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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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元気な四日市が好き〝

四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com

(社)日本外科学会認定外科専門医

消化器科･外科･旺門料･内科

芸警会石ED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

･一mけ　一

地域のかか｡つ-J訂
診療時間/
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

四日市市朝日町ト15(JR四日市駅前)

TEL(059)353-3313㈹
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インタビュー

わが街が誇る文化人
小林藤四郎　画伯

[略歴]

1953　三重大学教育学部美術科
卒(足代教室)

1954　光風会展初入選
1957　日展初入選(以後24回入

選)
1965　第51回光風会展光風会

友賞受賞
1967　改組第5回日展､名古屋

展中日実受賞
1976　昭和52年度三重県文化

奨励賞受賞
1982　三重の美術現代出品(県

立美術館開館記念)
1990　四日市諏訪公園市民壇壁

画制作
1991日本芸術院会員　庄司栄

吉先生に師事
1996第82回光風会展　中村

研一賞受賞
1997　四日市市制100周年記念

市政功労者表彰
1999　四日市市文化功労者表彰
2006　第37回日展当会展中日

賞受賞

現在光風会会員
日展会友
三重県教職鼻美術展､運
営委員･審査員
四日市美術展運営審議会
委具､審査鼻
四日市文化振興財団理事

昨年5月に画業

50年を記念して画集が刊行された｡手元に得た私は夢中でページを繰った｡一作品'一作品は小林氏の強い想いと画面に措き込んだ絵の具の厚さ'光沢などの効果で私に強烈に話しかけてきた･･何を-｡

春の陽気を心待

つ日'小林藤四郎先生をアトリエにお訪ねしました｡

｢僕は'美術の教師｡(中学校'
高校'三重大学)自分の力を高度なものにしてい-ことが'生徒に対する暗黙の指導であると考え'小林藤四郎をとりまいてくれる人のため'精'を出す-これが僕の絵を勉強した元やな｣｢出発が教師やから'自分が切瑳琢磨し勉強して'自分の絵

母と子　2005　第91回光風会展

が良くなれば生徒がついてくる｡結果として'光風会員'日展会友になったとゆう事やナ｣

小林藤四郎画伯の絵は'ロングビ

ーチ市庁舎'四日市市文化会館､三重県教育文化会館'三重県北勢児童相談所'鈴鹿市文化会館'名張市庁舎'四日市市立南中学校他'わが街が誇る文化人として'みなさんの目に会える事も多いですね｡｢自分の絵については'日々出会う風景や出来事に'素直に向き合い表現する｡風景や静物より､今は人物を措くようになった｡｣｢モチーフを母と子に絞ったのも'母の顔には子どもを愛する優しさ'子どもを厳し-朕ける姿がある｡子どもが心あるすぼらしい人間になって欲しい-｡想いをこめて母子像を措き続けたい-｡｣
お弟子さんの一人は｢先生には絵

より人間教育を教わっているの｣と｡

目を輝かせ'一生懸命にお話下さ

る小林藤四郎先生｡お唯の節の温かい握手に　(いつまでもご活躍下さい)と胸が熱-なりました｡

(リポーター　石松　延)
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わが街が誇る文化人小林藤四郎画伯

窮民救済の為に始まった･四日市寓古焼

鈴鹿山脈のふもとで育つ｢伊勢茶かぶせ茶｣

地場産業の近代化へ

製油業の歴史

愛郷八十年の追想
今､何故宗教曲か
雑感

Sparkling Parsonality輝くひと

｢オペラとの出会い｣

｢地域｣を意識することから始まりました(賛助会員)

シリーズ郷土の倖傑(釘森　正俊
パッションひろば

｢潤翠庵｣ってどんなところ?

私のお店紹介①　呼月-kogetsu一

訪問レポート｢華道･茶道　大野佳葉先生｣

訪問レポート｢楠歴史民族資料館をたずねて｣

訪問レポート｢四日市やよい民踊会｣
四日市の文化再発見バスツアーに参加して

新人発信イン四日市vol.5

四日市市民文化祭
春の文化祭
写真展｢フォト十彩｣

四日市2008アート展

ア-リースプリングフェスティバル

趣味教養まつり合同展
2008年新春の集い

文化協会の加盟団体･後援イベント

延三道樹夫満治典

英利夏禅　宗和

碓鵬程畑地削朗醐

幸司明兵梓桐鵬讐嗣桐由憲雅井治水井野村水郷井田村藤塩志坂平西活本石森西

樹史武キ勝兵永洋　ア岡藤藤木下井松伊加鈴坂坂

(平成20年3月～平成20年7月)

評議よ1会のご案内

衣紙　雪を被った早春のかぶせ茶

12345678　91 0日1 21 31 31 41 51 61 71 8

9　9　0　1　2　2　31　1　2　2　2　2　2

西村　邦彦　･ ･ ･24

･ ･ ･ (N･ Ⅰ)

写真　加藤　武

LJLl= Ill-山一文化協会に快J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IJl-･務)..i-ご連絡ください｡

〒51()-()()57　川=市-lTJ-lFll栄町21-10｢市民文化課分室｣内

TEL･FAX　()59-351-3729

閲Jr,1日判り-火LIITi)_f Iから金曜lはでの-fI二後1時～5時(除く祝祭日)
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窮民救済に始まった四日市高古焼
水谷　英三

現在は､様相を変えているが､四

日市の三滝川･海蔵川は'暴れ川であった｡江戸時代には､毎年のように氾濫して'両川に挟まったデルタ地帯の住民は'その被害に泣かされていた｡特に　『安政四年五月十七'

末永の山中忠左衛門が'寓古焼の陶法を導入して'地場産業としたのが始まりである｡

桑名に起こった寓古焼は'個人の

趣味的な雅陶であったのを'大量生産の窯業としたもので'町中の窮民

プロフィール

大正13年3月21日現在地に生まれる

昭和16年12月四日市商業学校卒業

古陶磁蒐集､寓古窯研究

昭和57年『寓古陶芸の歴史と技法』技報堂出版より刊行

元愛知県陶磁器資料館調査宮

前名古屋民芸協会会長

八両日風雨強-､三滝海蔵両川大出水して三滝川左岸生桑村東方及び海蔵川右岸末永村西方に於いて堤防決壊Lt　その氾濫の結果野田村を水中に没Lt　末永西横手堤を破壊して末永

勺L一一 .Y¥-.- 

四日市需古

明治　ウズラ急須

に'分業による家内工業として根付かせた｡その上に､色々な技巧が考案され'時代に応じた特異な製品を世に送り出した｡中でも出色の物は'文明開化をデザインした土瓶･急須･

は勿論川原町筋一円濁水の侵すところとなり-』と記録され'当時前古味曾有と称せられた｡その前後には'地震･津波が四日市を襲っている｡加えるに体制の変革による失業者が町に溢れていた｡この窮状を見て'

花瓶であり､ユニークであった｡

明治中期より盛んになった赤寓古

は'工芸品の本来の姿であ-'大正寓古以来の量産品は'立上った困窮民の子孫のバイタリテ-の現れで'商古不易を具現していると言える｡

鈴鹿山脈のふもと朝霧のかかる山問地で大切に育てられたかぶせ茶｡
水沢茶農業協同組合　代表理事三重県茶業会議所　　副会頭

堤　利通

われております｡

現在はかぶせ茶という被覆を行

った特有のお茶を作っています｡かぶせ茶の生産量は日本一で全国品評会でも何度もの農林水産大臣賞に輝き四日市市も産地賞を何度も受賞しています｡

平成元年には大きな霜の被害が

あった為その後防霜ファンの設置を

特集～市政111年･この人～

四日市の
茶業は'千年の歴史と言われていますが多く栽培されるよ､つになったのは数百年前に宇治から寺の住職が種を持ち帰り茶園を作ったのが始-と言

+L一飾
かぶせ茶の

生産量は日本一
本場本物

｢伊勢本かぶせ茶｣を認定

行い安定供給と品質の良い茶ができるようになりました｡お茶の飲み方は昔はヤカンで煎じる様な出し方でしたがテレビの普及と共にホームドラマ等で急須でお茶をいれる場面等が多-なり各家庭でも急須でお茶を入れる様になりました｡この四日市

地区では茶畑ばか-ですが他の作物を作ると猿'猪'鹿等に荒され収穫ができません｡お茶はその被害にあわずに作れる作物で先祖が鈴鹿山麓で栽培し代々伝えてきた作物です｡

現在はペッーボトルのお茶が沢山

出回りお茶離れしかかった若い人達にも多-飲まれています｡かぶせ茶という被覆茶は消費者には余り知られていませんでしたがペットボールのかぶせ茶入りが販売されてかぶせ茶という名前も知られてきました｡ですが替わ-に急須で飲むリーフ茶の需要で減っています｡そこでリーフのおいしいかぶせ茶を飲んで頂く様水沢茶農業協同組合では管内の一定以上の品質を備えた上'上級かぶせ茶を本場の本物として認定申請していましたがこの程厳しい審査をクリアーして本場の本物　(伊勢茶かぶせ茶)　として認定されました｡

今回の認定に対応して北勢かぶせ
茶の全国ブランドを目指してお-ます｡
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四日市商工会議所
理事事務局長

山城　夏樹

地場産業の近代化へ四日市は'万古焼を始め'植物
油'お茶'清酒'素麺'製綱'タオル'肥料等数々の地場産業がある｡これら地場産業は'近世から近代にかけ'近代的な産業へと脱皮したものが多-'最たるものは植物油で､江戸時代は'菜種を原料とした〝伊勢水〟と呼ばれ'関東方面へ光熱源として船で運び'帰り荷に干鰯と呼ばれた肥料を持ち帰り'油商や肥料商は大き-発展し'明治以降は幾多の製油会社が出来'特に'今は無き『熊滞製油㈱』が菜種油の全国相場の建値をつく

る程であった｡自然食品が見直されている今日'当地に植物油会社が少なくなったことは'淋しい限りである｡こうした地場産業の近代化には'各界の産業人の功績があったことは見逃せない｡

明治1 9年'地元産業人有志によっ

て立ち上げられた　『四日市工業㈱』は'製油と製紙を業とLt　前者は現在の　『九鬼産業㈱』とな-'後者は'後に静岡県で産業界の大物の一人であった熊淳一衛氏によ-育てられ'現在の　『王子特殊紙㈱』として現存している｡当時の産業界の大物の一人の伊藤伝七氏が経営する　『三重紡績㈱』　は'明治の晩年'我が国一の紡績会社となっていたが'四日市にあった　『第一国立銀行』　の渋沢頭取の仲介で　『大阪紡績㈱』と大正3年に'合併｡現在の　『東洋紡績㈱』となり'大正6年迄本社が四日市に置かれていた｡その他'製網業界の近代化に尽力した第三世･伊藤勘作氏'万古業界では川村又助氏ら｡製茶業

界では中嶋末治郎氏等'これら地場産業の発展を支えた四日市港整備に尽力した小菅創之助氏らの産業人が活躍した｡

四日市商工会議所は'明治26年に
創設されたが'第一回の会員選挙で投票権資格会員内'地場産業の会社が約2割も占めている事も'地場産業発展の現われであり'稲葉翁が私財を投じて修復した四日市港の移出品を見ても'緑茶･植物油･陶磁器･酒類･繊維製品が上位にランクされている｡この様に'当時の産業界における地場産業の地位は高かった｡

現在'万古業界等'他の地場産業
も他産地や海外製品との競合で苦戦されているところも少なくないが'市政一一一周年を迎えるに当たり'業界の創意工夫のみならず'市民上げての購買運動の展開と新たな発想の注入により'市民の手で永年の文化と財産である地場産業を一層'活性化させてい-ことが大切ではないだろうか｡

特集～市政111年･この人～

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

九鬼産業株式会社
代表取締役　九鬼祥夫

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

四日市地域において'江戸時代

には'菜種が盛んに栽培され'その菜種油は｢伊勢水｣を称し主に燈明油として全国に売られていた｡機械化が進み生産量も増大し明治二十五年には'福岡'大阪に注ぐ全国第三位の菜種油生産の実績がありました｡

四日市出身の文豪丹羽文雄の代
表作である｢菜の花時まで｣からも四日市が昭和三十年代までは菜種の大産地であったことがわかる｡市内の鵜森公園にある'丹羽文雄の句碑には｢古里は'菜の花もあり'父の顔｣と刻まれている｡

文政九年(一八二六)　に油問屋

として創業した熊揮製油は'わが国の植物油脂登録商標の第言了である｢一川　(いちかわ)印｣を取

得していた｡同社が菜種の製油事業に本格参入するのは'明治三十九年であった｡明治十九年創業の四日市製油　(後の九鬼産業)　は英国より最新の搾油機を導入し'わが国初の西洋技術による搾油を開始した｡第二次世界大戟時は四日市地域の搾油会社五社が'昭和十八年｢東亜製油｣に集約され､三工場が稼動していた｡昭和二十年六月十八日の空襲で壊滅的な打撃を受けた｡昭和二十一年一月に清算された｡第1工場は現在の伊藤製油　(ひまし油)　として､第二工場は四日市油脂　(昭和六十二年解敬)として'第三工場は九鬼産業(ごま油)　として戟後'生産が再開された｡
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愛郷八十年の追想

市政百周年記念四日市史編纂委員

郷土史家･医師

椙山　浦

8 1歳の節分が近づ-頃､画家の友

人から百号の絵が贈られてきた｡中心に諏訪神社の祭穫'まわりには当時の町並や景色がと-ま-｡絵は眺める程永い間の私の疑問に答えてくれる｡

クワラトウダヒデサト

平安前期'俵藤太秀郷'近江の三

上山に住む大むかでを退治｡賞に琵琶湖の龍神から白星の兜を賜る｡子

タダヒデコウ

孫の浜田城主忠秀公は地元浜田の氏

タケミ

神に信州の諏訪神社から祭神の建御ナカタカ/ショウ名方の神を勧請した｡応仁の世に浜往還が改修され四日市場が開かれると浜田の氏神は四日市の氏神様とな

ンリョウ

った｡建御名方神は天下の狩猟の神｡祭礼の日には浜田の農家は鎌倉時代

-ナモトノヨりトモ

に戻って源頼朝の富士の巻狩-を奉

納して豊作を感謝し､浜村の漁民たちもこの日海の狩猟の大漁を祈って船のみよしに諏訪神社の家紋を金然と輝かせた三膿の鯨船を｢鯨つき神事｣　の黍車として奉納した｡この諏訪神社の宮司を代々つとめる生川家が田原　(俵)家の末商といわれる由縁である｡

天正1 0年'本能寺の変を'泉州で

知った徳川家康は急速岡崎への岐路'城州の飯岡村で穴山梅雪など1 2人の重臣を土民の一漢で失い惨敗｡その夜は江川小川村の忍者多羅尾氏の警護で一泊｡翌､伊賀越の日2隊に分れ'家康の本隊は四日市の浜へ'他は影武者となって江島の浜から夜の渡海｡夜の浜村の土橋に立つ家康

は'また起きる1挟を避けて陸路か海路か思案に悩む｡夜の渡海を助けたのは､かって信長に攻められ落城

ヒダノカ/I,

した嬉野の森本城主森本飛騨守と家臣の水谷九左衛門光勝｡後にこの土橋は第二天領時代'初代家康にちなみ思案橋と名付けられた｡この夜の家康の感激は'葵の紋を鍔にした短刀吉光となって森本家の家宝に'四日市の町は天領の恩恵に'その陣屋の初代代官に水谷九左衛門が就任したことでわかる｡

さて'伝説とは言伝えである｡当

時の物　(ぶつ)　さえあれば後世に歴史(市史)として残される｡

愛郷八十年の追想の絵は'いまそ

れを私に語りかけているようだ｡

今'何故

宗教曲か

シンフォニックコーラス

団長　豊田宗浩

名曲の数々に挑戦｡その中には日本ではなじみの少ない'メンデルスゾーンの｢ワルプルギスの夜｣や第十九回定演　(昨年十月)　のヘンデル作曲'オラーリオ｢サムソン｣なども含まれる｡

11111　　　　　　_り

特集～市政111年･この人～

二〇年前'｢四日市に第九を｣と

いう多-の声が集まり'ひとつとなった歌声がこの地に高々と鳴り響いた｡凡そ一年の準備ののち'四日市シンフォニックコーラスの第一回定期演奏会が開かれたのである｡
二〇年の長さに亘り'唯ひたすら

『シンフォニックコーラス』　を追い
求め'バロックからロマン派の大曲'

年に一度'公的機関の援助も受け'

親しい間柄の人々の支援に支えられ'練習の成果を共有できる喜びは'伝統となり'誇りとなって年々深ま-つつある｡

我々が歌うのは'いわゆる声楽曲

であり､殆どがミサや聖書を題材にした曲である｡大半の団員が無宗教といっていいと思うが'私はそこに'バッハやヘンデルやモーツアルト'ベートーヴェンが受けとめた天の声が秘められていると思っている｡それは'日本風に云えば､八百万の神であってもいいLt　最近よ-言われるサムシンググレイトと呼べる存在の響きである｡
ハーモニーの奥にふとそれを感じ

る時､我を忘れて音楽に投入出来る｡

西洋式の発語と発声という難題に
立ち向い'いつか天の声を聴きたいと日々励んでいる｡
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｢文化に行政を｣　いわゆる文化
行政に対して'｢行政に文化を｣といわれる行政の文化化'と云われて久しい｡

｢行政の文化化｣とは'文化活
動の支援行政を含めて､行政の諸活動自体に文化の視点を加える'あるいは文化性を注入することを意図している｡この場合'文化の視点とか文化性と言われている意味は'例えば'潤い'やすらぎ'ぬくもり'親しみやすさ'美しさといった言葉で表されるような情緒性ないし心理的な価値の実現のことである｡｢行政に文化を｣という発想は既存の行政がある種の文化を体

現していること'あるいは'行政が無自覚のまま体現している文化
(役所文化)を再検討するととも

に'新しい文化を付与してい-ことを意図しているといえる｡この

本市は平成十四年に文化を生か
した個性豊かな地域づ-りを行うことを目的とした四日市市文化振興条例を施行しました｡また平成十七年に｢四日市市文化振興ビジ

市民文化部

部長田代和典

ヨン｣を策定Lt　現在その振興に努めている｡そして'時あたかも平成二〇年度に市制施行二一周年を迎え'記念事業を実施しようとしている｡今あらためて二つの視点　(｢文化に

点で｢行政の文化化｣は'文化的視点から行政総体　(施策'運営'職員意識等)を点検しその改革を行ってい-という行政体質の改革という意味合いを含みもっている｡

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

行政を｣｢行政に文化を｣)　から問い直す良いきっかけになれば幸いである｡総合計画で定められている都市像｢人と文化と自然を育む活気あふれる港まち四日市｣を考えることが大事であると思う｡
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

｢オペラとの出会い｣

藤井　由幸さん

プロフィール
1 951年四日市市生まれ｡東京大学経済学部卒業｡50

歳を過ぎてから声楽に目覚め､2004年より4年連続
で｢四日市で第九を歌う会｣の合唱団(バリトン)に参加｡

昨年1 1月の四日市市民オペラでは､｢ジャン二･スキツ

キ｣にてヘット役を演じる｡

それは'突然やってきて'私の中で

アッという間に相当大きな顔をするようになりました｡何かというと'
｢オペラ｣のことです｡

四年ほど前に'｢四日市で第九を歌
う会｣に参加させていただいてから'確かにクラシックが身近になり'社用車に歌曲やオペラのCDを積み込んで'その中のメロディーのきれいな曲を口ずさんでみるということから出発しました｡凝り性の私は'そのうちにCDがすり切れるほどに何回も何回も繰り返して聞き'歌ってみると'やがて'歌詞を見な-ても歌えるようになってきます｡そうやって'

一曲'また一曲とレパートリーを広
げていきました｡

転機は'一昨年の｢四日市市民オペ

ラ･ワークショップ｣に参加したこ

とです｡この中で'最初は合唱団の一員として参加した私が'思いもかけず'一曲(ドン∴ンヨバンこのセレナ-タ)　を一人で舞台に立って歌い上げる快感を経験することになったのです｡その後'昨年秋に催された｢四日市市民オペラ｣には'オーディションを経て｢ジャン二･スキッキ｣の｢ベット｣役にて出演を果たすことが出来ました｡この間'声楽の先生の個人指導を受けながら'それまで全-普楽の世界とは緑もゆかりもなかった私が'オペラの魅力に取り付かれていったのを一番驚きの目で見ていたのは'家内でした｡家で歌の練習をする時の'家内の微笑があればこそ'私はオペラが続けられるのかなと'感謝の気持ちでいっぱいです｡
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森　正俊　日本慧協蒜FBP

昭和31年(1956)9月13日付け『朝日新聞』に｢夫人も涙ぐましい献身/失明

にもめげず研究/南山大･森教授の熱情｣の見出しで､現羽津山町の森正俊

(1889-1967)の近況が詳細に紹介された｡

難産であった森正俊は､生まれながらにして白内障を患い､度々の手術の効

もなく水晶体を摘出｡そのため､幼児期より強度の眼鏡を使用し､なおかつ正

規の小中学校教育を受

を自宅に招いて学んだ｡

Modern Schoolに入学｡

Japan ChronicleやThe

L､記者生活を送った｡

大正5年(1916)から

Asiaに勤務するかたわ

(大正7年)を出版｡B･

など英米作家の作品か

上げた同書は日本の学

を与えた｡視力悪化のため間もなく退社するが､驚くべきは､大正12年にはア

メリカのスタンフォード大学に入学｡しかし視力障害には勝てずに4カ月後に

は退学を余儀なくされた｡

正俊の人生は､夢が断たれ､すべてを諦観したところから再開するのであっ

た｡まず昭和3年にBuddhism and Faithを､翌年にはThe Pronuciation of

Japaneseをともにヘラルド社から英文で出版｡両著とも国内外の学者から賞

讃され､評判となった｡昭和7年からは羽津病院主に就き､その傍ら英語月刊

誌TOURISTに様々な記事を執筆するが､昭和16年には完全失明の身となった｡

ところが､語学力･執筆力･会話力が評価された正俊には､幸運が舞い込むこ

とになる｡戦後の昭和21年からは四日市海星学園､四日市南山高校の教壇に

立ち､ 28年からは南山大学文学部英文科教授に抜擢されて､英語学･英文法を

講じた｡この頃の姿が冒頭で紹介した『朝日新聞』の記事であった｡

El.:,i i,.:.i
出ることはなく､この地域の中で完結していることに

｢地域｣そのものを
意識させたのかなあとも思います｡それよりも､事業

私が､｢地域｣という言葉を意識

し始めたのは'今からおよそ20年前の
一九八九年です｡私は｢ケーブルテレビ

四冒市(現在のcTY)｣に入社したばかり'業務開始前の準備でケーブル敷設･加入営業･番組制作などの立

ち上げをしてお-ました｡

当時'｢地域｣という言葉そのもの

が広-使われていたという記憶は薄-'私自身あまり耳慣れないものであったのは確かです｡しかし今考えると'私たちの事業がこの地域から外へ

を進めていく上で四日市市さん'自治会長さん'電気屋さん､商店街の皆さんには'た-さんお世話になりましたLt　なんと言っても'地域にお住まいの加入者の皆様には'本当にお世話になっています｡そういったことでも､｢地域｣を意識しなかったことはありませんLtこれからも変わりません｡

今後は､私自身これまでのことに対

して｢地域｣すべてに感謝して生きてい-ことと､活力あふれる｢地域｣作りにお手伝いしていけるよう努力していきたいと思ってお-ます｡

｢地域｣を意識することから

始まりました

‥'賛助会員
{,骨　塩冶　憲司

‥竃(株式会社針酢竪



パッションひろぽ
膚倒すり柵合

■

坂井･兵選

階段の上に未来の絵を吊るす空っぽになってハードル真っしぐら　高橋　忠ふと出会うロマンの香-する街で逃げ道をつけておこう生きるため　　加藤　昌良電子辞書小さい字画に辞書がいる用済みの案山子風に晒され格差泣-　川合　典生三様に映る三面鏡の笑顔履き慣れた靴に散歩をせがまれる押すだけを使えと携帯持たされる頑張-の出来ぬ歳です控えめに編されて又編されるお人好し生欠伸じっと我慢の集会所後ろ髪繰-るたんびに汗がでる虫の都会だけで女房はゴムバンド歯に衣着せてあっても嬉しいわ豆を煮る匂いほのぼの老母がいる

井垣　和子矢田　照子吉住あきお山田　早苗内山サカ枝

草餅の職に足がまたも向-算術が下手でジャンケングーばか-　伊藤　多恵あたたかいものが窓から漏れて-る美しい景色に油断してしまう窓を拭-私の顔も輝いた肩の荷を降ろすと足腰が痛む
一人旅同志　ラベルも同じ色

真っすぐに歩-大気の温み背に横車押して自分を押し通す音のせぬ点滴みてる一人部屋冬の岐路演歌で暖を取っている姐が舞台で妻のリサイタル程々で止せばベス-と知っている誰にでも声をかけてる情報化動物園でやさしい瞳さがしてる冬時間つむいだものをほどく川眠れない時の味方が本棚に黒を着て女の隙は覗かせぬ

坂崎よし子松岡　保子森　　繁生古川　正勝樋口　　仁清水　健吾松本き-り菱川　麻子

糊づけもしっかり嫁の星五つ過去帳に祖父母が居ます見て居ます　川崎はつ子

●茶室｢潤翠庵｣ってどんな処?
ご存知ですか?四日市市にすぼらしい茶室があ
ることを-

四日市市茶室｢潤翠庵｣

○四日市市鵜森一丁目13-17(鵜の森公園内)

○開館時間10:00-16:00(立札席)

○休館日　毎週月曜日

OTEL･FAX　059-352-4960

0第1木曜日　特別サービスデー　一品をそえて(果物など)

〇第2日曜日　小京都和菓子めぐり(限定30個)

lr私のait店紹介①　　　　　■転二二西村邦彦

〒510･0075三重県四日市市安島1 -4-1 5

Tel.059-350-0500 Fax.059-350-3600

営業時間:昼席1 1:30-14:00夜席18:00-22:00

定休日:日曜日･祝祭日

アクセス:近鉄四日市駅より徒歩5分

専用駐車場9台完備

縁を紡いで
三重県･四日市市の町に､豊かな時間を

過ごせる場所を創るために

それぞれの道の｢匠｣が､個性豊かな知恵を

出し合い紡ぎ合って

誕生したお店が｢呼月｣です｡

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 



革建･養鐘にかけた60年､
今､次せ代への文化梼承L:嬉々とレて

道小原流　大野佳菓先生

茶道裏千家大野宗香先生

立春を迎え
る昼下がり'先生の出稽古先を訪ねました｡お弟子さんの生けるバラとレンギョウの傍で'桜餅にお薄を頂いて-春のうららの-なんて歌がよぎりました｡

先生は華
道､茶道共に

六十年近-続けられ'師の後を引き継ぐ形で指導者の道を進んで来られました｡

自宅や出稽古先での指導'研修会

等に加えて'月一回は伝統文化子供教室でお華の指導｡ほぼ毎日'お茶とお華に係わる暮らしをされて居られます｡｢三十人の子供たちがとても楽しそうにお花を生けて'それを見ているお母さん達が嬉しそうで｣･･と次世代への文化伝承と共に'人を愛でる心をも指導されていると聞く｡生け花の魅力は-
｢きれいだから･･｣

感動されたことは-
｢そんな大げさな･

･お稽古先で

お喋りするのが楽しいの｣街いのない素直な答えがボンと帰ってきました｡

花と向い合い'一椀を通して人と

の出合いを嬉しむ先生は'晴れやか

(..,

で'花やかな美しい女性でした｡

(レポート　清水　暁美)

楠歴史民族資料館をたずねて
場　所　　四日市市楠町本郷1068

℡ 059-398-3636

開館時間　午前9時～午後5時

休館日　　毎週月曜日

(月曜日が祝日か振替日は翌日)

入　場　　無　　料

｢門構え庄
屋の威厳示しおり｣　の旬の如-'岡田家は江戸時代より農業を営みながら庄屋を務め昭和に亘るまで楠地区の発展に寄与されてきた旧家である｡

その屋敷跡
を資料館に利用されて　いる｡門をくぐって左手に新し-建てられた展示棟があり'映像コ-

ナ-では楠地区に伝わる祭-や伝統行事を映像で見る事ができる｡又岡田家の紹介と収蔵品の一部が展示され楠の歴史'文化'産業等はパネルで展示されている｡

岡田家の主屋は四日市指定有形文
化財になっていて二百年以上の風雪に耐えてきた風格さえ感じる構えである｡中に入ると下部屋や台所には昔懐かしい生活用品が置かれ'屋敷には使い古された机や火鉢等があり'暫し懐古趣味に耽る事ができるが子供には歴史を肌で感じる事ができるのではないかと思う｡折も折'各部屋にはお雛様が飾られていた｡土蔵の中も昔ながらの酒器'食器等が整然と納められている｡

庭には水琴窟があ-'快い音色を
楽しむことができる｡

(レポート　本郷　信禰)



唾岬の丈蛸警蒜iyT7 -』

En　不動寺-納屋運河-稲葉翁公園-末広橋梁
(初代四日市港) (二代目四日市港) (潮吹き防波堤･稲葉翁君項功碑など)

文化振興に関する市民会議

委員森田　裕司

秋晴れとはいえ寒さを感じる11月下旬の日曜日､

すわ公園交流館前に集まった文化振興市民会議の

仲間たち｡

今日はこの先どんな四日市と出会えるのかと､わ

くわくしながら新企画･文化財視察バスツアーはスタートしました｡

東海道から中部の四日市宿本陣跡を徒歩で巡り､最初に向かった

先は四日市港｡新々町の不動寺の所在地を起点に､その後納屋運河へ

移転し､更には国の重要文化財潮吹き防波堤を残す高砂町の旧港へ

と変遷を重ね､現在に至った四日市港｡歴史の重みを感じました｡

次は霞コンビナートにそびえ建つ白亜のポートビル-｡展望台か

ら眺めた伊勢湾の先には知多半島､市街地の遥か後方には青く広が

る鈴鹿山脈｡ここ霞コンビナートの代表的企業に勤める方もツアー

仲間のひとり｡同氏によると､県外の人々が持つ四日市の印象は今も

なお公害の街とか-そんな話を忘れるほどの絶景を眼下に『我が家は

あの辺り､あれは何?』等々､至福のひととき｡

午後からは大夫知へと向かう｡北勢バイパス建設に伴う発掘調査

によって､偶然にも発見された現在の市役所に相当する久留倍官街

遺跡｡次世代へ継承するため､その一部は現状保存されることに｡既

に埋め戻された小高い丘に倖み1300年前の当時を偲びました｡

四日市港ポ1トビル-久留倍官衛遺跡-垂坂観音寺

次なる先は垂坂山観音寺｡静かな仔まいの中で拝観した貴重な仏像は､ど

れもが異なる表情で迎えてくれました｡最後

は桜町の酒蔵見学｡名水と伝承された技によ

り丁寧に造られた逸品を前に､仲間の頬も緩

む｡まだまだ知らない良いところがきっとた

くさんあるのでしょう｡港と共に発展を続け

る工都･四日市｡私が生まれ育った街｡地の利

を活かした先見の明､先人達の偉大さに感謝

しながら帰路につきました｡ 四日市港ポートビル

昭和36年頃に先代の師匠が始
められた会だが'平成3年に急死され'その後を引き継ぎ現在は市内の集会所'地区市民センターtNTTサロンなど五ヶ所で6名の指導者と共に'民踊の普及に努めておられます｡

現在会員は44名'そのうち全
日本民踊連盟公認指導者が1 2名｡

初舞台､ゆかた会の年2回の

自主的な公演の他'全国および市のスポレク大会'四日市まつり盆踊り'新曲盆踊り講習の他ボランティア活動にもはげんで居られる｡今村さんご自身は平成1 4年に市のスポーツ課から功労賞を受賞されたほか'全国の

民踊は楽しく元気をくれる/

四のすやよい民望

会主　今村りつ子さん

大会でも団体'個人共に表彰を受けられている｡

そんな今村さんの悩みは'会員

が増えないこと･･｢私がNTTに勤めていた頃'岐阜の郡上おどりに参加して'すっかり引きつけられましてね'早速電話･･師匠の元に入門した頃を思い出します｡今はそうした入会のきっかけとなる盆踊りも少な-な-ましたね｣｢このままだと'昔から伝承されているふるさとの踊りが'次の世代に伝えられな-なってしまいます｡小学校に体験学習するなどして'なんとか民踊の良さを分かってもらいたいと画策しているところです-｣｢頭と身体を使い､友達と交流出来て若さを保つことができる｡着物を着な-てもできるので'気軽に入ってきて-ださい｡｣

(レポート　石井　亨)



市民文化祭

●新人発信イコ四Ej市vol.5 ●

今回で5回目を向かえる｢新人発信イン四日市｣のステージ｡

地元四日市から全国にはばたく音楽家が発信するキッカケになればと

企画された催し｡

第1回は2002年の12月｢ちょっと素敵なオペラの夕べ｣､第2回は20

04年3月｢ちょっとお酒落なコンチェルト｣､第3回は2006年3月｢モーツ

アルト生誕250周年記念演奏会｣､第4回は2007年3月｢そうだ､オペ

ラを見よう｣を開催できた｡その間の新人出演者約60人､観客は4000

人を集めることができた｡

主催は実行委員会で主体は地元の音楽専門家やクラシックファン､

それに行政や財団などのサポートで成り立っている｡

オペラが中心の催しが多かったので第5回記念は､その総決算として

｢華麗なるオペラの魅力｣と題して､第Ⅰ部には年齢を問わず今も新人の
つもりで活躍されている人を含めたガラコンサート､第Ⅱ部は地元を中心

に公演されているベテランによるオペラハライトで飾る｡キャストを変えて

の2回公演でオペラの魅力をじっくり鑑賞していただきたい｡

とくに小～高校生は県文化振興基金などで低料金なので､ぜひ多数

のお越しをお待ちしています｡

日　時　第1回公演　2008年3月29日(土) 18時30分開演

第2回公演　　　　3月30日(日) 14時30分開演

(いずれも30分前開場)

会　場　四日市市文化会館　第2ホール

入場料　一　般　　　前売3000円(当日3500円)

小～高校生　前売1000円(当日1200円)

～四日市市文化会館にて好評発売中～

お問い合わせは090-7677-4011 (西村)

主催　　新人発信イン四日市実行委員会･

四日市市文化協会･四日市市

協力　　三重オペラ協会･石井アカデミー･ド･バレエ

協賛　　太陽化学株式会社

やっぱり四日市ガ好き-･tLt

つく

みんなで創造ろうたのしい集い-･

一…宙あさけフラサ全館●…春の文化祭;0月開禦時～韻●●●●
■一l▲▲▼●_1.●●lil__-●i▲主T._-JLJll_llー

入場無料

市民文化祭

あさけプラザ文化団体では'四日

市北部､あさけプラザにおいて来る3月22日　(土)'23日　(冒)　の2日間に渡り加盟社中による文化祭を開催します｡
この文化祭では三重郡三町の文化

団体にも参加を頂き'また第20回の記念大会を飾るにふさわしい特別ゲスー(バンド演奏'マジックショー'ソ-ラン踊-)　もお越しを頂き'さらに幕開けには､会主によるコラボ

レーションを企画しております｡

必ずや御来場のみなさんのご期待
に添えるものと確信をいたしております｡

バザー(うどん'みたらし､おはぎ'

コーヒー)　なども充実｡日曜日にはお茶席､健康相談教室も開いていますので､二日間ゆっく-とご観覧くださいます様ご案内いたします｡

(地域文化　松岡　永樹)

第58回E]白市市民文化祭

始まる‖‥

ー●● ■-4　4--●　†　tt

●

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

日　間3　-　第一展示室
フォト十彩展6月1 3日㈲～1 5日胤

9時～18時

入場無料
●　●　●　●　●　●　● l

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

一般公募展も同時開催する｢フォ
ー十彩写真展｣を6月に開きます｡

風景写真教室｢フォー十彩｣は三
重県在住のプロ写真家山下茂樹氏が指導する教室で'四日市だけでなく東京'大阪'京都'名古屋と大都市での写真展を行っています｡

四日市は地元ということもあり'

展示数も最も多-約50点が展示されます｡多-の作品が中判カメラで撮影され'美しい日本の四季の風景写真が中心です｡また'同時に市民から公募された風景'花など自然写真も約40点展示されます｡
最後の日には山下プロによる写真

講座が開催されます｡無料でどなたでも参加できますのでぜひお越しください-･　　　　　(伊藤　洋史)



市民文化祭

『温故芙t)新』
<'アーリースプリングフェスティバルth

実行委員長　鈴木　アキ

二月二十四
日(冒)四日市市文化会館第二ホールにて芸能+　コラボの二部門が集結するフェスティバルを開催いたしました｡

朝'目が覚

めたら一面雪景色という素敵な幕開けの
一日となりま

した｡寒い中'たくさんのお客様が列を作って待って頂き'開場と共に活気付いたスタートとな

りました｡

出演者約四百名'観客約八百五十
人という大盛況の中'第一部ペアーレ四日市は小さい子から大人までのビートのきいた活気のあるダンスステージを､雅の会の独特な音と和装を身につけた舞踊は'私たち若者からすると〝温故知新″という言葉を胸に焼き付けて-ださいました｡YYフラグループの太陽の下での華やかでやさしいフラダンス'第二部La-la(ライラ)は大正琴とドラムとのセッションで素敵な現代的な空間でした｡シティスポーツ四日市&北勢堂&Fe eIZは　クTheFly〟あなたが空高く飛ぶためにと題し見る人や踊る人全てに向けた熱いメッセージを送りました｡どの団体も各々の個性溢れるステージ=この舞台を終えて今へ私は自分が何を大事に思い何を温めてい-べきかを勉強させて頂きました｡

そしてお足元の悪い中'寒さの厳

しいところ陰ながら動いてくださった'た-さんの方に'また舞台協力券にご理解を頂き賛同くださった皆様に'この場をお借りしてお礼を申し上げます｡　(芸術+コラボ部門)

±聖空車㌻　旦iJEiiiJE砿迦藍⊥kL､ ､､､也二山上胤上土

市民文化祭

●t･9 tT寺20097-一夜●

委員長　加藤　武

4年目となります本展は､様々なジャンルの作家より出品があり､

絵画､書道､写真､彫刻､工芸のほか生け花､盆栽など､四日

市の総合アート展として高レベルの作品展になることを期待し､開

催します｡

作品の中には､時代を映し､それぞれのテーマを追求し､美や

技術や思いを自分の作品に凝縮し､表現しています｡その作品

が語りかける多彩なメッセージを聴きとりながら､作品とそして作

者との対話をお愉しみいただくアート展にしたいと思います｡広く

市民のみなさんにご来場いただき､作品をご堪能いただくと共に､

作品に込められた作者の情熱に想いをめぐらし､新しい時代の

芸術文化の胎動を感じていただきたいと存じます｡

日　時　2008年6月20日～22日

10:00-17:00 (最終日は～16:00)

会　場　四日市市文化会館　第1展示室

開催協力券200円

(但し65歳以上､小～高校生は不要)

主催　　四日市市･四日市市文化協会

四日市2008アート展実行委員会

後援　(財)四日市市文化振興財団

助成　　財団法人岡田文化財団



市民文化祭

趣味教養まつりと合同展

みえ長寿三酒支部　坂下　　勝

四日市市文化会館展示棟での趣味の作品展も回
を重ね8回を迎えました｡

みえ長寿社会大学･四日市市民大学で学んだ書
道･水墨画･伊勢型紙･陶芸･銅板工芸･ちぎ-絵･俳句･描画･各種工芸品･折紙など'各サークルで取組み'各自信作を一六〇点余出展して'同時に伊勢型紙･和紙ちぎり絵･折紙の体験コーナーで製作体験｡同好会によるフォーク'レクダンス'マジックショーを発表し'会場の雰囲気を盛り上げました｡合同展として趣味教養部門の写真･押し花アート'アートフラワー'振袖の帯結びの展示'体験コーナーも同時開催され'また特別支援学校学習発表会(障害児学級に通う子供の作品)も併せて行われ'五〇〇余名の来客には'各種の催しを見ることができ'満足して頂けたと思います｡

元気な四日市が好き日日四日市市文化協会主催

の平成2 0年度新春の集いが､今年も盛大に四日市都

華やかな中にも和気あいあいの雰囲気が場内を包んでいました｡

ホテルで開催､来賓･賛助会員､会員二八名が出席しました｡

開幕は､新春ら

しく琴静会と尺八の演奏から始まり､木村理事長の挨拶､四日市市長の協会への心温まる挨拶をいただき､会

200g
新をQT漫t･

員l同気持ちを新たにした次第です｡

続いてコールハモロ-の

素晴らしい合唱で､会場は

後半は四日市詩

の会の加藤恵子さんによる詩の朗読､さらに舞台では書道の花井高峰理事によるダイナミックな一筆を書いて頂きました｡また､彫塑の鈴木次男さんの手品で大いに笑い､都ホテル支配人中村象さまのご挨拶､

芝田副理事長の一本締めで幕となりました｡

(坂井　兵)

平成2 0年3月～平成2 0年7月西川流司女菊会

古典舞踊発表会

3月1 6日(祝)　1 1時30分～1 6時30分会　場　園田市市文化会館　第2ホール主　催　西川流　司女菊会入場料　無料お問い合わせ先　西川流　司女菊会

T･0595-82-1243

ささ菊会

民踊･舞踊まつり

3月1 6田(祝)　1 0-16時会　場　E]日市市市民会館　第1ホール主　催　ささ菊会入場料　無料後　援　瑞穂流　勘奈流お問い合わせ先　金森　通子

T･059-326-8231

第4 4回三省会喜作展3月28日(金)　1 2時～1 7時

29日(土)　9時～1 7時30貝臼)　9時～1 6時

会　場　四日市市文化会館　展示棟主　催　三省会入場料　無料後　援　四日市市･四日市市文化協会

中日新聞四日市支局シー･ティー･ウイ･(樵)FME)田市

参加者　会員十二名一般≡〇人　子供一〇〇人お問い合わせ先　花井　峰昇

丁･059-353-2874

女性文化大学

現代物着物ショーと源氏物語千年記

5月1 0日(土)　1 3時30分会　場　四日市市文化会舘　第2ホール主　催　(財)民族衣装文化普及協会入場料　無料後　援　四日市市文化協会お問い合わせ先　内田　量子

T･059-352-6390

日本舞踊　常磐流　舞踊会4月6只日)　1 0時～会　場　四日市市文化会館　第1ホール主　催　田本舞踊　常磐流　常磐会入場料　無料後　援　中日新聞社お問い合わせ先　常磐扇舟

T/F･059-331-5348

第九固女声合唱団｢京｣演奏会6月1日(田)　1 4時開演会　場　四日市市市民会館　第1ホール主　催　女声合唱団　｢京｣入場料　大人千円

(四日市市文化会館にて発売)

後　援　四日市市文化協会由白市市圭重県合唱連盟

三重県おかあさんコーラス連盟

お問い合わせ先　辻　隆子

T･059-346-0865



橘妃昌子シャンソンコンサート
(当協会会員)

2008年7月13日(日)予定pM5:30開場6:00開演

本町プラザ(JR四日市駅より2､ 3分)TEL 059(354)8600

演奏　ピアノ&ギター

曲目　恋Ib･私のパリ祭･バラ色の人生･美しい夏の雨･愛の賛歌はか

入場料　3,000円

(お問い合わせお申し込み)

橘オフィスTEL･FAX 03(3719)4252

I-一月､窓の演出から､ ～-､､/｢:＼一肌､｢

増改築まで-i

総合インテリア

片　　岡監雷露悪監東　3,冒_8_22
TEL　(059) -346-7933(代)

FAX　(059)-346-7913

E-ma批K-Kataoka@mx.baycky.ne.jp

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呈歪写雷,l芸警野讐 
〒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

平成20年度
四日両市文化協会評議員会

●ご案内●

日時　2008年4月26日(土)午後1時

会場　四日市市文化会館　第3ホール

内容　午後1時～　ざっくばらんトーク
ー木　勝弘さん(NPOちょっと自然副理事長)

午後2時～　評議員会

①平成1 9年度活動報告(決算を含む)

②役員変更

③平成20年度活動計画(予算を含む)

午後3時～　理事会ほか役員懇親会
～終了後､散会～

昨年の評議員会で､この評議員会に出席する評議員の人数を従来の

200人から80人にしました｡

第1-7委員会では､内規にある80人の割り当て人数を確認して､各

理事により加盟団体代表者の中から出席者を決定します｡

このようにして決められた評議員のみなさんには､当協会の全体を考

慮に入れた意見や要望を評議員会に反映していただきます｡

評議員のみなさんは必ず出席され､地元四日市の街が文化で元気にな

るよう活発な討論をお願いします｡

パッション第三十五号●発　行　平成20年3月1 5日●発行人　木村道山●編　集　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･本郷信禰清水暁子･下小薗重人

●発行所　四日市市文化協会

〒五一〇-〇〇五七四日市市昌栄町二一-一〇TEL･FAX〇五九　(三五一)三七二九

《編集後記》

☆春･･なんと優しい響き｡新メンバ

ーで編集の始まりです｡
☆市政二一年｡私たちはいっぱい友を

つ-り'楽しい年への躍進に期待大｡
☆この街の歴史を知る名士の方の貴重

なお話を聞き'大切さを学んだ｡

☆当協会の体制も軌道に乗ってます｡☆｢パッション｣はみなさんの握手の
ひろばです｡ご提言などたくさんお寄せ-ださ～い=　　　　　(延)


