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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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本町通りの商店街にギャラリー!‑さっそく歩いて見た｡

老舗の店先や､懐かしい店先にこどもたちの作品が商店主に
守られてギャラリーとして輝いていた｡

･ ･ ･ (N･ Ⅰ)

写真

加藤

四日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､
文化協会事務局へご連絡ください｡
〒510‑0057
TEL･FAX

四日市市昌栄町21‑10｢市民文化課分室｣内
059‑351‑3729

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)

武

皆さんの財団です｡これまで この春新たに発足した市民の

ます｡ いただいた'いく人かをご紹介し

まちづく‑振興事業団は'

｢街づくり

な発展のための熱い想いをお寄せ そんな声が聞こえています｡豊か にするため'何かをはじめよう‑｡ わたしたちの街をもっと輝く都市

■特集■

Hr

人づくり｣

象徴ト

くh

(市文化会館シンボルマーク)

現の一翼を担わせていただく

み続けたくなる四日市｣ の実 携して､市民の皆さんが｢住

し､市のまちづくり施策と連

とづくりが今求められていま 振興を通じたまちづくり'ひ あるということであ‑'文化 くりはひとづくりと一体｣ で
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市 全額出資の4財団を統合 等と幅広‑なました事業の 協会及び都市整備公社等四日 文化､国際交流及びレジャー の'文化振興財団'国際交流 ことを目的としてお‑ます｡

｢まちづくりは
ひとづくりと‑
/∫

㈲四日市布まもづくり振興事業団

理事長

小菅

弘正

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

の条件は､｢まちづ す｡まちづくりへ のであると考えま 係を築いてい‑も

います｡ いりたいと思って づくりを進めてま

え､人と人との関 程で人に影響を与 のであり'その過 己実現を目指すも の成長'個人の自

文化を通じてまち 最も重要であり' 文化振興の分野は に潤いをもたらす いわれる今日'人々 が希薄になったと 中でも'人間関係

文化とは'個人

ども全力を傾けてまいります｡ 頼される財団運営に職員とも 財団として責務を果たし､信 援し'公益性を有する市民の

援を心からお願い たします｡

市民の皆さんの力強いご支

もに'皆さんの文化活動を支 事業を提供及び普及すると

考えております｡ 興に取り組んでまい‑たいと

市民の皆さんに良質な文化

市民の皆さんのための文化振 携のもとに'新たな気持ちで とは'市と もに強い杵と連 ております文化協会の皆さん 績の上に'幅広‑活動をされ 市の文化振興に長い歴史と実

まいります｡

特に'多分野に亘‑､四日

日市｣ のまちづく‑を進めて でよかった､住み続けたい四 市民の皆さんと もに ｢住ん 化事業の展開にも意を注ぎ､

きる力を生かし'地域への文 財団の幅広‑弾力的に対応で

す｡

私たちは'統合されたこの

特集〜｢街づくり･人づくり｣〜
一度の定期演奏会'毎年行わ の2時間練習である｡二年に の活動は週に一度 (火曜日)
習を線‑返している｡ ス慰問演奏等を目標として練 ンクール'毎月のデイサービ 全日本合唱連盟主催の合唱コ れる県の合唱祭'市の合唱祭'
近‑の大所帯となった｡日頃 発した合唱団も､今は四十名
このたび､その全日本合唱

が流れた｡ 受けてから二十年余りの歳月

当時十五名ほどの団員で出

私が合唱団の指導の依頼を

おかあさんコーラス

全国大会に思う
女声合唱団｢京｣

指揮者

竹内

宜秀

は福島県郡山市でおこなわれ 国大会にいどんだ｡全国大会 員全員に満点をいただいて全 まちまちである｡今回は審査 主観､好みによりその評価は 評価に一任するわけであるが' 点数が明確でない｡審査員の しかもスポーツなどのように の甲子園出場にも匹敵する｡ 第一の関門である｡高校野球 ‑'こ を突破するのがまず あさんコーラスのレベルも高 至難の業で'中部七県はおか ないといけない｡これがまた 部大会の上位4団体中に入ら

はその前に中 に出場するに た｡全国大会 に酔いしれ あふれ､美酒 歓喜の叫びに る｡団員一同 願達成であ 二十年目の悲 賞に輝いた｡ において優秀 ラス全国大会 かあさんコー 連盟主催のお

る｡

ベーションの高低は演奏の出 団で行うことだけにそのモチ 配は何もいらない｡ただ'集 で､緊張とか上がるとかの心 こなしてきたベテランぞろい た｡団員達は何度もの舞台を

私も気を使いながら指揮をす ングアップ不足にならぬよう をしすぎず'しかしウォーミ 点に持ってくるように､練習 本番前の練習は演奏時間を頂 来不出来を大き‑左右する｡

第3 1回全日本おかあさんコーラス全国大会

おります｡

さい｡

手招きしながらお待ちして

あられる方は気軽に来団くだ

ならない｡ だいたというような気がして に対して大きなご褒美をいた の優秀賞は日頃の団員の努力 のつも‑でいる｡しかし今回 その他の演奏会はオプション 積み重ねてい‑｡したがって

けて行きたいと思っている｡ 合唱団はこれからも活動を続

もし､合唱の経験'興味の

ひとつの大きな誇‑を胸に

演奏会を目標に選曲し練習を 基本的には二年に一度の定期 私にとっても本当に心地よい｡ いあいとしていて指導をする んな本当に仲が良く'和気あ のもめごとが少しもない｡み 女声合唱団にありがちな内輪 んであると思う｡しかして､ ない｡このことが上達のゆえ ると思う｡決して妥協を許さ

‑組む意気込みのスゴサであ に前向きにしかも徹底して取 唱団の特徴は'何事にも真剣
私から見た｢京｣という合
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古屋からこの四日市に来た私 ています｡昭和四十七年に､名 商店街の一つで有った'と聞い

｢顔｣として最も繁栄していた

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

幣商店街は'嘗て四日市 の

前例のない｢山車｣の写生大会
四日市本町通り商店街振興組合
副理事長
アーケード改修整備実行委員長

加藤

で復元しています｡ 昭和六十三年に商店街の有志 キのから‑り山車 岩戸山｣は

‑で人気を博しています｢タヌ 大四日市祭‑･秋の四日市祭 報を行ってきました｡そして､ みチラシを利用し積極的に広 の｢感謝デー｣を新聞の折り込 三十年以上になった売出事業 品｣｢鉢花｣｢商品券｣の交換会と

感謝申し上げます｡ 商店街の皆様のご尽力に厚く

要では｡
こんなことが､｢街づくり｣の

頂いた山車保存会･四日市 ･

イベントに御理解とご協力を 大変嬉しく思っています｡この を開催し'無事終了したことを 文化に親しみながら写生大会 子供達が寄‑合い､郷土の伝統

‑グルメバスツアー｣｢飲食料 ボンポコスタンプ事業で｢日帰 事業概要は､十七年目に成った 来られる地元主婦が大半です｡

｢大猪｣が一堂に集ま‑､沢山の

なり'徒歩や自転車で買い物に

神丸｣｢菅公｣｢嚢破り｣｢岩戸山｣ 無い晴天で'｢大入道｣｢鯨船明 実施しました｡当日は雲一つ て貰い'前例のない写生大会を

建造

を中心にした近隣型商店街に 組合は地域密着型の最寄り品 の四日市本町通‑商店街振興 をしています｡今日では､私共 その殆どが停滞若しくは衰退 て来た一握りだけの商店街で､ プトを真剣に取り込み実行し その地域が創り上げたコンセ 店街は､長期ビジョンを持ち' で今'にぎわいあふれている商 て想像をするだけです｡日本中 にとって'その当時の写真を見

る四日に本町通‑商店街に来 しますが､その準備が出来てい は五日に出練‑と練‑込みを は十月四･五日で､通常'山車

画･運営を考えたからです｡

秋の四日市祭の開催は､今年

として'本町通‑商店街が企 日市 制百十一周年記念事業 それは､｢山車の写生大会｣を四 番に祈ったことがあ‑ません｡ ぎた人生で｢晴れた日｣をと一
十月四日'とうに半世紀を過
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四日市商店街への

LanChang :佐藤秀俊

オムニバスアルバム:ゴトーチバンドアーカイブarea3 ･ 4
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といわれているコス あった｡そう､火元 う一つの驚きの姿が
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した状態は終わっ 行いながら､騒然と の延焼などの確認を め'ケガ人や周辺へ メンバーや仲間を集 あった｡それから' 日市商店街の火災で きの光景だった｡四 人が見たものは'驚

た｡
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私が商店街へ向かっ に驚き､MACKと が赤いぞ｣という声
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｢商店街のほうの空
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その店のマスターの 仲間たち'そこへ' ていた私たち二人と ろで打ち合わせをし 日'市内のあるとこ

商店街へ着いた二

すると､そこにも

2007年9月1 6

恩返し

与える｢エンタメ団 希望･情熱･感動を くの人 心に勇気･

られてきました ク多 二人は四日市でも知 て いたLanCFang｡

どの音楽活動を続け ム､20歳から作曲な

して､1 5歳からドラ た私CH‑KAKO､そ

帰れなかった｡ 配でそこにおいては その後ろ姿を見た時には' あったが' 知‑合いで はもちろん いる､彼ら 楽をやって である｡音 モ楽器さん

に憧れ､音楽を始め ドリカムの吉田美和
2003年から'

C HIKAKO

5年日月

す｡ もありま ンバーで

の設立メ

200

Project｣″

一丁.こC..!‑､†r.fVLJAT5

MACK

･∴こ1‑I. 〜::∴喜■ 10 I‑ ･?b

心
これだと思い'おきてしまっ 人たちが出てきた｡そうだ､ 今度はそれを応援して‑れる らうことが出来た｡そして､ 置やイベントを開催させても

復興支援活動を始めた｡ 訪栄町商店街｣という名前で

てきた｡

LanChang

ことを目的に地域活動に続け のきっかけに自らをしていく

しや'広告塔'ネットワーク あげられた｡それからは町興 1 2月にMACKProjectがたち g‑ow″が結成され､その翌月 に二人のユニット〝E<enig

いろんな所への募金箱の設

に‑‥四日市諏 も､｢頑張ろ 四日市祭で 07年1 0月の なった｡20 始めるように などで募金を や'イベント

‑合いのお店 の為｣と､知 初めは ｢仲間 てもらうが' の話に戻らせ
さて､火災

行きましょう｡｢頑張ろに=‥｣ らも同じようにお互いこれで い｡商店街に対してはこれか 最初のステップにしかすぎな いっぱいまで行うが'これは

返しである｡ たいと思う｡私たちからの恩 をこれからも伝え続けていき かない ところだという思い 自分たちがある｡こんなに温 世話になった｡そして'今の てもらい､いろんな方々にお て もらった｡こ で'育て

募金活動は20 8年12月

かった｡

二人とも'この商店街に育

を願う方が一人でもいれば良 かはどうでもよかった｡復興 催してきた｡募金のお金なん 鉄の駅までのStre tLi<eを開 いった思いから'毎木曜に近 とを知って欲しかった｡そう の方々が復興を望んでいるこ ている商店街の方々に､多く

ントなどで改めて､気落ちし かった｡この募金活動やイベ なく'それを忘れてほしくな 災を風化させてしまうのでは はつかない｡しかし'この火 た火災はどうしても取り返し
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を結成しました｡ 当時携わった人々が｢文化会｣ さな灯をともし続けたいと' の時の感動が忘れられず'小

学校が誕生｡翌年､町の中心 納屋小学校と統合し'中央小

｢名フィルによる室内楽｣｡そ

六三年の春でした｡第一回は サートを企画したのは'昭和 TAが協力して手作りコン 東小学校の自治会'育成会tp 文化に触れる場を｣と'中部

この町に｢普段着で一流の

平成七年､中部束小学校は

第2 0回記念の催し
講演とコンサートのつどい
'○ロ

写真と講演

水中印*中村征矢はrl拙文暮●)

〜ご来場'お待ちしています〜

Ot3.38〜

葛賢一オーケストラアンサンブルコンサート

痛

佐藤

宏(EPfrフィルハーモ=‑f拙Et)とその仲間達

※中央小学校ハートフル合唱団も歌います

れ'固い結束が生まれました｡ の鶴の一声で､垣根は取払わ 域にコンサートは必要!｣と りましたが'重鎮の ｢この地 方の違いで'小さな摩擦もあ の意識の違いや'年代の考え 地区が加わった当初は'互い 再スタートしました｡新しい

指導の下での企画運営でした
｢盲i盲夜雨てお或めくだ或T:

手〇･.､Tf:.lil‑.℃

利lltell斤かJLl Z℡王1‑LB仲村t)1
ソJレティコマダ(FJH

Jle'‑!=1ヽPこ

LP史

入組洪(中rTl

エ■

L=斗

｢中央小学校区文化会｣として

納屋小学校区の面々も加わり､ 記念コンサート｣開催によ‑' 部に本町プラザが完成｡｢落成

発足時は'地区市民センター

主催/中央小学校区コンサート冥行垂A金
‑.Lt I=7,1こ■1.ti)ニ

▼'Jll

A!た37とtlEi声JJiS13

故は/中部地区市民センター

は'小学生だった人

す｡ 作‑コンサートで

て'今では完全な手 主婦の心配りも加え 者のセンス'それに て､先人の博識'若 員が手助けしてくれ 印刷等は'プロの会 が､会場設営'照明'

二十年余の歴史

めぐる社会的テーマの取‑組 い映像を通して､人間と海を 写真家､中村征夫さんの美し ドラマを見つめてきた､水中 的な海中の風景や生き物達の 一部‥･世界の海に潜り､神秘 内容 ご案内できる事とな‑ました｡ わしい､魅力あふれる企画を け'まさに二〇回記念にふさ 文化財団助成事業の認定を受 一 一周年記念事業'㈲岡田

*中央小学校児童(ハートフル合唱団)も歌います

一部 写真と講演

二部 オーケストラアンサンブルコンサート

佐藤宏(中部フィルハ⊥てこ土日楽総監督一

プログラム 会費 七〇〇円 会場 四日市商工会議所第一ホール 日時 1 月2 日出 1 3時30分開演

謝いたします｡ られてのことです｡心から感 や各団体の協力､助成に支え の皆様の熱意と応援'小学校 こまで辿‑着けた事は'地域 ります｡色々な時を重ねてこ 例行事として認知されつ あ 化会は小さいながらも町の恒 にはいつも車椅子が並び'文 て支えてくれます｡前列左側 い人が'現在リピーターとなっ るものに足を運んだことのな のない人'コンサート会場な シックもジャズも聴いたこと 参加の人も増えました｡クラ かった夫を巻き込んで'夫婦 加も可能にしました｡腰の重 が親となり､三世代の家族参

今回はさらに､四日市 制

ご来場下さる皆様から'次

水中写真家中村征夫三門挙葦善一

(清水 暁美)
とその仲間達

l

l

l

l

l

一

一

l

いる企画です｡ プレゼントしたいと'続けて 歌う､かけがえのない経験を なう子供達に'プロの演奏で る合唱は'我が町の未来をに さらに'中央小学校児童によ 動を全身で味わって下さい｡ ルコンサート｡生の演奏の感 名のオーケストラアンサンブ 佐藤宏さんとその仲間達一〇 モニー交響楽団の音楽総監督､ 心に躍進する'中部フィルハー 二部‥･近年'東海エリアを中 みを話していただきます｡

から願っております｡ 会が末永く続けられる事を心 なる活動への力を得て'この

海の力'自然の力､そして人間の力

l

特集〜｢街づくり･人づくり｣〜
発｡

l･･I･l"J･l")･l･･J･l･･)･l･･1･l･･)･l･･)･l･･l･l･･)･l.･)･l･･J･l･･)･l･･)･l･･)･l･･l･l･･)･l･･l･l･･I･l･･I･l･･)･l･･J･l･･)･l･･I･

持った入会者87名が元気に進 ターからご来臨賜‑資格を 教育委員会､県生涯学習セン 育協会'県教育委員会'津市

が誕生｡ 涯学習インストラクターの会｣

当日は文科省､社会通信教

昨年6月､念願の ｢みえ生

市民大学
四日市学
西前

たちと交わる｡ 委員に参画9か月多才な先輩

とした企画運営ボランティア

0 ｣ のじばさん三重を会場 この間｢まなびピア三重20

もっと知る為2年連続受講' 四日市学への受講で四日市を 朗読'広報で知った市民大学 ため'水泳'ヨーガ､太極拳､ かけた肉体のケア‑と回復の 長い時間､我に返りまず壊れ 日々'反面大いなる戸惑いの の実感､夢希望など欣喜の

た｡

10年前定年で解放感と自由

知‑2級から1級へそして｢学 の資格は20 年に新聞で

延彦

先般終了｡ る〜) をテーマに6回講座で の末､Cコース (人間塾〜生き への企画運営団体として審査 早速本年度の四日市 民大学 治は北勢ブロックの要となり

たな一歩を踏み出す時を迎え 私個人も退職1 0年を総括し新 クターの今後の指針と同時に

県内を5ブロックに分割'統

この取組はみえインストラ

良い経験をした｡ 諾々火花を散らしたことなど 年間夜中の1 2時前後まで侃々

地域活動の活性化を図る為

日市祭を創る会｣ に参画し5

を取って結成した｢2 1世紀四 画'さらに青年会議所が音頭

生涯学習インストラクター

｢町づく‑･地図づくり｣ に参

また都市計画課が主催した

生活を見つけてください｡ を信じて新しい生き方元気な わず'驚かず､惑わず'自分 みたい｡皆さんも恐れず'疑 斐を求めて元気な70代を楽し れ生き方を見つけ今後も生甲

設立を見て現在に至る｡
私は四日市の人々に育てら

‑の為設立準備委員会に参加'

国語講座を開設今も継続中｡ 楽しく学ぼう会｣を結成し中 生した日｢学習ボランティア
三重に生涯学習の拠点づく

ない｣と知る｡ んとな‑｢求めすぎてはいけ

合併により新四日市 が誕

‑の心境には至りませんがな 秩父｣を2年掛って結願､悟 寺と日本百観音｢坂東､西国､ 身を浴しながら四国八十八ケ 未知への憧れと敬慶な世界に の区切‑に巡礼の旅を実行｡ ればと自分探しを思い立ちそ 70歳までは人と共に活動でき

証を得た｡ びの達人･遊びの達人｣ の認

65歳までは自分への投資'

特集〜｢街づくり･人づくり｣〜
研究の拠点として活動が本格 野に特色を持たせた看護教育･

市の大学として'産業看護の分 ズに応え､さらに産業都市四日

は'こうした幅広い社会のニー

まで広がってきている｡本学 おける健康管理･健康増進に 設･保育園から､産業の現場に 診療所にとどまらずに介護施 年'看護職の活躍の場は病院･

があふれるこの頃である｡近 がすぎ､キャンパス内にも活気 の大学として開校して一年半 市 のご支援のもと公私協力

産業都市四日市の文化に想う

四日市看護医療大学が四日

四日市看護医療大学図書館長
スを同じくする四日市大学の 感謝している｡また､キャンパ 有効に活用させて頂き本当に

ご寄贈いただき'研究･教育に 雑誌のバックナンバーを多数 日市高等看護学院からは専門 不足はいろいろあるが'市立四 る｡できたての単科大学なので 類の規模になったところであ 材六〇 本､和洋雑誌一〇 種 〇〇〇冊､ビデオ･DVDの教 図書館として'やっと書籍一〇 が､北勢地区唯一の看護領域の

化したところである｡

さて'本学の図書館である

育てていきたいと思う｡ 暮らしやすい街にする文化を 業都市四日市を活気にあふれ､ てることが大切だと考える｡産 処できる文化を育て､人材を育

教 授 山崎 正人

とらえ'理解した上で的確に対 らの問題を自分の課題として この地域の大学としては'これ が期待されているように思う｡ の問題の水先案内人たる役割 行する'公害･環境汚染･健康 文化があり､現在､広‑､深く進 汚名をはねのけてきた歴史･

考えている｡ 展に少しでも貢献できればと

報拠点として'地域の文化の発 も､看護分野中心の開かれた情

利用させてもらっている｡ の蔵書があり'こちらも大いに 教養･一般書を含め十五万冊 報学､政治学などの専門書から

しご利用頂いて るが'今後と

図書館は､すでに地域に開放

四日市には'ぜんそくの街の

舞台/音響/照明
公共･商業ホールの管理･運営､管理スタッフ派遣

総合舞台㈲グローバルステージ
代表

角野

明則

〒514‑01 16三重県津市夢が丘2‑9ト18

T E L (059)2;3i 89107̲1..Fr210#o)72 33 ‑ 6472
E‑mail:kadono@actl.jp i‑mode:gs.20butai‑53 1 9kadono@docomo.ne.jp
事務所 〒514‑2321三重県津市安濃町野口大谷596‑1

はじめ'経済･経営学'環境情 情報センターには'文学､芸術

きたいと思っています｡ 皆様にも聴いて頂 楽であり'是非' グラスは素敵な音 私にとってブルー

次のようになっています｡ギ

りません｡しかし' がしない訳ではあ たく｣ っほい感じ あ‑ませんが'｢お で､麻生首相では

とがありますの

うデータを見たこ

o･02%だとい 聴いている人口は でこのジャンルを

いようです｡日本 り認知されていな 本においてはあま

るのが通例で､日

ンのひとつとされ

トリー&ウエスタ

ジャンルは､カン

ました｡ブルーグラスという

にブルーグラスを聴きに行き

ブルーグラスの楽器編成は

唱部分が入っていまして'一

先月'市内のライブハウス

和感があるかもしれません｡

ラットなため)'フィドル (バ

マンドリン (楽器の裏側がフ

ターンが多いようです｡この

ながら集まって重唱するパ つのマイクに何人かが演奏し

タ1㌧ バンジョー'フラット･

演奏方法は､歌には必ず重

ちょっと違 は'最初は なれた方に

続けていこうと思っています｡ いまは｢おたく｣ っぼく聴き

などを聴き

ンポップス 楽やジャパ るため'邦

を広げられたらと思いますが' れません｡ブルーグラスの輪 音楽とはそういうものかも知 す｡好みは人それぞれですが､ たりとした気分になれるので と､不思議と心が落ち着きゆっ

音色を奏で 細で独特な の楽器は繊 ベース以外

す｡ なってしまったという次第で

ギ ターと

ものです｡

が基本的な スというの

んだんとブルーグラスの虜に を追いかけているうちに'だ まいました｡2人のレコード グラス曲を聴いてしびれてし の父ビル･モンロー″ のブルー ワトスン〟と〝ブルーグラス

の)'ベ ー

目の天才ギタリスト､ドク･

ブルーグラスを聴いている

生したも

ターから派 ワイアンギ

価値あ‑と思います｡

ド感あふれる早引きは一聴の ルメンタル曲もあって'スピー 思います｡また'インストゥ ハーモニーも魅力の一つだと

ドプロ (ハ

イオリン)'

私の場合は､大学時代にク盲

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事務局一呈歪3:7(,詔票,Sb讐讐
〒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

木造で新築され､昭和4年には 年には保光苑(現諏訪公園)に 所付属建物内に移転Lt大正5 の後､大正3年には当時の市役 設する形で開設されました｡そ 時の市長福井銑吉氏により付

(現在の中央小学校の場所) に

日当時の第五尋常高等小学校

を迎えました｡明治4 1年1 0月1 年1 0月1日に開設一〇〇周年

四日市 立図書館は'平成20

四日市市立図書館館長平田

滋宜

国の登録有形文化財に指定さ 帰しました｡なお､平成1 5年に 和24年に市立図書館として復 に転用されましたが'また'昭 にも耐え'戦後一時'市立病院 されました｡この建物は'戟災 四日市 立図書館として寄贈 新築され､図書2千冊と もに 二階建の建物を諏訪公園内に ては珍しく､鉄筋コンクリート 実業家熊洋一衛氏が当時とし

出身の文学者伊藤桂一氏の講

た｡

氏の絵本原画展を実施しまし 図書館二階視聴覚ホールで同 講演会を'2日から1 2日まで 氏(薮内正幸美術館 長) の 辛(故人) のご長男薮内竜太 ホールにて'動物画家薮内正 念講演会として文化会館第三 1 0月1日には'一〇〇周年記 サテライト移動図書館事業や 号｣を夕方から稼動させた､ 近‑に移動図書館車｢みなと 金･土曜日に『すわ公園交流館』 すべき年であり､8月の毎週 開設一〇 周年を迎える記念 所を巡回しています｡本年は' 辛(自動車文庫) で市内93箇 す｡また'2台の移動図書館 数は約27万人にも達していま は約4 1万6千冊'年間入館者 9万冊でした｡現在の蔵書数 開館当時の蔵書数は'約5･

また'日月13日には'本市

●●●●●●●●●●●●●●

(施設概要)
所在地

四日市市久保田‑丁目2番42号
TEL: 059‑352‑5108
URL: http//www.⊂ity.yokkai⊂hi･mle･jp/library

開館時間

火〜金曜日 午前9時30分〜午後7時
(児童室､点字･録音資料室､学習室､一般研究室は午後5時まで)
土･日･祝 午前9時30分〜午後5時

休館日

毎週月曜日､毎月第2･第4火曜日
年末年始(12月28日〜1月4日)

特別整理期間(6月中の約10日間)
●
●

●●●●●

されています｡ して現在も多‑の市民に利用 れ'現在'『すわ公園交流館』と

7月1 0日に開館したもので'

現在の図書館は'昭和48年

す｡ ますのでよろし‑お願いしま がんばってまい‑たいと思い る図書館を目指し'職員一同

れからも市民の方々に愛され 演会を開催いたしました｡こ

Spalknng PeISOnah'tY #くひと
ひとすじ

｢ギター一本

いのち果つるまで｣
中村ヨシミツさん
ンソン'カンツォーネ'ラテン､

ブでの公演でした｡ 38年夏'法政大学ギタークラ 日市 民ホールでした｡昭和 い起こせば'最初の公演は酔 台活動) 45周年を迎えた｡思

ら'独自の世界を創ってきた｡ のアーティストと響漬しなが や舞踊家など様々なジャンル 足らず'洋楽から邦楽､役者

クラシックから出発してシャ 流から作曲も多く手がけた｡ 指して､詩人や作詞家との交

●●●●

クラシック･ギターに飽き

又'日本のシャンソンを目

今年'私はギター人生 (舞

舞台活動4 5周年を迎えた

●●

プロフィール
い演奏が出来て聴衆に伝わっ 聴衆によって変えられる｡良 イブの出来具合は‑集中力と ンディションが悪くても､ラ

変さがよく解る｡ の移動が大変､車イス方の大 ターとスーツケース (重い) 労している｡旅が多いのでギ 目が覚め'起きあがるにも苦 同様である｡朝は手の痛みで で来ている｡スポーツ選手と ら'腕などのいたる所が痛ん

んできた｡ 広‑‑ギター人生‑‑･を楽し ポップスそして演歌など‑巾

だがもう鵜年'指や手のひ

指が痛くても'からだのコ それでもまだ止めない‑･

さまざまなジャンルのアーチストとの即響
演奏をかさね､独自の世界を創り出して､海
外でも活動している｡98年｢夢幻‑六弦は
無限に夢幻‑(特別企画･阿木耀子の世界
〜幻〜作詞･阿木耀子/作曲･中村ヨシミ
ツ)｣ (35年記念公演)｡

アウシユビグッへ送られたこともたちの｢テ
レジン/もう蝶々はいない｣ (作･野村路子
/作曲･中村ヨシミツ)は､ライフワークとし
て全国各地で公演｡2001年9月チェコ共和
国テレジン市で招待講演｡今年̀08,舞台活
動45周年目になる｡
2000年7月

CDアルバム

｢魂のギター/中村ヨシミツ"夢幻"｣
2005年夏 ヨシミツ作曲集CD
｢紫陽花/歌･三原ミユキ｣

か止められない｡ また旅をしぞおもう｣ なかな 見かえる寂しさに 誘われて くれました｡｢終わ‑たる旅を 人が'若山牧水の詩を送って ら続けて来られた｡信州の友 らしい人達に出会えた｡だか
ギター人生､まだまだ続く

ギター人生45年'私はすぼ

私はすぼらしい人達に出会えた

‑､よく視て下さっている｡ いる気がする‑』 正にこの通 んの魂の震えが'凝縮されて 静寂‑そこにこそヨシミツさ 巧みな指使いのあとに訪れる だけでな‑'間を奏でている｡ 主だ‥･実際に聴こえてくる音 シミツさんは絶妙な間の持ち 術の真髄はク間″ にある‑ヨ さった言葉で 『‑すべての芸

耀子さんが45周年に寄せて下 が基本である｡作詞家の阿木

イヤー冥利につきる｡ わるのである｡ ライブ･プレ クの問題では無い'｢心｣が伝 た時は最高!これはテクニッ

シィ‑は'｢美しい音と〝間〟｣

私のギター演奏のポリ

川川川HHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHH日日=川HHHHHHHHHHHHHHHHHHHl

シリーズ

舞上の傑常

⑧

川HHHHHH川日日日日日日=HHHHHHHHHHH日日川HHH川HHHH川HHHHH川HH川Hl

堵星

龍

日本慧協%#AFB?

昭和10年(1935)､講談の名人神田伯龍(1890‑1949)の直弟子となった一人に､四日市ゆ

かりの諸星龍がいたことを知る人は少ないであろう｡

諸星は伯龍没後の昭和27年より4年間､文化放送･朝日放送で自作自演の｢逸話の和泉｣

をラジオで流し､全国に諸星フアンを激増させたことで知られる｡洋の東西を問わずに歴

史上の人物や文学者を紹介する､その博覧強記と雄弁さは､言語学･音声学はもとより音
楽･映画･演劇などの理論か

ら､アメリカの販売心理

学まで幅の広い科学によっ

て裏打ちされたものとい

われた｡

諸星は日本大学国際研究
ら､｢話術(後に話題)研究

所講師も務めるかたわ
所｣を創設して自ら所長

に就任し､全国の学校･職場

を巡講して｢話し方教室｣

の創設者､｢ビジネス話法｣

の第一人者と称された｡

昭和39年出版の『三分間

スピーチ』(光文社)は大

ベストセラーとなったた

め､今でも諸星龍の名を

記憶されている方も多いで

あろう｡同書のほか､『説

得』『勝つ』(ダイヤモンド社)など生涯で30余冊の話道関係書を世に送りつづけて平成4年
(1992)3月に80歳で没した｡

明治44年(1911)6月静岡市に生まれた諸星は幼児期に､父の転勤で家族ともども四日市

市に移居した｡旧制富田中学校(現四日市高校)に進学し､後に小説家となる田村泰次郎や
プロレタリア詩人となる鈴木泰治らと同級生となった｡在学中は自由奔放に過ごし､五年

生時には両親の意向で英語教師中島宅に預けられたとも言われる｡
一方では文学熱も盛んで二年生時からは同級生とで回覧同人誌『sAGIRI』 『KAGE』を

出し､諸星自身も｢塊偏師｣｢剣法｣などを発表した｡この後文学を目指して上級学校を望ん
だが､父が急逝したため断念｡

卒業後は会社勤めをしながら昭和10年より天才講談師神田伯龍に師事して一能と号し
て伝統話術を学び､新講談を創作した｡戟後は幸町に居を構え､後に名古屋市へ転居｡
昭和30年代前半は文芸雑誌『近代説話』でも活躍した｡同人は花岡大学･寺内大吉･堤清
二･司馬遼太郎らで､後に伊藤桂一も参加するといった静々たる顔触れであった｡

市貝文化祭
ス宇IJJTJL

ジをテーマとしたストーリー性のある踊りを競演､ゴスペルの名曲を歌った混声
合唱団､ギター演奏､マリンバフェスティバル､エレクトーンライブ､フラダンス､みん
なで踊ろうフォークダンス､マジックショー､民話語り､イベントとして手作り作品の

展示･体験･即売コ‑ナーほか､日本民謡､市民囲碁将棋､郷土文学ゼミナールと
実に多彩な催しで有意義な2日間(5000人が来場)でした｡
最終日には､市民のみなさんと文化協会会員の｢ワクワク交流会｣を開催､ 100
名以上の参加で歌と語らいで親睦をはかりました｡
四日市市文化協会

副理事長

加藤

武
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今年のフェスティバルは､四日市で活躍する元気な文化団体(個人)が
ジャンルをこえて一同に､一緒に見て､聞いて､ふれあって､感じ､歌い､踊
りませんか!をテーマに大いに盛り上がりました｡

体が自然とリズムを取るような迫力ある演奏､手作りとは思えないほど
細やかな細工､体全体で表現された見事な技･‑‑｡様々な伝統工芸や
文化があり､見る者､聴く者に愛と感動を与えてくれました｡
中でも､第2回四日市音楽祭として､新ペアーレ四日市による4才から
大人までのメンバーのダンスパフォーマンス､小原バレエスタジオのク
ラッシックバレエ､シティスポーツ四日市他による"次世代へのメッセー

第58B]四Ej市

市貝文化コエ
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真赤な蓄蔵の花咲く

四日市市教育委員会賞

少しつ こ ろ壊れてゆきさうな夏の日

いふだけで良し 備中も馬鍬も知らぬ若者が農継ぎくる と

四日市市長貰

綾歌

クレヨンは嘘のない瞳で母を描く

切甘寺零封鼻骨を 常々田

伊藤桂一賞

入賞作品

パッションひるは

二部掲載)
いなべ市一木 鈴子

四日市市 中山トシ子

四日市市長賞

シナリオを変えた一つのある出逢い

叫神

名古屋市 山田 千一

優秀賞

息吹いて紙風船の色広ぐ

四日市市教育委員会賞

初桜戦火に散りし父思ふ

四日市市長賞

息吹いて紙風船の色広ぐ

鉢や

優秀賞

時は尾が止まらない 犬の尾は気持を表現出来るんだうれしい
四日市･大谷台小学校 六年 服部まどか

四日市･富田中学校 鈴木 健

四日市 門馬千恵子

四日市 中尾 久子

桑名市 斎藤たみ子

半歌仙｢風生まれ｣ の巻 四日市市教育委員会賞

旗振って送りしことも夢ならば瀬野 喜代

昭和基地よ‑届‑恋文

爽竹桃の蔭に慰霊碑 三洋かずみ

釣人のひとりぽつんと秋の岸 西尾 泰一

半歌仙｢つくしんは｣ の巻 四日市市長賞

寡黙なる父と語れば月更けて 坂 和美
笑い茸など混じる 竹篭 坂妙

連句

優秀賞

夏休みたかが宿題挫折する

四日市市教育垂員会賞

水脈を探ると母に辿‑つく

四日市･三重平中学校一年 芳井 俊幸

四日市市 坂 和美

津市 瀬野 喜代
桑名市 宇田 文子

後藤 秋千

ただ皆々とや‑過ごしていたものだ その‑せ薄く間延びのした残‑の月日を はかな‑も短い命待つ間の 陸へ身投げをした魚のように

おか

これといって書き加える一行もなく 僅かな余白にはもう 逮‑過ぎ去ったあとの ふと気がついて見れば'そんなすべてが

た女たち 愛し合いながらも'ついに結ばれることはなかっ 夜ごと熟‑革命を語‑明かした仲間たちや けだるい倦怠をもたせかけるのに程良く その背も#).弟の具合や肘掛けの高さは

それが私の'さ やかながら一番の楽しみだった ブランデーたっぷりのカフェ･ロワイヤルを味わう 遥かな蒼い山並を眺めながら 明るい小楢の木洩れ陽を浴びて

煤けた小さなコテージに私は住み 夢想家だった伯父ゆずりの 詩人でも学者でもなかったけれど､星に詳しい それは生前'私が愛用した椅子で

誰でもない誰かを坐らせて､ある その真ん中に､白いパイプ椅子が一脚 雑草の生いしげる狭い台地があって ひすい谷の'切り立った崖の上に

四日市市長賞

楓代藷

孤 独

いなべ市一木 鈴子

おだやかな毎日の中で花壇の雑草を取‑ 暖かい喜びをあたえてくれる恵みの雨｡ 六月の雨は人にも木々にも'すべての生き物に' た‑まし‑越冬した木々の新芽が目に肱しい｡ つげ,柿の木､紐寮,新茶, 白い蛍袋や青いアジサイが僻き乍ら花開く｡ 六月の雨にピンクのバラの菅が散らみ 六月の雨に田の苗が青一色の織機となる｡

四日市市長賞

風が現々と吹き抜けてゆく 陽は燦々と台地の上に降‑注ぎ 白いパイフ椅子が一脚'造かな蒼い山並を眺めている 今日も'誰でもない誰かを坐らせ

わたしはたぶんこう思う そのときのハムスターの気ぶんだったら ホタルを食べちゃった ‑

うちのハムスターは

椅子はひと‑見捨てられたま ､そこに､ある 台地がいつか､深い谷底へ崩れ落ちるその時まで ない プラスティックで出来たパイプ椅子に'それは､ 生あるものには'滅びという安らぎもあるが

そして何故かパイプ椅子だけが残されたのだ 後をまたもとの更地に戻してしまった 小楢を切り倒して いとも易々とコテージを取‑壊し

赤錆びた汚らしい機械と一緒にやってきて すぐさま屈強な男たちが何人か それを待ち構えていたらしく やがて私が亡くなると

六月の雨

四日市市 佐脇 昭子
じゅうたん

ハムスターも光っちゃう ‑

そして光ったま だったらどうしよう ｢わーまっ‑らだ‑Lはや‑光らなきや｣ おなかの中でこう思ってるかな ホタルの気もちだったら みんなだったらどうお‑ それならお花のほうがマシ ぜったいいやだ ｢おいし〜⑳｣ でもこうだったらどうしよう

｢うえつまずい ‑=:A

優秀賞

光るハムスター

菰野町 三年 矢田 楓

涙の雨をいっぱい溜めよう｡ そして六月の雨と共に､私の胸の中に 命日にはお仏壇にいっぱいの花を飾ろう｡ 六月の雨は'父母兄弟を亡くした人達の涙雨｡ 六月十八日｡今年も又あの悲しみが蘇る｡ そっと飾る一輪の花もなかった｡ 苦しみながら逝った父の胸に 長い戦争の采に焼土と化した我が郷土四日市｡ 足元に一本の花も一個の野菜もなかったのだろう｡ なのに‑ ｡どうしてあの時' 満ち足‑た幸せな毎日､六月のやさしい雨｡ 行灯の中をのぞく楽しみ｡ 海用水をやりながらしっかり囲ったビニール袋の 大鉢二個にナス一本ピーマン一本を植え

の舞で活き活きとした舞台が き出せてお‑'生の詩吟と生 り'その素晴らしい迫力が引 生の詩吟にこだわることによ れた形を作り上げられてきた｡ トLt 生の詩吟に舞を取り入 にしたという形でコラボレー と同時にこの詩吟と舞を一つ た先生が､舞をはじめられる

ただいた｡ 込まれるように観舞させてい きながら'しばらくの間吸い 舞といった迫力ある舞台に驚 だいた｡生の詩吟に剣舞･扇 兼ねて､先に観舞させていた ですよ｡｣とのことで'撮影を ただいたほうがわかりやすい おうとした時'｢まず'見てい

ちんとしつけられるという｡ 稽古ではお辞儀や礼法からき

礼に終わるということから､ 大切にするもの｡礼に始ま‑

詩吟も剣道も礼節･威儀を

だった｡

いただいたのが辻秀翠先生 こへ伺った私を笑顔でお迎え

フェスティバル″だった｡そ ていたのはク｢吟と舞｣合同

楠福祉会館｡そこで開催され

ご挨拶を交わし'お話を伺

もともと'詩吟をされてい

二〇〇八年一〇月二一日(日)､

｢吟と希の

に取‑入れられている｡ を基本に振り付けを行い'舞

せられた｡ 作り上げられていると感じさ

剣舞に関しては'剣道の型

コラボレーシZ,ン｣
神心流尚道館三重県支部会長

辻

秀翠

神心流尚道館三重県支部長

門脇新風

うものまで含まれている｡ 神心流剣舞術礼法位取法とい

4 0名｡大正1 2年生まれの8 5歳 学3年生〜8 5歳の方まで､約

ひしひしと伝わって‑る｡ にされていらっしゃることが として'関わる皆さんが重要 たがいに礼節･精神的なもの

この日の大会次第の中にも'

現在､所属しているのは小

しy‑. ヽ一

紀へはばたいていただきた を作り上げていただき'新世 また新たなコラボレーション を思い切り'ご披露いただき､ 流尚道館の詩吟'剣舞･扇舞

たい｡

皆様の身近なところで神心
(レポート 下小薗重人)

レートでの舞も楽しんでいき 三味線など和楽器とのコラボ

いきたい｡

また､詩吟だけでなく琴や

慰問など社会貢献にも努めて きたい｡老人ホームなどのへ ランティアの場に活かしてい あるが'これからはこれをボ これで､評価のできるもので トを作‑上げてきた｡これは 吟と剣舞･扇舞のコラボレー

も刻まれていた｡ グラムにはしっか‑とお名前 まうとのこと､この日もプロ 舞われるのをみると驚いてし の方お二人ともに活き活きと

お聞きしてみた｡

今までは自分たちでこの詩

これからの展望についても

ました｡ 持ちの方だと感激してしまい きLt すごいエネルギーをお を教えていらっしゃるとお聞 から八十歳までのお弟子さん

を始められ'初舞台が幼稚園､

日

所の幼稚園のお稽古場に二歳 ケ丘 (お嬢さん宅)'その他六ヶ ました｡ご自宅'桑名市希望 の美しさにしばし目を見張り 山の舞姿の写真がおかれ'そ だきました｡お部屋には､沢 迎えられお話を伺わせていた ただいた｡にこやかな笑顔に 宮田のご自宅を訪問させてい

三歳から日本舞踊のお稽古

富田駅から1号線に近い東

日本舞踊 西川流

里寿全 会主 西川 里寿さん
落成記念式典こけら落しの儀

一九八四年'あさけプラザ

いと思いますが'四日市出身

か‥とてもすごいことですね｡ も四十回に手が届きそうと

一度の恒例の舞初

会を結成Lt 年に 師範となられ里寿 川流名取'その後

一九六一年'西

出演されました｡ に子供の部として 民館のこけら落し 前身である北部公 やあさけプラザの 戦後四日市博覧会 へ慰問に行かれたそうです｡ 戟時中白子野戦病院の負傷兵

である二人のお嬢さまと共に をめざして'幼稚園児に師範 められた‑､情操教育の推進 富田音頭の再興普及に永年務 市祭りや､富田地区の行事で､ 他自治会の依頼を受け'四日 周年記念式典に祝舞い'その

されておられます｡ 専念されるなど多彩な活動を

舞踊にも出演されました｡ をどりに出演､東海TV初舞 於いて長きにわた‑'名古屋 露され'その他'中日劇場に 祝舞(長唄 島の千歳) を披 に､四日市 より依頼を受け

四日市婦人ロータリー三十

ところで､ご存知の方も多

∴̲｣
…､{

す｡ させて頂きたいと思っていま

きました｡ 会えて'沢山学ばせていただ

‑ます｡

今後共ご活躍を期待してお
(レポート 中西まき子)

¥.㍗,[･ ■.

本当に素晴らしい家族に出

いろお伺いしました｡ 喜んでおられるとお話をいろ 今の女優業に大変役に立つと

きLt 私も是非一度舞姿を観 唄舞｢雪｣を踊られるとお聞 くらべ｣を､里寿先生が'地 川千穂寿さんが大和楽｢たけ の邦舞会には'お嬢さまの西 文化祭には､お弟子さん'県 待してお‑ます｡来月の市の るのではないでしょうか｡期 統文化を引き継がれていかれ 代に渡‑素晴らしい日本の伝 命にお稽古に励まれ､親子三 しく'踊りが好きで､一生懸 ばかりだそうですが､礼儀正
また'お孫さんは'男の子

にも何度か出演されたとか･

り指導されて'里寿会の舞初 にあたるそうで'幼少の頃よ の女優 水野美紀さんは'姪

盤が石灰のため'季節'光' れた沼'川'滝なのです｡地 す｡自然が思いのま に作ら

に棚田を作って出来たもので を這い又別の処 大小､又水は岩 止め棚田の沼の 付着し水を堰き

な‑枯枝や葉に が溶け'流れと 長い年月で石灰 岩の層が迂回Lt 頂点とした石灰 高五五八八米を 山山脈の主峰標 西､チベット眠 交流は重慶より

世界遺産の旅

求めての旅です｡ シャングリラを

人生最後の

●中国四川省

｢黄

(生活文化=部門

龍

参加｡今回は中国四川省でした｡ 世界遺産の旅めぐりのグループに

｢現代押し花ア‑ー〟みえ″｣ 会員)

したら､素敵です｡ 隠れする様を龍と見立てたと

り岩をぬい木々をくじり見え

れています｡その昔､山頂よ

な山深いところに造‑上げら

わせます｡自然の芸術はこん

れています｡湖です｡やはり

行程です｡歩道は板で整備さ

も重な‑､まるで龍の鱗を思 色をしています｡堰は何層に 翠色､塊拍色､宝石のような

グリーン､スカイブルー､薪 深み､天候によりエメラルド

純子

･ ブルー､自'黄が溶けあった

‑のも面白いものです｡ 飽かず水のたわむれを見て歩 です｡次の湖に行き着くまで

リズミカルに踊っているよう

た岩にぶつか‑まるで流れが 走る流れは低い木群やつき出 海と云います｡)､岩盤の上を

(こ は海がありません｡湖を

米巾一八〇米)'他'大小の湖 三〇 米)､珍珠灘渥布(三〇 猫海'諾日朗藩布(二五米巾 五花海'五彩池､犀牛海'熊 です｡長海(海抜三一五〇米) す｡透明度は素晴らしいもの 骨化した木が横たわっていま

り底には何千年､何万年の白

̲

エメラルドグリーン､スカイ

●中国四川省

黄龍に続き九秦溝が翌日の

｢九寡溝｣

お問い合わせ先 井上尚子 入場料 前売り･当日共 大人50円 こども無料 主 催 Y フラグループ 会 場 川越あいあいホール 日 時 1 月29日(土) 12時30分〜

Y フ一フグループチャリティ発表会

入場料 S席10 0円〜C席40 円 主 催 越智インターナショナルバレエ 会 場 愛知県芸術劇場大ホール

日 時 日月23日( ) 18時〜

後主会日 E]日市の菖風景20 8第1 0回発表会

お問い合わせ先 西村昌子 料 金 参加費50 円

越智薫プロデュースによる 新･白鳥の湖全幕

お問い合わせ先 石井 亨 入場料 無料(整理券) 後 援 三重県､みえ県民文化祭､四日市 ､中日新聞社 主 催 石井アカデミー･ド･バレエ 会 場 四日市 文化会舘 第1ホール 日 時 日月23日( ) 13時0分〜

石井アカデミー･ド･バレエ発表会

援催場時
四日市 社会福祉協議会 サウンドスケープ協会in三重' ブンテックNPOグループ｢舌の泉サロン｣ 四日市 総合会館 3F

日月2 4日(休) 1 4時〜

T/F･059(36 )49 0

1 月23日(日) 1 4時〜1 6時

T･090(4156)

共主会田 第10回大正琴の集い(創立25周年記念演奏会)
催催場時

お問い合わせ先 山□順子

入場券取扱所 E]白市 文化会館､メリーゴーランド､ 入場料 前売り･当日共 大人50円 こども50円 後 援 三重県教育委員会､四日市 教育委員会'菰野町教育委員会 主 催 四日市ジュニア ンサンブル 会 場 四日市 文化会館 第1ホール 日 時 12月5日(木) 15時〜

F･059(352)9058 T･059(354)1269

入場料 A席40 円 B席30 円 会 場 長良川国際会議場 日 時 岐阜公演 1 2月 6日(金) 入場料 A席40 円 B席30 円 会 場 中京大学文化市民会館プルニエホール 日 時 名古屋公演 12月3日(祝･火)12月 4日(水)

クリスマスチャリティコンサート

越智薫プロデュースによる くるみ割り人形全幕スペシャル

お問い合わせ先 入場券取扱所

後主会日 四日市交響楽団演奏会〜もっと気軽にオーケストラ〜

入場料 前売り

援催場時

大正琴協会'琴修会 琴修会鈴鹿支部 四日市 文化会館 発‑ホール 2 1年1月1 8日(日)

後援‥㈲E]日市 まちづくり振興事業団､中日新聞社 協賛‥E]日市 制一二周年記念事業 田日市交響楽団 四日市 文化会館 第1ホール 12月14日( ) 13時0分〜

当日

日永力ヨー2F､四日市近鉄百貨店6F
E]日市 文化会館､チケットぴあ

T/F･059(32 )05 8 水谷 達

丁･090(6585)4093

お問い合わせ先 中西一夫 入場料 無料 後 援 四日市 教育委員会､囲日市 まちづくり振興事業団 主 催 日本光画会中部支部 会 場 四日市 文化会館 第1展示室

日 時 2 1年2月 6日(木)〜3月1日( )

お問い合わせ先 下小薗重人 入場料 無料 後 援 ㈱cTYt FMよっかいち株式会社 主 催 サンライズ･魂 会 場 四日市 文化会舘 第1展示室

第43回日本光画会写真展(略称‥｢光展｣)中部展

日 時 21年 月3 1日(士) 1 0時〜20時

第3国三重県北勢部市民文化作品展魂

入場券取扱所 指定席･前売自由席 E]田市 文化会館

21年2月1日(日) 9時〜15時

大人80 円 こども80 円 大人50 円 こども50 円

入場料 前売指定席 大人こしども10 円 後 援 三重県教育委員会'四日市 教育委員会､菰野町教育委員会 主 催 四日市ジュニア･アンサンブル 会 場 四日市 文化会館 第1ホール 日時21年月25日()18時30分〜

お問い合わせ先 伊藤弘二 入場券取扱所 イトー楽器

第1 9回定期演奏会｢年にいちどのこんさ‑と｣

当 日 大人･こども70 円 前売自由席 大人･こども50 円

入場料 前売り 大人450円 こども無料

当 日 大人50 円 こども無料
S u

前売自由席のみ メリーゴーランド､

T/F･059(387)6259

T･090(213 )0535

T･059(3 3)2395

近鉄百貨店6F 日永力∃‑
9時〜1 7時

照明に照らされて､満点の見 て申し訳ないと言うように' 月が額縁にあって天気が悪く

ゴが三方の上飾られ'大きな て主役の色とりど‑月見ダン ス キが立派な花瓶に'そし の間には'会員配慮の大きな ちつかせ､大広間に入ると床 優雅な抹茶を順次頂き'心落 前にて､気の利いたお菓子と､ の前川宗温先生ご社中のお手 庵に集合､立礼席にて表千家

でありました｡ したが'極めて有意義な一夜 は残念乍ら鑑賞できませんで 風1 3号の影響もあり'月の出 庵で開催しました｡当日は台 観月会を9月1 5日 (祭) 酒翠

計36名でした｡ 方 (琴･三絃) 先生方他6名'

15時過ぎ参加者全員､酒翠

参加者は尺八有志28名'絃

『勧何食』

毎年恒例の名月を眺でる､

無法松の一生･名月赤城山を オケ入‑でお好みの夫婦坂･

事な準備が整ってお‑ました｡

都山流尺八道山会

先ず､竹調べとして'カラ

さを感じる一夜であ‑ました｡ れ'しみじみと杵のあ‑がた 広が‑､私は今迄の苦労も忘 ねるうちに'仲間意識の輪が

りました｡

歓びを深く感じた時間帯であ あり'尺八を吹ける楽しさと､ 匠さんの､きれいな声で唄が の唄)･愁月譜･等絃方のお師 曲､十六夜日記 (40 年前 眺でる曲'都山流本曲と合奏

●発行所

んで談議に花を咲かせました｡ 夜食の美味しいおにぎりを掴 全員より温かい拍手を受け' 代獅子をご祝儀として演奏､ 線･挙の先生と'古曲･八千 さんに昇格した5名が'三味 ギに舌鼓を打ち､今年お師匠 の煮ころがLt手作‑のオハ
いつしか時も過ぎ'観月を

仲間たちは'尺八経験を重

●編 集 ●発行人 ●発 行

パッション第三十七号

文化協金か盟団体活動報蓉

主 宰 木村 道山

けあった｡

と健康に注意すべ‑'打ち解 の精進をと互いに'ボケ防止 に参加できた､来年に向けて 喜んだ｡今年も元気で観月会 で和やかに合奏し手を叩いて 皆で吹奏'絃方の先生の唄人

しばらく休憩､用意の里芋

☆ご提言などドシドシお寄せ‑
ださい｡

(延)

☆改訂版パッションの船出はまだ
なりつ あります!

まだですが'部員の心が熱く

☆体調不良を押して原稿を寄

☆レポーターの汗は､その何倍
もの学びを得たと聞く｡

ん｡プロの凄味に感動!

〇五九(三五一)三七二九 TEL･FAX 四日市 昌栄町二一⊥O 〒五一〇‑〇〇五七

四日市市文化協会 内田量子･加藤 武 清水暁子･下小薗重人 中西まさ子･本郷信弼 伊藤己代次･山口香魚 石松 延･石井 亨 文化協会広報部会 木村道山 平成20年1 月15日

再生紙使用

お詫びと訂正‑35号(P5)すぼらしい指揮者のもと､をすぼらしい指導者のもと
(P一o)大鼓連調を太鼓連調 と訂正させていただきます｡

せて頂いた'中村ヨシミツさ

た｡

い聞き'特集を組んでみまし の始ま‑への想いの声をいっぱ

☆市民の皆様から｢最初の一歩｣

《編集後記》

総合印刷

"

"

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 お気軽にご相談下さい○ 疋Tﾂ S駐3CRﾓ3C

xﾂ d ｃ S駐3CRﾓ 都2

〜‑I‑小窓の演出から了‑/一肌,

増改築まで
総合インテリア

監雷露悪監東3THB̲8増2
TEL
FAX

(059)‑346‑7933(代)
(059)‑346‑7913

E‑maH: K‑Kataoka@mx.bayc軸.ne.jp

(社)日本外科学会認定外科専門医

消化器科･外科･虻門科･∴内科

害警会石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

地域のかか｡つ‑J訂
診療時間/
平日‑AM9 : 00‑PMl : 00

PM2 : 00‑PM7 : 00
土曜一AM9 : 00‑PMl : 00

休診日/日･祭日･土曜午後
四日市市朝日町1‑15(JR四日市駅前)
TEL(059)353‑3313㈹

