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③四日市の文化がみえるまち ④情 主体の文化活動が展開しやすいまち

の共存する魅力のあるまち ②市民

ョン｣を策定いたしました｡ 七年三月に｢四日市 文化振興ビジ 打ち出すことを目的として'平成十

‑･希望)｣をあげ'①文化と産業 み続けた‑なるまちに (まちへの誇

種施策において文化的な視点を強く

な役割を担っており'四日市 も各

ビジョンには基本目標として｢住

て重要となってきております｡

を積極的に展開してい‑ことが極め

治体が地域特性に合致した文化行政

文化はまちの魅力を形成する大き

地方分権の時代においては､各自

文化振興は総合行政で

田
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る予定であります｡

う具体的な実施計画を策定してまい め'全庁的な取り組みにつながるよ

ります｡ められていると強調したところであ

行政として積極的に展開していくた

特に産業や観光'公共施設整備な

市民主体の文化振興施策の展開が求 に'文化振興の主役は市民であり'

という六つの基本方向を示すと も
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てまいりたいと考えております｡ど

なる取り組みを地域こぞって展開し

の薫りあふれる都市を目指して'更

図りつ '市民が誇れるような文化

政'あるいは企業と行政との協働を

す｡こうした認識のもと'市民と行
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なスタートをきりました｡ ひらく元気な都市｣を目指して新た

に学びたい‑･と特集してみました｡ えて大躍進です｡元気な｢四日市港｣ わが街自慢の四日市港は､期待に応 めますね｡訪れてみますと‑･

わが街なかの高所からは蒼い海が望

や五ケ月ほどが過ぎました｡ 幕をおろし'四日市 と合併して早

楠町が'町制施行以来六十五年の

そして'新しい四日市は ｢未来を

特集〜四日市港〜

合併による
tL｣閤適い

新しいまちづくり
ウミガメの散乱や海浜植物が咲き誇り､内
陸部ではゲンジホタルが群れ舞うなど豊かな
自然に恵まれた地区ですo
こうした歴史､伝統､文化そして自然という
楠のすぼらしい特性を活かしつつ､四日市市

前四日市港管理組合議会
議長

永田

との一体性を進め､すんでよかつたまち｣｢誇
りと希望を感じるまち｣づくりを地域の方々と
ともに進めてまいりたいと考えていますo

正巳
lI Ll 一】 一 l■ J■【 l FrI LJI一 1一】It

市港の地域経済に果す役割は三重県 びてまいりました｡その結果'四日 をはじめとし急速に取扱貨物量が伸 にも対応し'東南アジア'中国航路 九年からは国際海上輸送コンテナ化 て重要な役割を担うと共に'一九六 どを擁するエネルギー供給基地とし

■ l■ ■rlJ】一I J一【tlI一【■tLl )l】一】

す｡

おける代表的な国際貿易港でありま 特定重要港湾に指定された中部圏に は外国貿易上特に重要な港として' の輸入港として栄え'一九五二年に 葉翁によって開港'主に羊毛'綿花

を感じさせてくれます｡ の巨木が奪え立つ城跡が当時の歴史 は'楠氏が城主として入り'今は楠 ております｡中世に の地名が今に伝わっ が建立され'その頃 伽藍を備えた華台寺 7世紀中頃には七堂 文化の薫る地域です｡

高齢化の進展や競争社会の激化など 人々の生活圏も広範囲となり'少子 大き‑変わってきております｡また の産業構造の変遷の中'町の様子も 政豊かな町でありましたが'その後 た｡近年は紡績業の隆盛と もに財 ち伊勢湾岸の交通路として栄えまし

しての四日市港は'一八九 年に稲

三重県で唯一海外との交流窓口と

我が国有数の石油コンビナートな

旧楠町は'歴史と

楠は'古よ‑みなと (国津) をも

私達に活力を 港の発展は
楠総合支所長

川北 悟司

くれる!

うではあ‑ませんか｡

ません｡ れる港として配慮されなければなり

‑高級な遺産として後世に引き継ご 重な財産であります｡この宝物をよ
こういった観点から四日市港は貴

等もあり'環境緑化も市民に親しま は歴史的建造物として潮吹き防波堤 らねばなりません｡片や四日市港に の港湾と亙いに競争できるまで頑張

ております｡ おり'その機能の充実が急務となっ 以外はコンテナによって移送されて

港に携わる者は一致団結して世界

は石油やLNGといったバルク貨物 たことであ‑ます｡今や世界の物流 年スーパー中枢港湾に指定してくれ ニュースがあります｡それは国が昨

日市 民にとり本当に明るい嬉しい 力となっております｡さらに私達四 即私達自治体の活力を左右する原動 効果をもたらしており'港の発展は の一 %'四日市 の二〇%の経済

えています｡ 方々と もに進めてまいりたいと考 希望を感じるまち｣づ‑りを地域の め'｢住んでよかったまち｣｢誇りと

など豊かな自然に恵まれた地区です｡ 内陸部ではゲンジホタルが群れ舞う

かしつ '四日市 との一体性を進 自然という楠のすぼらしい特性を活

こうした歴史'伝統'文化そして

ミガメの産卵や海浜植物が咲き誇り' ない自然海岸が残っており'アカウ

に来館いただいております｡ 俗資料館｣として開館し'多‑の方々

また海岸には'北勢地域でも数少

いわれる旧庄屋邸を修復し｢歴史民

という選択肢を選びました｡ くりへの取組みが必要であ‑'合併 ためには'広域的な視点でのまちづ これからのまちづくりを進めてい‑

統文化が脈々と伝えられています｡ れ､また大神興が復活されるなど伝
去る四月には'築後二百五十年と

楠には､鯨船行事が今日に伝えら
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地域社会の中での四日市港
四日市大学総合政策学部助教授
凶日市大学地域政策研究所研究員

董

小林 慶太郎
は衰亡の危機 て'四日市港 すようになっ も支障を来た 船舶の入港に にな‑'小型 流入するよう 土砂が港内に 地震の影響で には安政の大 はない｡幕末 帆だった訳で 決して順風満 その歴史は' だろう｡だが 過言ではない しと言っても

て'四日市な た｡港なくし

に発展してき

は'港を中心

四日市の街

への関心を薄れさせたであろう｡ 比重が少なかったことも'市民の海 港や神戸港などと異なり旅客輸送の 浴場が埋め立てられたことや'横浜 る｡戦後'午起や富田浜などの海水 招いた｡距離が離れ ば関心も薄れ

日まで発展してこられたのは'港の 風などの幾多の苦難を乗り越えて今

だが'四日市が'戦災や伊勢湾台

き離して まうという皮肉な結果も

の展開は'市街地と港湾機能とを引

の礎を得られたのである｡ げうった稲葉のおかげで今日の発展 開港場に指定されている｡私財を投 二 (一八九 ) 年'対外貿易を行う

代港湾としての偉容を整え'明治三 どが行われたことで'四日市港は近 た｡稲葉らの手で埋立･運河開削な 修築に尽力した稲葉三石衛門であっ

を迎えている｡

を運ぶ巨大船が視界に入ってきます｡ 巨大集積'自動車や石炭などの鉱石 品など) のまるで積木細工のような

覧頂けるでしょう｡ぜひ1度お出か 経済に大きく貢献していることをご 古屋と共に世界への玄関として地域

こうした危機を救ったのが'港の

しかし､埋立による沖合いへの港

ンテナ (中身は一般雑貨や工業用部 隻余りの船で運ばれるカラフルなコ 一大パノラマ‑ 眼下には月間七十 鹿の山並みを背に南から北へ広がる

開されています｡ と名付けられた展望展示室が一般公

室内の展示物もさることながら鈴

遠景に浮かぶセントレア'燐港名

〝ポートビル〟が建設されました｡ 南埠頭に高さ百米のオフィスビル

ランドマークとして四日市港霞ケ浦

平成十一年夏､開港百周年記念の

最上階の十四階に｢うみてらす14｣

四日市港利用促進協議会

理事 平岡 嘩啓

てい‑'好機になればと思う｡ 域社会の中での港のありかたを考え 関心を港に向け'先人を見習って地 が復活する｡これが'改めて市民の

どが積み込まれ輸出されます｡ 品'タイヤ'化学品､液晶テレビな の周辺の工場で生産された自動車部

努力中です｡ 支える商業港機能を更に充実すべ‑ 役割と共に'一般市民の日常生活を

経済効果によるところも大きい｡

幸い今夏には霞ケ浦での花火大会

今'四日市港は'エネルギー港の

Po｢E oj Sydney Avenue

後市場へ出荷されます｡ ばれ'周辺の倉庫群で仕分けされた 生活用品がコンテナで四日市港に運 扇風機'洗濯機､寝具その他種々な 並ぶ台所用品､テーブル'家具類' 身魚の冷凍食品をはじめ'量販店に

積荷を降した船には'三重県やそ

けください｡

私達が日頃食しているうどん'白

街なかより四日市の海が見える
Sydney Port Golden
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〜世界につながる湾をめざして〜

稲葉三右衛門の夢
伊勢湾として名古屋港 港の阪神港と並んで' 京浜港'大阪港･神戸 に､東京港･横浜港の 四日市港は'昨年7月 構想を打ち出しました｡ うとスーパー中枢港湾 導的な施策を展開しよ するため'実験的'先 では国際競争力を強化 います｡このため'国 相対的に低下してきて ナ港湾としての地位が 年'日本の国際コンテ り扱っていまして'近 上のコンテナ貨物を取 港湾が年間‑千万個以 どの東アジアの主要な 野では'香港や上海な

たね｡

枢港湾に指定されまし 四日市港はスーパー中

定を受けまして'国際 9年8月に開港場の指

した｡そして'189

発展の基礎が築かれま 工事が完成し'今日の 8 4年に旧港の修築 な方の協力も得て､1 復に取り組み､いろん を投げ打って'港の修 稲葉三石衛門翁が私財

‑ コンテナ貨物の分

ください｡

四日市港がめざす機能についてお話

ることとしています｡

港湾としての国際競争力の強化を図 空港とも連携をしながら'コンテナ 組むと もに､名古屋港や中部国際 の縮減や港湾サービスの向上を取‑

展してきたのですか｡ その後'どのように発 労で修築されましたが' 衛門さんら先人のご苦 四日市港は､稲葉三右

した｡

藤憧さんをお訪ねしま 部次長兼管理課長の伊 四日市港管理組合総務 四日市港ポートビルに
少し緊張しながら'

‑ 地元の回船問屋'

物量はどれぐらいですか｡ 入っているようですがへ 取り扱い貨 現在､四日市港にはたくさんの船が

日市港では'引き続き､港湾コスー と もにこの指定を受けました｡四

対応しています｡ 際海上輸送のコンテナ化にも迅速に ナ貨物の取‑扱いを開始するなど国

‑ 昨年'四日市港に入港した船舶

に大きく寄与しています｡ 機能も担い'以降'日本経済の発展 料やエネルギーの供給拠点としての された石油化学コンビナートへの原 重要港湾に指定され'臨海部に形成 た｡さらに'1952年には'特定 て'産業の振興に貢献をしてきまし 物'寓古焼'緑茶などの輸出港とし 羊毛などの輸入港として'また綿織 貿易港として位置づけられ'綿花や

出基地として発展を続けています｡ 完成自動車'石油化学製品などの輸 石炭などの主要輸入港であり'また
現在'四日市港は原油やLNGt

また'196 年からは'コンテ

ポートビルで昨年暮れ開催された
クリスマスコンサート

る港｣ の3点を掲げています｡ 親しまれる港｣'｢住民を災害から守 の産業を支える港｣'｢県民･市民に ための方策として'大き‑｢背後圏 すべきであるとし'これを実現する

ご支援をお願いします｡ すので'引き続き'皆様のご理解と て､港の一層の振興に努力していま た提言を着実に実現することによっ

ルを尋ねてみて下さい｡ 感じるために是非四日市港ポー ビ ました｡四日市 自慢の港を身近に

お話を伺い､発展の凄さを感得し

四日市港管理組合では'いただい

しました｡

ならない存在としての港湾｣をめざ き姿を｢地域に貢献する'な‑ては ました｡この提言の中で'めざすべ すべき姿について'提言をいただき 方検討委員会｣から四日市港がめざ
‑昨年3月に'｢四日市港のあり

扱い'6年連続して過去最高を記録 ナに換算しまして'14万個を取‑

7万トンで'20フィートのコンテ

は'前年に比べて9万ーン増の24 去3番目'また'外貿コンテナ貨物

2万ーン増の6230万ーンで'過

過去最高となりました｡
見る会が開催されます｡ ポートビルで毎年､初日の出を

取扱い貨物量は'前年に比べて6

(インタビュー 石松 延)

ン増加し'

7万総ト では13 総ーン数 ましたが' 隻減少し

まllつ】

べて隻数 前年に比

トンで'

50万総 隻'60

2320

数は'2

歳まで八百人の会員が漢詩'短歌､ 重県内に百教室あり､幼児から九十

産声をあげ'今村岳仁会長を中心三 のこの会は'昭和三十年に四日市で

れるもの･ など知りました｡

み'また剣詩舞は詩吟にのって舞わ

よって吟じられたという歴史的な重

と思うのは私だけでしょうか｡

清司両氏にお話を伺いました｡

さて ｢詩吟とは｣ 言われると‑

は皆さんご存じの事と思いますが'

三重岳仁会代表の芝田尚輝'船戸

はじめは幕末の勤王の志士たちに

社団法人日本詩吟学院岳風会認可

三重岳仁会を

岳仁会は詩吟の会であると言う事

ン場をお訪ねしました｡ わ‑わくしながらレッス 町さんにお会いできる‑と'

声‑｢良かったらどうぞ｣ 気とハキハキした先生の

杉町恵美子さん

ソーラン節の‑あの杉

会場一杯にひろがる熱

i=B允LW舘

訪ねて

した｡

ど'行われている処もあるとの事で

す‑｣ときっぱり｡ めに頑張‑ましょう‑と指導してま

幼児から大人まで日頃の生活の中

｢レッスンでは'隣は隣'自分のた

に努力することが大切です!｣また 1部として'病気知らずの体づくり

滴る汗を拭う生徒さんを眺めなが

漢詩作りな

り入れられ

クラブで取 校'高校の

園'小中学 今では幼稚 に力を注ぎ' 会員の増強 中'青少年 齢化が進む

聞く｡

居られると

て楽しんで の音楽とし

鱗でした｡

きっかけ作りにもなるなど'目から

日本の一つ

｢節｣を付け'

健康で長生き｡ライフワークの中の

｢人間は生きる基本が大切ですネ'

笑顔が返ってきた｡ 元気のもとは'前向きですね‑｣と

｢若いなあとよ‑言われますが'

徒を指導して居られます｡ うです｡現在'六教室一〇 人の生 立ち上げ二十五周年を迎えられたそ

活躍中です｡ スポーツ教室の講師をされ'今もご 学ほか) へ｡(エアロビクス全盛以前) 卒業後は六年間へ教師の道 (山手中

ロ ｢ビューティートレーニング｣を

た｡

の声に'つい私も背筋を伸ばしてい

大切なんだ‑と大きな教訓を頂きま

ら'人は健康で生きるための努力が

日本体育大学で新体操に専念され

杉町さんの本職はストレッチエア

俳句などに

会員の高

を知り新たに感動しました｡ ると伺い'素晴らしい会であること

して地域文化に大いに貢献されてい

を重ね地域大会などに出場されたり

なっているそうです｡

週一回五〜十人のグループで練習

治'童話の ｢大きなかぶ｣も教材に

現力の高まりや日本の文化を見直す 出して吟ずる'それにより'自己表 みそれぞれの音律でおなか ら声を での思いを'漢詩'短歌'俳句に読

人でした｡

また北原白秋'石川啄木'宮沢賢

‑語る杉町さんは'素晴らしい魅力

｢のびのびと楽しいですよ‑｣熱

ます｡｣なるほど｡

きしましたが‑

した｡

よくお祭りにも参加されるとお聞

(レポート 山口 香魚)
(リポート 石松 延)

弾ける笑顔
楽しいと思い 観ている人も 楽しかったら

っている人が 加します｡踊 にみんなで参 各地のまつり

り'阿波踊り'

どまんなか祭 す｡名古屋の と思っていま

しむものだ!

｢祭りは楽

五年｡振り返れば長い道のりで'懐
マリンバと二人三脚で歩いた四十

●●●●●●●●●●

四十五周年に思いを馳せて

げます｡ (地域文化 N･S)

と共に多数のご来場をお待ち申しあ

●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

団を結成してから五年半が経ち'

新鮮で楽しい演奏会に!

市民のみなさんと一緒に楽しめる

●●●●●●●●

今日'理解を得る楽器となった｡ マリンバの進化発展にもつながり' せたいという私の思いは'そのま

歩‑ことの楽しさを披露したい｡

しか 'マリンバに執着Lt 普及さ

するには'かなりの無理があった｡

ら'音楽グループの一員として参画 おもちゃに等しい楽器という観念か

る｡私は当初からの会員であるが' 今日の文化協会に脈々と受け継がれ 文化向上に寄与する熱意の高まりは 団体連絡協議会を発足｡以来'市の 文化を共有する人々が集ま‑'文化

かしい記憶が走馬灯のように延る｡

(洋楽Ⅲ 田嵩玲子)

野草'真多呂人形､呈茶'いけ花な

されます｡盆栽'菊の花'盆石'山

る季節に'恒例の市民文化祭が開催

スーサイドストーリー｣を演奏しま

みやすい曲'第三部には名作｢ウェ 部に演歌や楽しい演出を交えた親し 曲とスケール大きな映画音楽'第二

から願っています｡ 音楽に出会える機会になることを心

も演奏会というものが新鮮で楽しい

今年は第一部に吹奏楽オリジナル

(洋楽Ⅱ 植田武憲)

…第四回四日市短詩聖文学祭
●■

野山が明る‑輝ように紅く染ま

す｡ぜひ'お楽しみにご来場下さい!

昭和三十年代'四日市 で初めて

記念コンサートは'夢に向かって

さわやかな秋合同展

っています｡ 向をこらして盛大に開催したいと思

しょうか‑お楽しみにていただく

さて'どのような文化祭になるで
日月3日胤1 0時〜1 6時

:入場無料

あさけプラザにて繰り広げます｡ 四日二一十五日の二日間にわたって' 体では恒例の秋の文化祭を九月二十

今回は第四十回記念という事で趣

地域文化部門あさけプラザ文化団

■● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

お客様にはもちろん'私達にとって

きました｡演奏会に来ていただける

を追う毎に新しい内容をお届けして 楽しい演奏会を創り上げるべく'回 えることができました｡これまでは 毎年夏に行う演奏会も第五回をむか

部門文化祭です‑

やっぱり四日市ガ好き‑･Jt

●

●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●

●

召し上がり頂けるお席に致します｡ いけ花をごらん頂きながら薄茶をお

お待ち致しております｡

記念講演会&シンポジウム 歌人･水谷一楓生誕一〇 + 市民文化祭の合同開催 第十l回みえ県民文化祭と

資料代五〇〇円 日月5日3 1 3時30分〜1 6時

また'文化会館二階展示室では'

皆様のご来館を会員一同'心よ‑

ります｡ ような'心に残る展示会にしてまい

なしを致します｡ 表千家流の皆様が心をこめておもて て茶道まつりを行います｡遠州流'

一度挑戟してみたいと思って頂ける

展示されます｡皆様に楽しんで頂き' 代までバラエティーにとんだ作品が ど文化会館展示室にて'古典から現

茶道の方々は､潤翠庵の呈茶席に

(生活文化Ⅰ･Ⅱ 北川春堂)

第55匝‖四Ej市市民文化祭行事

市貝対ヒつエステ1 HJL‑
『日時

2005年9月17日(土)
午前1 0時〜午後6時

第3ホール

9月18日(日)
午前1 0時〜午後5時

…･:･･.,‥.璽示‑ル

年

●

ながります｡ ることが次への意欲'ステップにつ して作品から新しい発見'感動を得

日月6日㈱1 0時30分〜1 8時

■会場四日市市文化会館全館

市民囲碁将棋大会

是非'会場にお越しください｡ 今回も楽しい企画を計画中です!

●●●●●●●●

募の二本立てで開催します｡ 絵手紙'彫刻などを文化協会員･公 書道'絵画'俳画'尾張絵'押し花'
美術‑･Ⅱ合同美術展です｡写真'

違ったジャンルの方との会話'そ

〜入場無料〜
(美術= 花井高峰)

市民のみなさんが参加して楽しめる市民文化フェス､今年も一段

と内容を充実させて催します｡また今回は､県内の市町村文化協会

入場無料(参加費要)

に集う文化団体(個人)を招待して『第11回みえ県民文化祭総合フ
ェスティバル(オープニング)』と同時開催します｡

合わせていらしてください｡ すよう努力しますので'是非お誘い

よう'そして心に響‑演奏ができま の持ち味を皆様の前に発揮できます 年に一度の合唱祭を行います｡各団 17団体が第2ホールで一堂に会して

しみの一つにもなっています｡ あり'その数は年々増して市民の楽
そんな中'1 月6日 (日) はこの

市民文化フェスは､公募により舞台10､展示40の文化団体が､紘

中には独自で演奏会を開催する団も きで歌おうと練習を重ねています｡ 受けながら'楽し‑しかも美しい響 で'指揮者'ピアニストのご指導を

唱団‑とな‑ます｡ 声合唱団9'女声合唱団7'男声合 は1 7団体あ‑'そのうち分けは'混

日頃は各団のそれぞれの練習会場

洋楽一部門に所属している合唱団

年に一度の合唱祭です!
日月6日㈲1 3時〜1 6時

合唱祭

巳 E3 ‑ 第二ホール

合フェスでは､地域に根ざした演奏､演技､民芸など活躍中の団体
●●●●●●●●●●●●●

による多彩な催しが繰広げられます｡
参加者と出演(展)のみなさんが交流を深めることができます｡

(洋楽Ⅰ 辻 陸子)

とくに屋外では昔懐かしい食文化コーナーを設け､出会いの場を
演出します｡
ご期待ください｡

(事業部)
入場無料

二三本ぜんまいを摘みし指先がみる うちに黒く染まりぬ

山間を走る車の両脇に若葉の萌えてそよぎ立つ山

張る枝を太さ支柱に護られて椋の木千五百年生き続け来ぬ

久々に娘の家に滞在し早‑も一週間が過ぎてしまひぬ

とよのみさき短歌会

ブレーキもかけずカーブに入りたる若者のあせりは

車椅子の父をともなひ幾度来しか今日また夫と藤を仰ぎぬ

ふる里をり 訪ねし歌残り五十首墨に書きて綴じたり

土や草の匂ひ知らざる家猫の人間そっくりに老いてゆくなり

庭の草取りてひとりの箸を持つにおゆびに沌みし十薬匂ふ

春愁に相応はぬ齢至りぬと桜若葉の下を帰りぬ

備中の一振りもせず己が田に苗植ゑらる 時代となりぬ

赤きバラアーチに添ひて咲き初めぬ誕生日待ちて

風筋の次々移る青田原物を思ひて田道をゆくに

家のリフォームに塗装屋さんが組む足場に囲まれて

植ゑてすぐ入院せしに蜜柑苗はや花をつけ間に旬へり

体力の如何になきかを知らさる 病むひと月に立たぬ足腰

還暦の顔は妻にまかせむかつひにバリカンを買ひて来りぬ

病のつなぐえにし 集ふ友三人話は尽きず桜舞ふした

朝市に出すいんげ を日暮れまで摘みて帰るに匂ふアイリス

用水の 門あけられて流れ入る田の水戸口に水が音たつ

目も身 少しづつ老いてゆく思ひ雑事に追はれ ほ て生き

もん

パッションひろぽt

蕗のとう短歌会

来るたびに花を下さる客の髪校けり一日の仕事始めに

小山 たか

せはしき日の過きてゆく 小川たみ子

ひとつまたふたつ 松野 好子
何ゆゑなりや 1木 鈴子

大井 力選
森 信久

生川千代子

菅沼富紀子

伊藤 き‑

小寺 朋子

筒井みつ江

テレビに見る料理番組にも心寄らず給食に馴れし日々のたちゆく

川岸の段畑は茶の芽立ちどき｢流れ橋｣に風の一日すさぶ

病室の窓を覆へるこの年 若葉のつよさ二人ながむる

宮揮はるの

高橋きよ子

畝の土よりせ 上り‑る玉ねぎの自しふくよかな丸みた へて

調子間ふ吾に答へて年のせゐとかの時君の顔くもらせき

川添二三一

出口 うめ

下村 幸子

若からぬ車掌が腰を直角に折りて辞儀してドアを出でゆく

背筋のばす八十の君より｢生きゆくに甘えは毒｣と突き放されぬ

洋寸の地下足袋履くに大きかり畑打つに幾度もこはぜ外る

平井美保子

伊藤すみを

年々の結城神社のしだれ梅訪ふに今年は風邪にてゆけず

北勢短歌会

服部小ふさ

久世 久美

五年前の八十 に子のくれし鉢のジャスミン今が満開

子が誘ひくれたる沖縄の美ら海直線の砂浜の波

青々と菜花を夕銅に茄であげて人の幸ひといふを思ひぬ

服部ケイ子

丸々 風子

長崎 清子

天井の煤に守られ八百年か往生極楽院の菩薩三千

新しき入居者募集の朱の旗取替へられてまた立つ団地

家に残る女も職にかり出され友は運転手吾は代用教員に

紀三井寺の石段に母を負ひゆきて文左衛門は

今年また子等より新茶届きたり母の日夫と無事をよろこぶ

九十を過ぎし両親の入院に崩る 家族の杵見て来ぬ

短歌むつみ会

自らが鍬に拓きし茶畑を友の枢 よぎりゆきたり

をふな

ちゆ うみ 村上美津江

草履の鼻緒切らしき 水谷 洋子

‑広告募集‑
会員および一般市民のご協賛の
広告をお待ちしております○

各センター､文化施設､協会員､
文化に関心を寄せる市民のみなさ
んへお届けしています

黒川 陽子

坂寄 吉男

堀木 愛

樋口 祥己

渥美 同子

鈴木 正子

高井 幸子

伊藤 節子

内山佑甲枝

築川みえ子

荒木美代子

国分 恒子

人見百合子

高橋 輝子

人見 賢子

伊藤 光子

伊藤 善子

して楽しみのお弁当｡会話がはずみ どお昼どき' っそ‑あちこちに座 ば青空と桜が映える｡そしてちょう

人が吹き始めればすぐに合奏となる｡

免を灸でス人を倫レむ

さらに歩を進め頂上に至る｡仰げ

文化協会加盟団体活動報告

｢桑神流桑神会｣
桑神美龍さん

都山流尺八道山会
っときの休憩'一

っていく｡途中い

をぬって小道を登 いながら木々の間 び'近況を話し合 しの再開をよろこ の流人たち｡しば 都山流尺八道山会 五々集まってきた 祭記念碑前に三々
感じたことは一 に苦労'苦痛を 言うが'今まで 自分で考えると

県民の森'植樹

辻 旅山

でありました｡

も至福の一日であった｡

尚'時節柄アルコールは一切なし

ただく｡

尺八を愉しむ流人にとって､今年

一期一会を想いあらためて聴いてい いた尺八を聞いていてくれたらしい｡
団､互いに紹介しあう｡上で吹いて る｡下まで‑ると女性コーラスの一 たちもそれに合わせて口ずさんでい 合唱が聞こえてきた｡いつしか流人 ての帰‑道なかば'懐かしい童謡の 遠慮がちに鳴‑うぐいすに耳を傾け

てしまう｡

って合奏の準備｡ たそのとき'木村道山師の声がか

みの曲を演奏し時間のたつのを忘れ の間を飛んでい‑｡つぎつぎと馴染 ら始まる｡竹音が快い風に乗って林

鮮やかに咲きほこる紫つ じを見'

笑い声が絶えない｡

食事も済み皆の気持ちが満ちてき

曲はなんといっても｢さ‑ら｣か

から'素晴らしい舞台になるのも間

一年かけて練習してい‑というのだ

すべての振りを 個人指導をLt

一人ひとりに

て回るという｡ をご自分で教え

目線の動かし方一つにこだわり'

所の稽古場を持 桑名などに数ヶ

十二年が経つ｡ 発足させてから

となって'会を

流桑神会の家元 踊を始め'桑神 の薦めで日本舞 は6歳の時に母

今では四日市'

日市文化会館で行われます｡ 富んだ発表会は'今年9月2 3日'四 の演目まであるというバラエティに

曲を表現する難しさを感じながら'

ちう そのすべて

るようにしているそうです｡ て‑るが'出演者の負担は低‑抑え 太秦から衣装'化粧'カツラを借り

詩吟'剣舞'詩舞の他'カラオケ

を一人でやってしまったという｡ はもちろん編曲'構成'演出すべて

毎年行われる発表会には'京都の

桑神美龍さん

という演目を'脚本から考え'振付

と言う言葉には敬服するばかり｡ 性を出してあげるようにしている｣ すれば苦労は感じない｡その人の個 度もないとのこと｡｢愛情を持って揺

かされました｡ けで浮かんで‑ると聞き'さらに驚

十回記念の舞台では'｢女忠臣蔵｣

振付は'曲を聞いて歩いているだ

違いないと実感しました｡

altjさんのホームページに
ホームページ担当

伊藤

洋史

四日市市文化協会のホームページに｢年間の催し｣というページがあります.
これは四日市市文化協会の会員が行うイベントを紹介するためのページですが､
会員以外の主催でも､四日市市近辺で催されるコンサートや催しは､できるか
ぎり紹介するようにしています｡今ですと来年の2月までの催しを掲載してい
ます｡

今後とも市民のみなさんの催し情報を充実させてゆく方針です｡個人の写
真展､仲間でのコーラス発表会､地域の夏祭りなど何でも掲載します｡ぜひお
気軽にお申し込みください｡ (TEL･FAX 0593‑51 ‑3729へ)

四日市市文化協会のホームページは｢Yahoo!｣ ｢Google｣で検索できます｡

(レポーター 石井 亨)

おけいこにも熟が入る

ので持って帰ろうとします｡ ると

を発見しました｡非常に珍しい物な 松の枝に美しい衣が懸かっているの
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文化協会と市民文化課､文化振興財団との連携を深め
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☆ご提言'原稿をお待ちしておりま
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●発行所

〇五九三 (五1)三七二九 TEL･FAX 四日市 昌栄町二一‑一〇 〒五一〇‑〇〇五七

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

四日市市文化協会

〒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

文化協会広報部会 木村道山 平成1 7年7月15日
山口香魚 山本淳子･小原芳美 伊藤洋史･内田逸子 石松 延･石井 亨

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l呈宗雷,l芸讐琵琶
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☆特集で四日市港を訪ね､世界を相

☆広報部レポーター達からは'原稿
みなさんも是非体験を･ ｡

と一緒に感動も届きます｡

みせて頂き'感銘しました｡ 手にがんばっている人たちを垣間

☆輝‑太陽'塩‑星座'心おどる季
節につい張り切‑た‑な‑ますね｡

《編集後記》

