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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｡
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特集～ジャズ!その魅力を語る～
ジャズとの出会い

ライブハウス立ち上げ

レコードからライブへ

私の心のドアをノックしたジャズ

私にとってのジャズ

私の小さな文化活動　　　(賛助会員)
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川口市の第九コンサート
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(平成19年11月～平成20年3月)
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表紙　街なかに秋風を感じて　　　　　　　　- ･ (N･ Ⅰ)

写真　加藤　武

凹Ll市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､
文化協会事務局-ご連絡ください｡

〒510-0057　円LrrF市昌栄町21-10｢rlh■民文化課分室｣内

TEL･FAX 059-351-3729

開局時間･-火曜日から金曜口までの午後1時～5時(除く祝祭｢1)

二十五周年を迎え

新たなスタート

(財)四日市市文化振興財団

常務理事　伊藤　省三

四日市市文化会館は昭和五十七年
の開館以来'文化協会の皆様をはじめ多-の市民の文化活動及び集いの拠点として今日に至っています｡そして'当財団は'文化会館の開館に合わせて誕生し､自主事業や管理運営を通じて'芸術文化を鑑賞する機会の充実､文化団体の育成'文化情報の発信などの文化･芸術活動の振興に努めてまいりました｡今年'二十五周年を迎えることとな-'皆様のご理解とご支援の賜物と心から感謝を致しております｡

当財団は'｢四日市市文化振興ビジ

ョン｣　に位置づけられている使命と要請を踏まえ'平成十八年度からは指定管理者として文化会館および茶室『潤翠庵』の管理運営を担い'効率性の追求と市民サービスの向上に努めています｡また'協働の輪の拡大や'まちづ-りと連動した事業などを幅広-展開し'さらに市民の期待に応えたいと考えています｡

特に市文化協会の皆様は市民文化
祭等の開催を通じて文化振興に大きな役割を果たされております｡本年

末の市民参加による第九演奏会は四日市の文化発信であり'記念の年の締め---に最適なイベンーとして期待しております｡

設立二十五周年を迎え'今後とも市
文化協会の皆様のご支援を頂きながら'｢市民とともにつ-る市民のための文化会館｣｢日本の伝統文化を楽しめる茶室･潤翠庵｣を目指して'職員

一同'今新たなスタートの時と自覚
し'緊張と自信と謙虚さをもって'皆さんの文化をつなぐパートナーとして進んでいきたいと思います｡
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性がもろに出ます｡また人間性が出ない演奏はジャズではないと思います｡

ライブは'スタンダードは勿論'

演歌‥フテン･ボサノバ･ポップスなどあらゆるジャンルを自分達のジャズスタイル(ボーカル'ピアノ-リオ)で歌い'演奏しています｡

例えば'あの美空ひば-の｢りんご

追分｣も'ジャズバラードでしっとり歌った-'スタンダードジャズをアップテンポやワルツ'4ビートなど色々なリズムで表現したり､その時々で工夫しています｡

毎月第2土曜日に'『FULL H

OUsE』と『VEEIAY』で交替にしています｡みなさんにも是非た-さん聴いていただき'どのように表現しているか'その人間性などを見ていただ-のもおもしろいと思い

ます｡

11月11日には『街なかlANNCONCERT

in四日市』にも出演します｡この日は
街がジャズに染まります｡

プロフィール

クラシックが専門｡数多くのソロの舞台に出演

ポピュラー､ジャズ､ラテンなどあらゆるジャンルをこなす｡

子どもから音大生､音大卒業生まで､未来の音楽家と､ 80歳以上の音楽

愛好家を指導｡

ジャズ･ゴスペルグループ｢アドバルーン｣の主催､指導｡

CBCラジオ｢あなたが選JSこユーボイス｣のアシスタントで､キングレコー

ドより｢涙のチェリーボーイ｣ ｢噂のチェリーボーイ｣を発売

｢東海芸術アカデミー｣声楽講師｡

特集～ジャズ!その魅力を語る～

～ジャズ!その魅力を語る～

オールドファンにとっての｢ジャズ｣は､現代のジャズとは多少ニ

ュアンスが違ってとらえられるようだ｡ことに､戦後の日本では､

デキシーランドやスイングはもちろんだが､ウエスタンやハワイア

ンもジャズのカテゴリーに入っていた時代がある｡そして､みんな

仲よく｢ジャズ｣を楽しんでいた｡

｢ジャズはやるもの｣という言葉も出るほど､演奏グループも多く､

プロもアマチュアも華やかなステージにあこがれて､練習に励んだ｡

その後､フォークやグループサウンズが登場し､若者がロックを

楽しむようになって､新たな時代を迎えることになる｡

そして今､この四日市ではまたジャズファンが増えているといわ

れる｡ライブハウスの出現が､若いミュージシャンを育て､生演奏

を気軽に楽しもうとするフアンを増やしているのだ｡今年十一月に

は､地元の商店街の応援もあって､一番街をメインにした『街なかジ

ャズコンサート』が実現することになった｡今後の発展を大いに期

待したい｡

そんなジャズへの熱い思いや魅力を､地元フアンに語っていただ

いた｡

ジャズとの出会いは'四日市の老
舗である『FULL HOUSE』のマスターからです｡ライブの活動場所を提供していただき'グループ名も命名してもらいました｡それから三十年'今ではジャズなしでは生活出来ないくらいです｡

ジャズの魅力は'テーマ(メロディ

ー)を如何に自分な-に表現するか'それを追求する事です｡表現そのものがアドリブであり'何度やっても満足のい-ものにならないこともまた魅力です｡そこでは'自分の人間
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ライブハウス｢Sa-aa2｣

オーナー熊倉正夫

私は四年前の平成1 5年3月'30数
年のサラリーマン生活に終止符を打ち'四日市の桜にジャズ喫茶兼ライブハウス｢Sa-aam｣(サラーム)を立ち上げました｡

私は人生を①生まれてから社会へ
出るまでの成長期②社会人'家庭人として責任を果たす充実期③人生の終末を如何に迎えるのかを考える完成期の三つに分けて考えています｡今はこの完成期にさしかかり'如何に過ごすかを考えた時｢これからやらないと悔いが残る｣と思い'定年まで5年を残して退職しました｡

店は'ジャズには定番のマッキン

トッシュとlBL(エベレストDD55000)の組み合わせとtLPをちょっと珍しいレーザーターンテ-

ブルで再生して　います｡また'月に二～三回名古屋'東京'大阪などのプロのミュージシャンのライブを組んでいます｡朝11時から23時までジ

店のお客さんはやはり青春時代に

ビートルズ'フォークソング'ロック'そしてジャズに触れたレコード世代の方が多いですが'ライブを通じて若い方にジャズに触れて欲しいです｡ジャズミュージシャンはメディア的には名前が知られていな-ても'実力者ぞろいです｡彼らの迫力ある生の音を'ぜひ多-の方に聴いて欲しいと思っています｡

ジャズ喫茶に通っていた60年代後
半の学生時代に｢ジャズは不良の音

ヤズ三昧の毎日です｡

ライブハウスの特徴は'お客さん

の目線で出演者と一緒に楽しめることです｡修了後の出演者との交流(楽器や演奏方法についての質問'個人的なお話など)'一緒に飲んだ-食べたりしながら'再会を誓い合っている姿は微笑ましい限りです｡

楽だ｣と言われた事があ-ます｡団塊の皆さん!たまには不良になってジャズを楽しんでみませんか-(笑)｡

四日市市智積町3191-3
TEL･ FAX 059-326-7568

特集～ジャズ!その魅力を語る～

ジャズを聴き始め

てから､四十年になってしまった｡高校生の時は皆と同じ-GSt　ピーールズなどに夢中になっていた｡当然ジャズなど

牙059-352-4977

はほとんど聴いたことがなかった｡音楽的興味が変わって来たのは'東京で大学生活を始めてからだと思う｡その年からラジオの深夜放送が始まって'黒人系音楽(リズムアンドブルース)　やイージーリスニングジャズがよくかかるようになった｡

七十年前
後に学生生活を送った者は'必ず一度はジャズ喫茶に入ったことがあると思うが'ジャズ喫茶はコーヒー

一杯で'何時
間でも居させて-れるありがたい空間でもあった｡ジャズが好きで店に入ると言うよりは'そこで時間をつぶしてい

FULL HOUSE
仙盾由迦牌叫白板　ス.ワンダフル3

伊藤　純代(p)西村　浩(b)林　宏樹(ds)

秋は何と言ってもピフットリオで枯れ葉ですネ
20:00-　　¥1500

乱由盾園牌叫鳳軽　フルハウス35周年スペシャルライヴ

秦　裕子&後藤　勇人3

る間に'ジャズを好きになった人も多いのではなかろうか｡

そんなとき'一枚のレコードとの

出会いがあった｡マルウオルドロンと言う黒人ピアニスーのレコードである｡それまでは'ジャズはどちらかと言えばやかましい音楽という先入感はあったが'伝説の黒人シンガー､ビリー･ホリデー最後の伴奏ピアニストであるマルの｢レフトアローン｣と言う曲は'心に響いた･　｡

後年自分の店でマルウオルドロン

のソロピアノライヴを催した時には'あのレコードのマルが自分の前にいて'ピアノを弾いていると言う信じられない気持ちになった｡あのレコードが'あのジャズ喫茶がなかったら'違う人生を歩んでいたかも知れない｡今は逆の立場で'そんな感動を与えられるようなライヴをこれからも実現させていきたいと思う｡
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私の心のドアをノックした!と言

っても'すぐにドアを開けることはできません｡誰もが経験があると思いますが'普段tBGMなどでジャズを耳にする事も多-'おしゃれだし興味を持ちつつも､通の人しか聴いてはいけないのではないか-と思ってしまったり'実際cDを買って聴いても難し-'いつの間にか聴かな-なってしまう｡そんな私が'ジャズとの最初の出会いは'映画｢キャバレー｣の主題曲になっていた｢レフトアローン｣でした｡すぐにサウンドトラックを買ったものの聴かな-な

りました｡2番目はある人に｢ジャズを歌ってみな　いか｣と言われ'ジャズと向き合おうと思い何曲か聴きましたが'その時は不快感さえ覚えました｡でも'そんな私が3番目の出会いでジャズは無くてほならないものになってしまうのです｡それはジャズの生演奏でした｡何気なく行ったお店でプロのボーカリストが軽-歌ったジャズの素晴らしかったこと!私はすっかりジャズに魅せられてしまったのです｡

ジャズは聴くと同時にからだで感

じるものだと思います｡スイングというジャズ独特のリズムは'胎児が聴-母の鼓動にも似ているという事から'癒されるとも言われています｡

四日市にはジャズの生演奏が聴け
る場所があります｡日頃の忙しさから開放されゆったり流れる時間を是非体感していただきたいと思います｡

特集～ジャズ!その魅力を語る～

ジャズとの出会いは'確か高校3
年生の時だった｡学校のクラブの先輩'エジソン(平井英治尊)さんから誘われて'見よう見真似でディキシーランドジャズのウッドベースを始めたのがきっかけだ｡当時はグループサウンズかフォーク'気の聞いたところでビートルズというのが一般だが'なぜか私はディキシーだった｡

楽譜通り演奏しな-ても自由な　(無茶苦茶な演奏)ところがなぜか自分に合った｡その後'オリジナルを演奏する｢ぴんふでんでん｣というバンド活動をやり'25歳の誕生日でピタツと止めた｡その後は少しはジャズにも触れる機会もあったが'再度ジャズに目覚めたのは42歳の時だ'家人が神戸の小曽根さんご一家と知-令いになり'そのきっかけでスタンダードの名曲コレクションと年に数度の演奏も始めた｡

今では会社のホールでの月2回の

｢ハッピー∴ンヤズ･アワー｣も1-0回
以上を重ね'今ではジャズ愛好家にジャズ研究家と称し､ライフワークを楽しんでいる毎日だ｡これからも

｢｢ife isJaNN｣で行きますのでよろ
しくお願いいたします｡

●しあわせホール
地域の皆様とのコミュニケ

ーションをより一層深めるた

めに､社屋の中に多E]的に使

えるホールを設けました｡さ

まざまな"催し物"を企画しお

待ち申し上げておりますの
で､ご期待頂くとともにお気

軽にご利用ください｡

床面積:93.6m2

収容人数:約90名

(椅子に座った場合)
℡ 059-323-1233



私の小さな文化活動

賛助会員

ノ常　小林　博次

今からおよそ二十年前のある日､

ある人が｢中林さん'中央緑地公園の'石膏で作られた像が壊れてみすぼらしいので'何とかなりませんか｣と言ってこられました｡

早速'中央緑地公園に行ってみる

と'何とも無残な石膏像がありました｡｢これはまずいな｡これでは『文化不毛の地』と言われても仕方がないな｣と思いました｡しかし'中央緑地公園の像は壊れていても別の場所にきっと素晴らしい像があるかもしれないと思い'あっちこっち出かけてみましたが残念ながら見当たりませんでした｡

しかし､何とかしなければと思い

所属している四日市西ライオンズクラブの有志に協力を呼びかけたところ'快-応じていただきました｡

国道一号線と中央通りの交差点に
子どものブロンズ像を設置したのを皮切-に'同じ中央通りで近鉄四日市駅の西側に､また'同駅北口の東側にと順次ブロンズ像が設置される運びとなりました｡

この運動は'後に四日市商工会議
所によってさらに多-のブロンズ像の設置へと'継続'発展していきました｡

このことから'私は『文化不毛』と

は'文化がないと嘆き'何もしないで手をこまねいている人の『心』が鏡に映った姿なんだと思うようになりました｡それ以来'私はどんなに小さなことでも私なりの文化活動を心がけています｡

｢私の宝物｣

ピアニスト吉野りん子さん

プロフィール

四日市市出身｡
国立音楽大学･同大学院ピフソコース修了｡
スウェーデンのマルメ音楽院に留学｡その後､カナダ
の複数の音大で伴奏ピアニストを努めるほか､ベルギ
ーのワ口ニー王立歌劇場でオペラ伴奏ピアニストの

研修を受けるなど､国際的な活動を行う｡
現在､三重県立四日市四郷高等学校常勤講師｡

大学院修了後にスウェー

デン留学が決まった私は､目的地に着-前'せっかくなのでヨーロッパ各地をひと月かけて回ることにしました｡

まず訪れたのは'ドイツワ

インの産地'リユーデスハイム｡早速'楽器博物館に入りました｡折しもアメリカからのツアー客が三十人ほどいて'私もそこに仲間入りです｡

ブラームス　(1833-

1897)時代の複製ピアノが'彼のハンガリー舞曲一番を自動演奏しています｡

解説のおにいさんが｢どな

たか弾きますか｣と言ったので'すかさず私は手を挙げて'同曲五番を披露｡それを聞いたツアーのおじいちゃ

ま･おばあちゃまたちは'やんやの喝采｡中には躍り出す人も｡｢素敵｡とても楽しかったわ｣と何人もが手を握って喜んで-れました｡

それまでの私の演奏は'いつも試

験やオーディションのためでした｡失敗は許されない'厳しい批評にも耐えねばならない'キリキリと胃の痛-なるような緊張の連続｡｢でも今'見ず知らずの外国人が'私の演奏を聞いて体中で喜びを表現して-れている｣｡そのときほど'音楽をやっていて良かったと思ったことはあ-ません｡言葉が通じな-ても音楽は国境を越え心は通い合うと'初めて肌で感じた瞬間です｡

そういう瞬間を'二年間の留学で

どれほど経験したでしょう｡これこそが'いつまでも消えることのない私の宝物です｡
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ろか

三谷崖華　肺慧協蒜HBB
ちょうじんろか

歌誌『鳥人　三谷蓮華追悼号』が昭和7年(1932)10月､産華の後継者である

伊勢新聞社記者中島達源によって発行された｡歌人桐田蕗村は同誌に｢思い出

の藍華｣を寄せて､在りし日の直筆を偲んだ｡
-相馬御風､三木露風､横瀬夜雨､有本芳水､北原白秋､一色白狼､筒井董坂､

伊良子清白などの絢欄に伍して我が産華も純情の自然主義に燃えた太

陽であった｡

大正2年(1913)4月

池(現蔵町)に居住し､

歌壇の興隆に大きく

明治19年(1886)津

(本名為三)は長じて､

進んだ｡在学中には

森川葵村･有本芳水･

北原白秋･服部嘉香･

し､また､西村酔夢･

松原至文･伊良子清自

から四日市市浜町丸

歌道に精励して三重

寄与した塵華｡

市生まれの三谷産華

後に国学院大学にと

折口信夫･董月-露･

人見東明･川路柳虹･

吉田常夏らと交友

島田青峰･董月-露･

らと三重県人の詩盟

結成を画策するが不成功｡その後､芳水･葵村･常夏･若山牧水･直井敬三･中島

四絃らと｢四畳半社｣を組織して詩歌分野で活躍した｡

明治40年(1907)2月の『文庫』の巻頭に長詩｢醒めし日｣が掲載され､一躍著

名となった｡これ以降､交友範囲は与謝野鉄幹晶子夫妻･吉井勇･前田夕暮らへ

と拡大された｡しかし翌年6月には病を得て帰郷するものの､連載小説｢未練｣

を伊勢新聞に発表し､また産華自らの脚色で演劇｢執念の蛇｣を上演して大好

評をえ､後に｢飛将軍｣と祢された｡

明治43年4月から四日市商業学校の教壇に立ち､県下の各種同人誌に参画

しながら歌人の動向を把握｡遂に昭和3年10月､歌誌『鳥人』を創刊して県下

歌壇を制覇する勢いとなった｡ところが病魔が忍び寄り､昭和7年6月津田病

院で忽然と逝く｡三谷産華の辞世は､
せきうらみ

丹心を国に尽さずたんどくに世を去ることの憾なるのみ
いヤ

鳥人の同人のひとに礼申す久しく永く親しまれつゝ魂合へしこと

-団体で初の受賞

四日市交響楽団(冨員墓
～今年で設立30周年～

昭和五十二年十月に設立され'今年

で三十周年を迎える市民アマチュアオーケストラで'現在､団員は七十二名｡

平成六年の『国民文化祭みえ･オー

ケストラの祭典｣でホストオケを務めた後も'市制百周年記念事業として
｢交響詩四日市｣&｢第九｣演奏会で成

功を収めたほか'その後も'一九九八･二〇〇一二一〇〇四年に開催の市民オペラをはじめ'二〇〇〇年には地元の混声合唱団の四日市シンフォニックコーラス等との｢ベートーヴェン荘厳ミサ曲｣'二〇〇三年には地元唯一のバレエ団である石井アカデミー･ (個人)加藤　節子さん(書　道)

宮崎　良治さん(文化財)久良木ルリコさん

(クラシック音楽)

平成十九年度四日市市文化功労者

ド･バレエとの｢-るみ割り人形全二幕｣'二〇〇六年には四日市市民合唱団｢フロイデ｣と｢第九｣を共演するなど'年一回の定期演奏会にのみならず'幅広い音楽活動を展開してきた｡そのほか'毎年'入場料無料の室内楽演奏会を恒例としているほか'四日市社会保険病院でのクリスマスコンサートや市立浜田小学校創立二二〇周年記念コンサートなど'市内小中学校での音楽教室などといった地域に密着した活動も積極的に行ってきた｡
また'一昨年の四日市･天津市友好

都市提携二十五周年記念式典において'｢交響詩四日市｣を再演し好評を博した｡

現在'今年十一月二十四二一十五日

に開催の第七回市民オペラの成功に向けて毎週日曜日に練習を重ねるとともに､今年十月九日に創立三十周年を迎えるにあたり'記念誌の発刊と'来年四月二十九日開催の第三十回記念定期演奏会の準備を進めている｡
これまで'平成九年度三重県平成文

化賞を受賞｡



一市民文化フェスティバル-

第5 7回市民フェスティバル

クアラカルト″

今年のフェスティバルは'公募の

市民のみなさんと市文化協会(主催の一つ)加盟団体の総参加で'大いに盛り上がりました

80団体七〇〇〇人の観客と出演

(展)者は'日頃の文化活動を通じて'
交流ができ'有意義な3日間でした｡中でも市民文化祭60回に向けた第一回四日市音楽祭'エントランスコンサート'手づ--体験コーナーほか'実に多彩な催しで文化の花を咲かせることができました｡

(西村　邦彦)

L皇室車重頭

｢シャドーボックス

三人展｣宇都宮民枝内田　幹子八重田千賀子

シャドーボックスは3Dとも言わ

れ何層にも重ね合わせるクラフーです｡

十三年余り作品作りをして参りま

した｡小学生から熟年層までさまざまな人に見ていただき感動していただきました｡また障害を持つ車椅子の方に｢如何でしたか-｣と声をかけたところ'満面の笑みをかえして下さいました｡私どもも喜んで頂いたと嬉し-思いました｡

このような機会を企画して頂いた

ことを感謝し'また1層よ-良い作品を作り､みなさまに魅了して頂-様努力してまいります｡

ありがとうございました｡

それは不思議なカ

シティスポーツ&北勢堂

西久保由美子

クpe e p thr 0 u gh a

-　Fa m･IIy〟　～それは　不思議な力～をー--12として臨んだ今回の舞台でした｡観て下さったみなさんはどうだったでしょうか-

私たちは'現場の子供たち､大人

たちに伝えるという作業を繰-返します｡そうすることで'踊る時に'心と身体が一致してすごいパワーが出るのではないかと思うからです｡

そして舞台上から客席へ気持ちが
伝達できたらと思っています｡今回の舞台で家族のことをいろんな角度から感じて頂けたら'出演者一同'嬉しく思います｡そして今年もまた'四日市市民文化祭に参加させて頂けたこと､心より感謝いたします｡ありが

鯉　とうございました｡

●写真は催しの-コマ



-市民文化フェスティバル-

四日市市長賞波多野裕幸さん

(最高賞をいただき感激です)

秋の｢ FUWA~｣

サーモンロール

四日市市市長讐

｢地野菜を使って｣

cTY賞　井上　昌枝

市民料理コンテストに参加しょ

う､と思ったきっかけは'学校の先生に誘われた事でした｡最初は迷いもありましたが｢自分がどこまで出来るか試してみよう｣と思い参加を決めました｡

テーマは　｢地野菜を使って｣｡色鮮

やか夏野菜のーマーを便いました｡気を配った事は盛りつけです｡料理は食材の配置やバランス'色合いによって雰囲気が変わるので'その点を工夫して作りました｡

今回コンテストに参加し'色々な

作品を見ることができ勉強になったのでよかったです｡これからもこの経験を生かして'さらに自分に自信を持って頑張っていきたいです｡

*岬甘寺pつりを終･t｢圃
今年で44回目となる大四日市まつ　各団体へのお願いからはじまった｡

り'テーマに｢鉦と太鼓｣を掲げるも'富田地区の看取りまつりは過去大四なかなか構想がまとまらない｡四日市の文化'伝統芸術を重んじ'東'西口野町の大念仏'この二町は大四日市まつ-においては'隔年にての出場で'過去一度もそろって参加したことがなかったと聞いていた｡まず二町の揃い踏みを決定｡富Ej地区には看取りまつり'そして

r大食*'名取り､*･ ･謬太鼓による

コラボレーションに夢をかけて｣
四日市諏訪太鼓振興会川北　悦男

諏訪太鼓'この三つの鉦と太鼓の融合をなんとかできないか-と思い'

日市まつりの参加はな-初めてと聞-'構想が夢となり､何が何でもこれ

｢感動のコンサート｣

中西まさ子

第57回市民フェスティバルは'幸い

天候にも恵まれて七千人の来館があ-'80団体参加のそれぞれのジャンルの中を楽しんで見ていただいたようです｡特にエントランス･ステージでは'ホールでは味わえない素晴らしいコンサート会場となり'身近で楽しい感動を見せて頂きました｡
-ホールの､｢ジュニアパフォーマ

ンス｣は'家族や友達などで大変賑わい'抽選会場ではこどもたちがクジを引くたび歓声を上げていました｡

また'外国の人が見えて少しお話を

したのですが'体験コーナーで伊勢型紙の某を作って来たと嬉しそうに見せて-れました｡ほかの体験コーナーも勧めてみたのですが'お金が掛かるからと言われてしまい'日本人の考えとの違いを痛感しました｡

今後の課題となりそうです｡

を成功したい!と思った｡嬉しいことに'各団体の皆さまの快諾を得ることができ'夢が現実となりまつ-の構想がまとまった｡大念仏､看取り'諏訪太鼓によるコラボレーションとはいうものの'形'音'質'考え'歴史と全てにおいて違うものを如何にまとめるか-思い悩んだ｡結果'各団体のまつ-への想いを大切にし自由演奏でいこうと決めた｡祭り当日不安と期待を懐きぶっつけ本番に臨んだ｡私はマイク片手に叫び続けたが､鉦と太鼓の音､演者の勢いに勝てるわけがな-しばら-演技を楽しもう-と思った｡

演者の自由を尊重したまつり'過

去一度もなかったコラボレーション､なんとか終えることができ'反省もあるが喜びの方が大きかったことで今年のまつりは良しとしたい｡



パッションひろぽ

暮

I

◎csz有線寄主暮　坂井　兵
第六回四日市短詩型文学祭の入賞者が決定しました｡短歌､俳

句､川柳､現代詩､連句の各部門から一般'学生を含めl<九四点の応募があり､その中から伊藤桂ttI貝を含め次の作品が､四日市市長賞に決まりました｡

大骨

伊藤桂一賞

｢現代薙｣

禅

鈴鹿市　岡本　妙子

ひと-目をつむって座ることは砂の音を聞-ことだった聞き流せない二一一口が裏木戸にとまった蝉のように耳にくっついて離れなかったから近くの商店街でマスカラを買った

これでもかこれでもかと手を振り回すと足が踊りだして蝉の事などどうでもよ-なった人はこうして許すことを繰-返し生きて来たのかとんがった言葉が粉々になって思いもよらない砂の音になる近ごろパリの真ん中にある礼拝堂では禅を組む人が増えたと言う時代の逆走を笑いながら目をつむってみると信仰とは掛け離れたまぶたの奥で隈想の個室に気がついたしこりのようなものが薄れて雑音まで消えてゆ-不思議は蝉の声も時計の音も胸の鼓動も聞こえない何目数神寺何真
もの会社のとっ
写奥のの　呼自
さに後　　ぷい

場所をのだろう

よ､つに

ない鏡を立て掛けていた

一握-の砂がヤシの実の中で聞き流せなかった一言を飲み込むみとを禅道と言うのだろうか今足裏の砂の感触を確かめている

rkd歌｣

紙一枚の戦死通知と共に来し

兄の骨箱のなかの石ころ

四日市　前田千鶴子

JE川里

かなかなや森の奥よ-暮れ初めし

四日市　前田　千津

｢り抑｣

未来図を書-鉛筆に夢がある

四日市　榊原　良郎

｢連句｢鳥渡るの冬｣｣

モンゴルの忘じがたく候青き龍呑んだりして捨てる錠剤月冴ゆる自販機で買うワンカップ

橋滝平
本川　田

倫　　喜

子史久

｢短詩型の今｣

三重県連句協会　事務局長　西田　青沙

先頃亡-なった阿久悠氏の'｢歌に聞き歌､歌い歌'

踊-歌の三つがあるとすれば'聞き歌がいま極端にな-なってきた｣という言葉が｢中日春秋｣に引用されていた｡｢聞き歌｣とは聴衆にじっ-りと聞かせる歌のことだろうが'なるほど'と思うと同時に'何か短詩型の今をずば-言い当てられてしまったように思ったものだ｡

日本の短詩型文芸には読み手が欠かせない｡短歌の
始ま-は相聞だLt俳句や川柳の元の俳誰は読むと作るが同時に進行する｡ところが昨今'誰もが｢読む｣ということにはさほど重きを置いていないように見える｡見かけは小緒麓で'さ-さ-と歯触-が軽-'あまり腹に溜まらない'そんな作品が増えた｡そうでないと読んで-れる人はいないからである｡もっともこういう状況は'短詩型文芸ばかりとは限らないようだが‥･｡

いつの頃からか'日本の社会は｢衆｣型から｢個｣型へと
変化した｡人は｢私｣にばか-かかずらって他人のことを顧慮するゆと-がな-なってしまった｡そうして｢私｣はどんどん希薄化してゆ-｡ネットの仮想現実がさらにそれに追い打ちをかける｡短詩型の世界でもそれとまった-同じ現象が起きているように思える｡



あらかじめ質問事項を書いた用紙
を玉田先生にお渡ししておいたら'紙を埋め尽-すほどの細かい文字がびっしりと書かれていました｡先生の誠実な人柄は以前から良く知っていましたが'改めて感心する思いでした｡

玉田先生は'四日市で生まれ4歳

で始めたダンスだったが　伊勢湾台風で教室が閉鎖し'一時やめていた｡大学卒業後'名古屋にて故奥田敏子先生に師事'以来代稽古などを経て'85年玉田モダンダンスグループを設立された｡

活動の拠点は'自分のスタジオは

もちろん'名古屋市内の小･中学校'生涯学習センターなどで'先生や子供たちを指導｡又'自分自身の公演

玉田モダンダンスヴ凡-フ
玉田　弘子さん

常に斬新な作品を見せて下さるそ

の創作'思考の方法を伺うと-｡｢新聞をよ-読み､社会情勢'文化面を見てテーマが見つかればラッキーです｡音楽を模索しあれこれ上手くつないで構成し'動きは夜中にひとり稽古場で-猫と一緒なんですよ｡時には孤独を味わうこともありますが
･寧

心に残る思い出は-

｢四日市中日文化センターの稽古初日'奥田先生がピアノ伴奏をしてくださいました｡緊張しましたが感動でした!翌年先生が亡くなられましたが'ダンスを続けよという遺志を感じ'やめられな-なりました｣

(レポ-ー　石井　亨)

が　活動も積極的に行い,昨年は月にlq　回の舞台をこなされたそうです｡

●シリーズ● �-ﾈ+�,�*�,ﾈ4ﾘ888�8ｨ�ｲ�

◎しあわせギャラリー◎
ちょっとこだわりのコレクション､みんなに見せたい自慢の品物など､展示していた

だくことができるギャラリーです｡利用をご希望の方に無料でお貸ししています｡

■しあわせギャラリーの展示者募集!
｢これはぜひともみんなに見てもらいたい! ｣｢プロじゃ

ないから展示会はできないよなあ-｣ ｢サークルの展示会を

器と､LhLEtl諾笠琵琶ifi:蒜漂<tl,=T=諾完孟冒嘩卵固. I---I.)
に際しての規約はありますが無料でご利用いただけます｡

ぜひお問合せください｡※水曜日は定休日です｡

℡059-323-1233

月別の催し

｢わたしのレコード棚♪｣

音楽を楽しむメディアがレコードか

らCDに移り､さらに新しいメディア

も現れ､レコードを聴く機会はほとん

どなくなりました｡棚に眠っているレ

コードを久しぶりに取り出してみる

と､いろいろと懐かしい思い出がよ

みがえってきます｡大きなジャケット

を見るとCDとはちがったぬくもりを

感じます,最近はレコードを聴くのが

静かなブームとなっているようです｡

若いときから買ったレコード｡あまり

まとまりのあるコレクションではあり

ませんが､一枚でもなつかしいレコー

ドを見つけてもらえばうれしいと思

います｡　　　　　　(岡田　孝彦)

《過去の展示一覧》
2007年

4月　花まゆ作品展　花まゆ四日市教室

3月｢彫像を楽しむ～4人の小作品展｣

近藤英子･寺島君江･秦由怜子さん
2月｢創作和紙人形～おひなさま展｣

中根法子さん& ｢花うさぎ｣美里ケ丘教室のみなきん

1月　バードカービング　～山上敏樹作品展～

山上敏樹さん
2006年

12月魅惑のプリザーブドフラワー展～冬から春へ～

ワールド･プリザーブドフラワー協会代表校
フローラル･チェコ　主宰青木千恵子

11月　深雪アートフラワー笹原教室作品展

笹原久子さんと教室生徒の皆さん
10月　現代押し花アート展～花に魅せられて～

竹内美慧子さん
9月　デジタルフォト展　霜鳥茂雄さん

8月　ステンドグラス風グラスアート展　西尾朋子さん

7月Ittou⊂hesnaturally展　伊藤洋子さん

6月　フォト暁写真展　橋本信祐さん･藤井敏郎さん

5月　懐かしの映画館～思い出の洋画&スター　岡田孝彦さん

4月｢アルプスへの誘い｣写真三人展

伊藤喜久雄さん･平田重樹さん･山下幸弘さん

3月『めっちゃ､ええやんか､これ!』写真展
～みんなで作る展示会～

川村弘さん･伊藤成之さん･小倉恵子きん･伊藤喜久雄さん･

小林直子さん･谷富士華さん.鷲尾薫さん･矢田信義さん･

三輪正臣さん∵丹羽英子さん･西林和美さん･赤司裕宣さん

2月　中村邦彦さん･田中廉太郎さん･伊藤昌明さん

1月　養護学校聖母の家学園高等部専攻科｢美術作品展｣

プリザーブドフラワー作品展　久野嘉子さん



やっぱり四日市ガ好き-･_JJ

つく

みんなで創造ろうたのしい集い-
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日　田　-　第l･三･四展示室
総合美術館

入場無料

…日月1 6日㈲1 3時～1 7時●…　1 7日地謡～1 7時…　　1 8日胤1 0時～1 6時
●

●　●　●　●　_　●　_　_　●　■　■　_　●　●　■　■　●　■　■　■　●　●　●　■　●　●　●　●　l

数参加する様希望し'多くの人々に観覧していただく様願います｡

(美術-花井　高峰)

●I●I･●】●fr▲TrfPrrI一●′I●皇丁一三丁●皇7一1号P●-●･PfI一丁●
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●　●　●　●　●　●

生活文化=　臼T田地目第十七回無窮展

入場無料

IF第3展示室では､彫塑､工芸'

陶芸の作品が'今回は特にミニ作品を多く出品する予定です｡
2F第1展示室では'写真'絵画'

書道'俳画'尾張絵'押し花､人形等いろいろなジャンルのグループが'それぞれ工夫され新しい風を吹かせようと張り切っています｡公募の部もあ-ますので一般市民の方にも多

●●●
●

1 2月7日捻19日㈲

9時～1 7時(9日は1 6時まで)

▼　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●
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無窮展に挑む
気が付けば､今年も盆上　(鉢中)

の姫-んごが､うっすらと赤らんでいる｡猛暑を-ぐりぬけ'もう秋の香風｡よ-生きていて-れた'とも思える程-　いとおしい｡

｢褒美に今度の無窮展に飾ってあげ
ようか'相手は誰　(どの尭栽)　にしてあげようか'この服(鉢)　では人前では恥ずかしいかな'どんな風景'季節'風向きを演出しようか｣など独り言｡

顔色を診ながら樹々に話しかける｡でも'盆友のひと言で心揺らぎ-こんなのりで無窮展に挑む｡ただ置いてあるだけじゃありません｡

よ1-観てあげて下さい｡

(生活文化Ⅱ　02くらぶ

原　源信)
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日間目星国　第一ホール四日市の第九コンサート1 2月24日脚韻～入場料前売指定席二五〇〇円(当日三〇〇〇円)前売一般席二〇〇〇円(当日二三〇〇円)前売学生件一〇〇〇円(当日二一〇〇円)

…･･.;け‥.第l展示室●…趣味教養まつりと

特別支援学級学習発表会趣味の作品展と合同展
(みえ長寿三池支部)

入場無料

●　●

●

●

2月1 5日㈲～日日胤

1 0時～1 7時(1 5日は1 3時から)

([日は1 6時まで)

●●●●　●●●●　●　●●●●　●●●●●●●●●　●●●●　●●●　●●
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●

今年はクリスマスイブ｡場内にツ

リーを飾ったり'舞台に花を並べたり'サイリウムを点灯して全員でうたったりして楽しみます｡市民合唱団｢フロイデ｣は'全員公募の団員です｡今回は2-0人が一緒になって6カ月間'練習に励んでいます｡ソリストも豪華な顔ぶれです｡市文化会館で前売券発売中ですが､指定席は殆-少ないです｡お早めに｡

コラボ･芸能　琴E3;朋アーリースプリングフェスティバル2月2 4日胤1 4時～
入場無料(開催協力券600円あり)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●

…･･T　･..竺ホール●…日本邦楽まつり●

入場無料

…3月8日拙1 2時30分～1 6時●

9日㈲10時～16時

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

魂作品展
三轍曹射西雨音･榊潮音･i榊ピ‖　蛸: 12月228(上) 9:00-ll:00

頼服代紬紺再っ冊々潮目　　　　23 8(8) 9:00-151･00

f,粧柚梱封騨舶欄脇L M:西紺青ilt細針離宮
入堵輯:立坪

事務局連絡え:09012133-0535
てJ':.':廿T

刷刷サー桝Ll潮(裾　　… '音義妄*(高轟け高i..



よっかいち縁の合｢警告!地球温暖化は

進んでいます｣
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1 2時を地球環境の悪化による人類
滅亡の時刻とすると'｢環境危機時計｣で今年は過去最悪の9時3 1分となることが世界96カ国の有識者七一五名から得た調査でわかった｡地球温暖化が最大の理由となっている｡昨年のこの時計は9時1 7分だった｡ここ1 0数年地球温暖化が進んでいる｡否､止めようがない-らい加速している｡

世界中で異常気象が頻繁に生じ'
被害が地球規模で拡大している｡加速度のついたハリケーン'想像に絶する氷河の溶解の進む北極南極'大規模な山火事'凍土溶解'河川の氾濫､

砂漠化など温暖化による被害は極めて大きい｡日本列島も例外でなく熱い｡台風の被害が大きい｡ゲリラ'豪雨'竜巻も｡猛暑というよ-酷暑'今年も40℃を記録した｡気温が35℃以上になると万物全てが弱ると言われている｡春夏秋冬といという四季が二李にな-'酷暑の夏が長くなり'冬は短い｡事実日本列島は亜熱帯化している｡温暖化には諸々の原因がある｡その結果が著しく'歯止めが出来ない｡｢自然との共生｣というが人間'自然の中の一存在に過ぎない｡自然によって生かされていることを再認識することから始めたい｡さあ
｢ストップ･ザ･オンダンカ｣のため

にどうするか｡C02を減らす'省エネなど温暖化対策を積極的に取り組まねばならない｡｢すべきこと｣｢やめること｣を国'地方自治体､企業'家庭など国民一人ひとりの覚悟が必要｡しかし'日本人の関心は薄い｡これでは地球人が大きな悲劇に陥ることは避けられないのでは｡

平成1 9年1 1月～平成20年3月水琴窟ジョイント｢まちの総合学習がはじまるよ｣
音楽ものがたり｢西遊記外伝-情浄の悩み｣市民公演と菖地図コンテスト

1 1月23日(祝)　13時～1 6時会　場　E]田市市総合会館主　催　ブンテックNPOグループ｢昔の泉サロン｣料　金　有料　大人千円･小学生以下五百円後　援　E]日市市･E]日市市教育委員会

E]田市市文化協会

出演者　市民劇団員と市内小学生お問い合わせ先　西村　昌子

T･090-4156-6279

LLJメール･0-osarOn@E6.ClyIne-.ne.･1P

池坊小森秀峯華道人生六十周年記念華展平成20年1月26日(土)　1 0時～1 8時

27日(日)　1 0時～1 7時

後共料主会

援催金催場

ララスクエア4階池坊小森秀峯社中あざみの会無料華道家元池坊華道会四日市市･四日市市教育委員会田目市市文化協会･中日新聞社

出演者　六〇名お問い合わせ先　あざみの会会長須藤　美加

丁/LL･059-365-5006

第3回新春ふれあい囲碁大会平成20年1月26只土)　1 0時30分会　場　四日市市市民会館　等ニホール参加費　二千円(昼食付)

(障害者･女性高校生以下五百円引)

区　分　A～巨の5クラス(棋力により分ける)受　付　当会場にて主　催　三重県北勢囲碁連盟後　援　E]目市市･E]日市市文化協会･中日新聞社お問い合わせ先　清水

丁･059-351-9553

第晋日本光雲写真展

(略称‥光展)､中部展

平成20年2月28日(木)～3月2日(日)9時～1 8時会　場　四日市市文化会館　第1展示室主　催　日本光雲耳'中部支部料　金　無料後　援　E]日而市教育委員会･E]白市市文化振興財囲出展者　全国公募の入選者(約三百名)お問い合わせ先　日本光画会中部支部

支部長中西一夫

丁/F･059-387-6259

総合印刷東海出版 

四日市市日永四丁目5-48 
自費出版の印刷､フロッピー持参OKO DTP､その他､印刷､製本に関することならTEL(059)345-3410㈹ お気軽にご相談下さいOFAX(059)345-1973 



･1-小窓の演出から､･･ ､､､-､＼-　- ,

(

増改築まで-i

総合インテリア

片　　岡監雷詰慧毘東　3,日_8_22
TEL　(059) -346-7933(代)

FAX　(059)-346-7913

E-mai一: K-Kataoka@mx.bayc托y.ne.jp

＼　/　＼/　Lー＼ノr＼､ーrヽJl~

将棋 
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 

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呈歪写Z話芸禦誓 
〒510-8508四日市市諏訪町7-17(四日市市市役所北隣り) 

TEL.FAXO59(354)0625 

再生紙使用

文化活動に不可欠な日常の練習や発表会､展示場､記念のコンサート

などの会場はどのように確保していますか!?

中規模(300 - 500人)の会場建設実現方法をご提案ください｡

《意見集約のための理事会》
日　時12月11日(火)午後6時30分

会　場　四日市市文化会館　第4ホールA

(終了後､忘年会を予定)

《常任理事会》
日　時　2008年1月17日(木)午後7時

会　場　四日市市文化会館　第4ホールC

まず､上記のテーマを各サークルの会員同士で話し合いを始めていた

だき､その内容を代表者に託し､一つにまとめて､実現のために行動をし

ましょう(アンケートも実施予定)｡

●ご案内●
《新春の集い》
日時　2008年1月20日(日)午後4時

会場　四日市都ホテル｢伊勢の間｣

会費　6500円

☆アトラクション出演者･出展､募集中日

《平成1 9年度評議委員会》
日時　2008年4月26日(土)

会場　四日市市文化会館

《会員5000人交流事業》
日時　2008年9月27日(土)

会場　四日市市文化会館
☆概要は近日中にご提案

《楽しいお話し会》
3ケ月に1回

場所　未定

〒五一〇I〇〇五七E日市市昌栄町二一-一〇TEL･FAX〇五九(三五一)三七二九

●発行所 ●発　行●発行人●編　集

平成19年11月15日木村道山文化協会広報部会
石松　延･石井　亨伊藤己代次･山口香魚中西まさ子

四日市市文化協会

パッション第三十四号
《編集後記》

☆ようや-豊かな季節の到来ですね｡
この時期'無性に音楽を求めたくなりませんか-そこでジャズ!

☆大四日市まつりでは'街に若者があ
ふれ'輝いていた四日市でした｡

☆この季節'じつ-りとわが街を歩い

てみませんか｡すご-い感動に会えるかも-

☆当協会も新体制です｡ご提言などお
寄せ-ださい｡　　　　　(延)


