱

中｡それを基に童話･小説などの創作活動に取り組み'或いは学校の教材に使って貰ったり'地元の各種広報紙に連載した-しているうちに'郷土の魅力に一層悪かれるようになりました｡
一方では'著名作家の蔭になり郷

土に埋没したままの無名作家･天折作家の発掘･紹介の分野が未開拓であることに気がつき'専ら活動の主流に据えてきている近年です｡

地方にいながらにしてのこのよう

にマイナーな仕事ですが'最近では直木賞作家の伊藤桂一･永井路子氏や文芸評論家の大河内昭爾氏ら多-の方から暖かいご声援を頂戴するようになり'私自身の方向は間違っていなかったと自信を持ってきました｡

今後は'これまで収集の資料に基

づ-小説･戯曲などの創作活動を通して'郷土の素晴らしさを皆様と共に共感していきたいと思っています｡

88市布文化功労者㌣瀬ねて

美術陶芸作家黒田耕三郎さん

昨年十一月'四日市市文化功労者

に選ばれた黒田耕三朗さんだが'すでに平成五年には'地域文化功労者として'文化庁文部大臣表彰を受けている｡

日展には'二十一年連続して入選

する常連であり'他に日本現代工芸美術展審査員'三重県展運営委員および審査委員'三重県文化奨励賞選考委員など肩書は多数｡
祖父である初代黒田幸治郎氏が'

四日市寓古の世界に身を投じてから現在の耕三朗氏に至る八十有余年｡三代日光楽こと'黒田光楽がすなわち黒田耕三朗である｡

日展の常連たちに｢陶器で何が得
意なのか｣ときかれ'返答に窮したことから'取り組み始めた　｢赤と緑青の両方を一度焼きで同時に発色させる｣というこれまでの定説を破る独自の技法｡その秘訣は陶芸に使われる酸化銅の粕薬　(ゆうや-)　が'酸化炎では緑青色に'還元炎では赤色になるからだというのだが'黒田氏自身この技法を確立するのに'約五年に亘り試行錯誤を繰-返したという｡

その　｢赤と緑青｣を使って'大飾

皿に描かれた　｢赤富士｣｡真っ赤に燃えてそびえる富士山と'コバルトにも似た緑青の裾野は､まさに黒田氏が祖父の代から築き上げてきた名人芸の集大成であり'｢ライフワーク｣であると言っても過言ではないであろう｡　　(レポーター　石井　亨)

茶道表千家教授幸田　宗紗さん

茶道･表千家の幸田宗紗さんをご

自宅にお訪ねしました｡
｢若いころから茶道に親しんでま

い-ましたが'この度の受賞を有難-､幸せに思います｣とにっこりされた素顔が凄として清々しい｡

茶道は､敬う心'思いやる心'譲

り合う心､もてなす心'などが知らず知らずのうちに培われてい-ように思うと力強くおっしゃいました｡

和やかな雰囲気の中で'俺寂の世
界に接するひとときこそ和敏活寂'

一期一会の世界であり'心安らぐ時-と茶道のことを丁寧にお話をして下さいました｡

そして'1服いただいたお抹茶の

おいしかったこと｡

(レポーター　山本　淳子)



～プロフィール～

2001年　スペインに渡り､フアルキート､マ

リア･デル･マル･ベルランガに師事｡

2002年　再びスペインに渡りカルメン･レデ

ィスマほかに師事

2003年　初のリサイタル～GRACLA～を四

日市Freewayで催す

第2回を松坂MAXAで催す

2004年　インド舞踊家の三浦恭子と三重県

内でジョイント公演を始める

現在､タブラオ｢ロス･フアローレス｣

にレギュラー出演中

フラメンコと共に生きる｢何故踊っているのだろう--｣｢一体'何のために--｣｢誰のために--｣
フラメンコに出会ってから8年間'

ずっと問い掛けてきました｡

普段のわたしは'あまのじゃ-｡

素直に自分を表現できない'ところがフラメンコを踊り始めると何のためらいもなく感情をぶつけることが出来るのです｡自分を表現する方法の一つが私にとってはフラメンコなのです｡

フラメンコとは'力強-情熱的な

バイレ　(踊り)　心を揺さぶるカンテ(唄)　哀愁を秘めたギターにより'
喜びや悲しみ'愛'憎しみ-人間のあらゆる感情をロマニーの詩にのせて'体全体で表現するスペインの民族音楽です｡

九世紀'はるかインドを離れ'五

〇〇年もの歳月をかけて旅したロマニーは'エジプト'北アフリカを経由して十五世紀に南スペイン･アンダルシアにたどりつきフラメンコが

生まれました｡

日本とは縁遠いようにみえるフラ

メンコですが'実際はその道で日本におけるフラメンコ愛好家､教室の数は発祥の地スペインとも大差がないほどの多さです｡これ程までに夢中になれるのは何故でしょう-喜怒哀楽を表すのが苦手な日本人だからこそ本来持っている人間的な感情をぶつけることの出来るフラメンコに魅かれるのではないでしょうか｡
二〇〇五年〝パティオフラメンカ

四日市〟が発足しました｡この組織は､フラメンコをはじめ民族舞踊の素晴らしさを広めようという思いからできました｡フラメンコ芸術の素晴らしさを一人でも多-の
方に知って頂-と共に'誰もが持っている感情の扉をノックすることが出来れば-と思います｡

パティオフラメンカ四日市発足記念プレコンサート 

大田ゆう子フラメンコ 
MⅠCAMⅠNO 

[ミカミ-ノ] 

日時2005年5月11日(水)19時開演 

会場四日市市文化会館第2ホール 
(｢前売券｣好評発売中) 

｢彫遊会｣
四郷地区市民センターの社会教育

の一環として'日展会友の原　直矢先生を講師に迎え彫塑の講座が一年間'催された｡

その後自主サークルとして彫遊会

が誕生Lt　今年二十年目を迎えた｡この種のサークルは県下は勿論'全国的にも数少な-四郷地区の住民のみならず'遠-伊勢や松坂'久居からも毎週通って-る熱心な人もあり'その熱意に刺激されお互いに研鉾を重ねてきた｡

会員の退会が相次ぎ存続が危ぶま
れる時期もあったが'現在辛うじて十名余りで会を構成している｡

この数少ない会員の中から昨年'

モデル(2人)を前に和やかな会話と時々フー-と静けさが｡

また日展作家が生まれた｡振り返ってみると過去二十年の間にこのサークルから十二名の日展作家を輩出している｡規模は小さいが'大きな潜在力を秘めたサークルであると自負している｡　(美術-本郷　信輔)

日本舞踊桑押流桑神会

家元泉神泉施
桑名市嘉例川1 24-2

Call:0　5　94-3 i -28 1 5

教室:桑名而･大安町･四日両市･鈴鹿而
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-もういちと四日市こ

第九をうだおうーに出演しこ

FreudeI第九の歓喜～
中学生

後藤　理沙

私は'父と一緒に

出演出来て'とても良かったと思いました｡私は中学校で音楽部に所属しています｡ですが'こんなにも長い曲は歌ったことがありませんでした｡初めはこんなに長い歌詞を覚えられるか心配でした｡しかし'すぐに覚えられたので良かったです｡

本番'ついにこの

時がやってきました｡今まで練習してきた成果をぞんぶんに発

拝し'とても気持ち良く歌えました｡それは､永友先生'小松先生'実行委員の方々のおかげだと思いました｡この第九は'私の心を大きく動かした最高の思い出となりました｡

これからも'もっと第九を歌い続

けていきたいです｡

もう一度歌いたい!

笹川

村木ヂ久子

一度は歌ってみたいと思っていた
第九㌧　｢四日市でもう一度歌おう｣に巡り合いました｡練習初日には独語の発音'ソプラノの余りの高音にすっかり落ち込みましたが回を重ねる毎に解りやす-楽しい発声指導'経験者や若い人達の声に囲まれ'少しずつ声も出る様になり楽しい練習でした｡

暗譜に苦しみつつ迎えた演奏会'

優雅で力強い指揮と管弦楽'ソリストに支えられ全身で歌う喜びを実感'聴-以上の大きな感動でした｡又一緒に歌いましょうと仲間との出会い｡聴きに来て-れた友や夫の心にも届いたのでしょう-温かい笑顔が嬉しかった｡

福井耽りの小松先生'永友先生の

第九踊りを思い浮かべつつ･
もう一度歌いたいです｡

｢第九合唱｣の魔力

大宮町

藤井　由幸

十四年前に四日市にリターンして

以来ずっと'第九合唱をうたう機会があれば是非参加してみたいと思っておりました｡が'実際に歌い終えて'想像を遥かに越える充実感と達成感に満たされ'本当にやって良かったという感激でいっぱいです｡

七月末の団結式の後'パート別の
練習に参加､経験者の方も多く'参加メンバーの皆さんのレベルがあまりにも高いことに驚いたものです｡私などがついていけるのだろうかと不安に駆られ'発音も意味の理解も

市民合唱団200人の第九の熱唱!

ままならないドイツ語の歌の練習に参加する意味を失いかけたことも-そんな思いにも拘わらず最後まで練習に励むことが出来たのは'永友先生･山田先生のユーモア溢れるご指導の賜物だと感謝しております｡
｢永友式発声法｣　に従って自宅で

も練習していると､自分でも何だかいい声で歌えるような気がしてきました｡本番前日のリハーサルでは'隣の　『うたおに』　さんから｢いい声が出ていますね｣とお褒めの言葉を掛けて頂くまでになっていました｡と同時に'フルオーケストラと同じステージに立って第九を歌うという永年の夢が現実に近づいているという思いから感激は頂点に達しっつありました｡

本番当日は'お越し頂いた大勢の

友人･知人の目を意識して舞台に立ちました｡

その中には'介護施設にいる母達

や'一緒に招待したヘルパーさん達の姿もありました｡その母を意識してしまったためか'四季の歌の最後の　『いかにいます父母-』　のところまで進むとつい声が詰まって-･私は涙をこらえるのに必死でいました｡あとで訊-と母は私たちの合唱に合わせて唱歌を口ずさみ'普段は昼間でも居眠りをすることが多いのに'最後まで目を欄々と輝かせて｢第九｣に聞き入っていたということです｡私が最後まで力強く｢第九｣をうたい切ることが出来たのも'病の母や､亡き父'また文句の一つも言わず温か-見守ってくれた家内のお蔭と'手を合わせて感謝したい気持ちでいっぱいになりました｡

歌を通じて知り合いになれた多く

の方々とは'何か不思議な連帯感で結ばれた様な気がするということもまた､第九合唱の魔力なのでしょうヽ　　　　○

カ'.I



パッションひろば.

坂井

四日市川柳会陽が落ちる挽歌ばかりを創ってるひと仕事つるべ落としの秋の暮れ一つずつ積木崩しの昼下がり彼岸花続く向こうは無縁墓地娘にはついつい無理を何時もいう束の間の喜び嬉し八十路坂夜が開けたアン･ラッキーな夢は夢体脂肪気にせず夢を食べてますいやなこと竹輪の耳で聞いている謝りにゆく切り札をポケットに道草でひろった夢を食べているお財布を千円札でふくらます紅葉に染められている我が心あの頃は古いナイフを研ぎながら

兵選

小河矢田井垣伊藤蘇山田城萱松井松岡菱川

柳女照子和子せき
よしゑ

竜
弘子湖青草風麻子

波部裕具子坂崎よし子樋口恵美子高橋　忠

秋の夜人は孤独が大嫌いさみしさと同居している窓灯り木枯らしがベンチの馴染み連れて去る背中からどっと崩れてゆく噂我が家相そんなに悪くないんだが素直さを売りものにして無官なりそれぞれの人結び合赤い糸八十路過ぎ見えないものが見えてくる目薬がまっすぐに落ち秋の風いい便りあってうきうき今日終る経験が哨暖に救う曲り角帰りたい天使と羽根を待っている子育てを嫌がる親がふえてます不況風不快指数が吹き溜る老いを撮る私情挟まぬカメラアイ思うほど他人は気にはしていない引き出しに賞味の切れた君がいるさりげない愛です今日は遠回りエスカレーターゆっくり波の音が追う

蘇加藤川合樋口古川清水榊原

繁生昌良典生
仁

正勝健吾良郎

村山　　了伊藤　多恵矢田はるみ川崎はつ子松本きりり矢田　　哲山田　早苗吉武三和子堀　かず美内山サカ枝坂井　　兵保地　桂水

第四回
短詩型文学祭に向けて

保地　桂水

四日市にも短詩型文学祭を'とのプランから四㌧　五
年の歳月が流れた｡平成十六年第五十四回目四日市市民文化祭行事の一つである四日市短詩型文学祭を市民フェスティバルの一環としてプログラムに組み込み各文芸ジャンル　(短歌･俳句･川柳･現代詩･連句)　五部門が結束'一堂に会し第三回を十一月三日'入賞者の表彰式'合評会'作品集の発行で終えた｡

回を重ねる毎に地域文芸の愛好者が新し-参加され

るが'その反面'第一回からの応募者の出旬が無いのは淋しい｡要因は多々考えられるが'例えば応募の煩わしさ　(小為替･応募用紙の点について)　にも一因があり､二㌧　三の地域では　(無料でハガキまたは原稿用紙･便茎など)　応募者にとっては手間暇のかからぬ方法を採っているところもある｡

ジュニア部門では各学校の一括まとめての応募で'
各校先生方のご指導'ご協力で各ジャンルとも急増し

て喜ばしい傾向である｡

さて'本年は目玉として表彰式前での記念講演を短
時間ではあったが企画し好評であった｡石の上にも三年'定着しっつある短詩型文学祭を四日市市から県内各地'東海地域にも拡げ'四日市の文化の輪を広げたいと思いつつ'現在'第四回のプランを練っているところである｡



と　き　2005年3月26日(土)

3月27日(白)
午前1 0時～午後4時

ところ　あ　さ　け　プラ　ザ

私たち40社中は､地域の人々との交流と地域文化の向上を目指して｢春
の文化祭｣を開催いたします｡協賛として､朝日町･川越町･菰野町からの

作品展示及び舞台発表も加わりいっそう華やかに彩られます｡
バザーコーナー(うどん､コーヒー等)は､会員相互の協力にて毎回好評を得

ています｡

是非春の一日を､あさけプラザにて楽しくお過ごしください｡

文化祭実行委員一同

LPガス　出光灯油　増改築･ガス配管工事一式

血MjZUNO G^S

有限会社水野石油店
四日市サービスステーション

四日市市川島町5391 TEL (0593) 23-0278フリーダイヤル0120-83-0278

URL http://www.k2-homes.com/hp/mizun0-gas/

本社　鈴鹿市高塚町

女声合唱団｢京｣魅力ある歌声よ､響け!

全国大会に向けて

昨年の暮れ'楽しみにしていた女

声合唱団｢京｣　の稽古場をお訪ねした｡四十数名の団員が指揮者の竹内宜秀氏の指導のもと'素晴らしい歌声を響かせていた-｡それは'すごい!の二三ロでした｡

女声合唱団｢京｣　は一九八八年合

唱仲間十五名で発足｡地域の文化祭や市民合唱祭等に参加｡その後'全日本お母さんコーラス中部大会に十
一回出場の歴程を持ち'二〇〇三年の大会でヴィーナス賞を受賞｡中部代表となり全国大会に出場されました｡

発足当時の代表者本間恵子さんは

｢竹内先生という素晴らしい方に出
会えて'今も楽しく歌ってお-ます｣と笑顔が一段と輝いておられました｡

八二[<肇▼竹内宜秀氏は'合唱指揮者として愛知県､豊田市'刈谷市などで活躍され数々の受賞経験を持ち'｢京｣の常任指揮者｡▼阪本牧子氏は'カワイクラシックオーディションで最優秀伴奏者賞を｡▼竹内まつ子氏は､豊田市

少年少女の指導にあたる｡現在｢京｣のヴォイストレーナー｡

竹内氏は　｢コンテスト前になると

こっちが夢中になって来るんです-･今後は音楽の質の向上を目指したい｣と熱さ人である｡

代表の戸本光子さんは　｢熱心な指
導者や練習会場に恵まれ'やる気のある団員の団結力で全国大会出場を目指したい!｣と湊としてお話を聞かせて下さいました｡

(レポーター　石松　延)

8本鼻鴫 

赤城流露何級 

内申挽告家島),1線 

あJP1線竣東挽 

鬼神流も亀 



杉田　軍次

わかりやすく'入りやすく'

まとまりやすい組織に

今年は組織部として活動をしやす
-するため'現在20部門を統廃合する方向でいま規約の改定案を検討中です｡また'団体数を現在二一〇団体から三〇〇団体'会員数一〇〇〇〇人を目標に取り組みたいと思っています｡そのためには魅力ある文化活動をアピールする必要があると思います｡

異なった文化を持つ人々の集団を

秩序をもって組み立ててい-コミユモアィ-リーダーが果たす役割は大き-'このたび'組織部会が中心になって会員の親睦を図るためにバス旅行を計画しました｡

文化協会の個々の団体は活発な活
動をしていますが､協会全体の行事については協調性があるとは感じられない部分もあるかと思います｡

こうしたニーズを踏まえて協会内

の会員の交流を活発化Lt親睦を深

めることで合意形成をめざし､魅力的なテーマを取り上げ楽しい活動を組織化しなければならない等､創造的なリーダーシップが求められています｡

多彩な才能とリーダーシップで活

躍されておられる皆さんが'より良い文化協会を目指すという点で協力しあい､仕事を分担していかなければならないと思います｡

縦'横の連絡網を作成し'文化協
会のキャッチフレーズである　クみんなで作ろう楽しい集い″　の団体を目指し'魅力ある文化協会を作り活動することを切望します｡

小森　秀峯

新文化会館建設資金への

ご理解とご協力を!

(一)新文化会館の建設資金カンパ活
動の継続と同時に'五年先に実現を目指すための青写真を作ります｡

(二)当協会の十年後の組織のあり方(NPOや社団法人など)　を検討し'
方向性を決めるように努めます｡

部活動(一)新文化会館の必要性とは､現在の
文化会館第2ホールでも客席が広すぎて'他町のホールなどを利用されているグループ'また発表会等出来ないグループがあります｡早急に充実された四〇〇名前後の客席を持つホール'そこに付属する展示室等が必要だと考えます｡建設には莫大な資金が必要なため募金をみなさまにお願いしています｡

なお概略の青写真を作るために各
地の会館を見学し'2 1世紀部会で概略図を理事会に提案したいと思っています｡

部活動(二)十年後の組織のあ-方について
(一)と同時に進めて行きたいので

すが　(一)　(二)　共に資金が必要なため先ず(一)　からの取り組みとしました｡
(二)　の場合'三十万人の市の文化

協会としては､NPOより社団法人として進めたいと考え取り組んでゆ-予定です｡

皆様のご協力をお願い致します｡

軍票至竪

市民文化芸能大学は､前回の　る情熱を簡潔に語られた上で､

尺八とフルートの共演に続き､　各種楽器を駆使して演奏をして

12月11日に松永義仙師(KUNI ･　くださった｡

フィナーレの共

演では､音階の異

なる和楽器と洋楽

器の特色を活かし

た巧みなアレンジ

で､じょんがらや

沖縄民謡の調べに､

41名の受講者は

陶酔させてもらっ

た｡

(総合塚田盛久)

津軽三味線と
ギターのデュエット

K E N兄弟の実父)

の津軽三味線と､

国際的に活躍中の

ギターリスト高橋

邦男氏を講師に迎

えて実施された｡

両講師共､それ

ぞれの楽器の起源､

日本に渡って来る　-i

までの変遷と民族

音楽､ご自身の関L

わりと演奏に対す　　参加者は感動のひとときを得て



平成1 7年3月～7月馨華流吟詠会十周年記念吟剣詩舞道大会3月20日(日)　9時～1 6時30分会　場　ザ･プラトンホテル(5階べネチヤホール)主　催　孝幸流吟詠会本部後　援　三重県吟剣詩舞道総連盟

ヴオツクス音楽吟詠会日本吟詠総連盟

料　金　無料お問い合わせ先　森　馨華

T･0593-52-3223

会　場　E]白市市文化会館　第3展示室主　催　清真会後　援　E]白市市教育委員会料　金　無料お問い合わせ先　上田　虹月

丁･F 0593-3クーー0221

中二高校生の為の｢能･狂言教室｣5月1日(日)～2月2 8日(火)に2校会　場　未定主　催　四日市能楽連盟後　援　鎌倉能舞台　1 2-1 4名料　金　無料お問い合わせ先　赤井　重規

T･FO593-53-8070

第4 1回　三省会善作展3月25日(金)1 2時～1 7時3月26日(土)9時～1 7時3月27日(日)9時～1 6時会　場　E]日市市文化会館　展示棟主　催　三省会後　援　三重県教育委員会四日市市教育委員会

E]日市市文化協会E]日市南地区交通安全協会港支部中日新聞四日市支局cTY株式会社FM四日市

料　金　無料お問い合わせ先　花井　峰昇

T･0593-53-2874

フォーラムとコンサート
｢まちの総合学習がはじまるよ｣

4月3日(日)会　場　四日市市総合会館主　催　ブンテックNPOグループ後　援　三重大学工学部建築学科寺島ゼミ

三重県教育委員会四日市而教育委員会

料　金　整理券お問い合わせ先　西村　昌子

T･0593-21-9867F･0593-22-0320

民族衣裳文化普及協会｢現代きものショ⊥5月8日(日)　1 3時30分～会　場　あさけプラザホール主　催　民族衣裳文化普及協会後　援　四日市市教育委員会

E]白市市文化協会ほか

料　金　無料モデル募集　(4/1 5締切り)

(平安の〝雅〟王朝装束)1 5名

お問い合わせ先　内田　量子

T･0593-52-0690F･0593-52-6391

書道展4月1日(金)～4月3日(日)9時3 0分～1 8時

(4月3日は1 6時迄)

四日市交響楽団第2 7回定期演奏会4月24貝田)　1 3時30分開演会　場　四日市市文化会舘第1ホール主　催　E)白市交響楽因後　援　四日市市教育委員会

(財)E]日市市文化振興財団ほか

料　金　大人一〇〇〇円､子供五〇〇円

(当日一二〇〇百円､子供七〇〇円)

お問い合わせ先水谷　達

T･LL O593I22IO558

｢パティオフ一フメンカ四日市｣発足記念
プレコンサート　大田ゆうこフラメンコM-CAM-NO〔ミカミーノ〕5月日日(水)　1 9時開演会　場　E]白市市文化会館　第2ホール主　催　パティオフラメンカ四日市実行委員会後　援　四日市市教育委員会E]日市市文化協会ほか料　金　S席二五〇〇円/A席一〇〇〇円

(当日S席三〇〇〇円/A席一五〇〇円)

お問い合わせ先　江見美保子

T･090-7607-3180

寛紫会　発表会5月1 4日(土)会　場　あさけプラザ主　催　寛紫会後　援　中日新聞社料　金　無料お問い合わせ先　大河　寛紫

T･0593-55-0782

四日市カーフオケ連合会第2 1回発表会5月1 5日(日)会　場　四日市市文化会館第2ホール主　催　E]白市カラオケ連合会共　催　鈴鹿市カラオケ連合会料　金　無料お問い合わせ先　杉田軍次

T･【卜0593-46-0688

KUN--KEN

EXPO-L-VE2005〃津軽三味線ADVENTURE″
5月25日(水)　1 8時30分開演会　場　EXPOドーム(長久手会場)主　催　KMpウニケンミュージックプロジェクト後　援　中日新聞社(財)E]白市市文化振興財団

E]日市市教育委員会E)白市市文化協会(いずれも予定)

料　金　愛･地球博の入場券が必要

(EXPOドームへの入場は無料)

お問い合わせ先　松永　義武

T･0593-31-0247F･0593-31-0240

民謡･舞踊ささ菊会ゆかた祭り6月1 2日(田)会　場　四日市市文化会館第1ホール主　催　ささ菊会料　金　無料お問い合わせ先　藤間　勘奈'金森　道子

T･0593-52-8696

Ba--et AcademyRELEVE(ルルベ)四日市第5回定期公演5月2 8貝土)　1 6時開演(予定)会　場　四日市市文化会舘　第1ホール

第1 0回小原芳美バレエスタジオ発表会
｢眠れる森の美女｣全幕

7月1 7日(日)会　場　E]白市市文化会飴　第1ホール主　催　小原芳美バレエスタジオ後　援　四日市市教育委員会中日新聞社(予定)料　金　大人一五〇〇円/子供一五〇〇円

(当日大人一五〇〇円/子供一五〇〇円)

お問い合わせ先　小原　芳美

T･0593-22-4782

0593-22-5895

F･0593-22-4782

邦楽4人の会中部地方特別演奏会5月20日(金)　1 9時開演会　場　園田市市文化会館　第2ホール主　催　邦楽4人の会後　援　四日市市文化協会ほか料　金一二〇〇〇円(当日三三〇〇円)お問い合わせ先　北原　室山

T･03-5978-4848

金　援催

バレエ･アカデミーRELEVE中日新聞社　(財)岡田文化財団四日市市教育委員会　みえ県民文化祭指定席二〇〇〇円/自由席一〇〇〇円
(当日指定席二五〇〇円

/自由席一五〇〇円)

お問い合わせ先　久嶋江里子

T･0593-26-4064

052-823-0179

混声合唱団コール歌書第2 2国定期演奏会7月24日(日)　1 4時30分～1 6時30分会　場　四日市市文化会館　第1ホール主　催　混声合唱団コール歌書後　援　E]日市市　E]目市市教育委員会

(財)E]田市市文化振興財因

料　金一〇〇〇円(当日L IHO〇円)お問い合わせ先　中西　偉雄

T･FO593-4514180



再生紙使用

日時　4月23日(土)午後0時30分

(午後0時開場)
会場　四日市市文化会館　第3ホール 文化討論雲
-討論会=

文化協会の課題を考える
出席者

桑名市文化協会会長　　　加藤　武夫氏

菰野町芸術文化協会会長　谷　　伸司氏

(社)東員町文化協会会長　三浦　信一氏

四日市市文化協会理事長　木村　道山氏

司会　森　悠紀

四日市市文化協会評議員会(総会) (傍聴自由)
--午後0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1.2004年度事業報告[案] (決算報告を含む)

2.2005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

〒五一〇-〇〇五七四日市市昌栄町二l I一〇TEL･FAX〇五九三(五一)三七二九

●発行所

四日市市文化協会
石松　延伊藤洋史山本淳子小原芳美

石井　亨内田逸子北村　勝山口香魚

●発　行●発行人●編　集

平成1 7年3月1 5日木村道山文化協会広報部会

パッション第二十六号 《編集後記》

☆春は心まで大き-背伸びをしたく
なりますね｡

☆市文化功労者･黒田光楽氏の作品
｢赤と緑青の世界｣　はぜひギャラリーをお訪ね下さい!

☆特集･匠人を訪問して'大きな感

動と暖かい人間性にふれ嬉しく'また隠れた修行を想い熱くなった｡
☆広報部貞ほかの記者の大活躍が春

の街を駆け抜けた--
☆ご提言'原稿をお待ちしておりま

す｡　　　　　　　　　　　(延)


