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写真　加藤　武

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　四日市市昌栄町21-10｢市民文化課分室｣内

TEL･FAX　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)



文化都市四日市への想い

主体会･青山里会

理事長　川村　陽一

ゆとりある文化を築くため

市民による文化活動の

輪が拡がることを

心より期待したい!

私が､四日市に定住して早

や40年｡全国的に､公害の街･四日市で知名度があがった時を過ぎ'工業都市に加えて'住みやすい･住み続けたい街になるには'市民の皆様よりいろいろな発想が持ちよられ'実行に移せる仕組みが大切である｡

今､四日市に足らないのは'

全国的に知名度の高い観光地･名物や食べ物･特産品･文化施設の更なる充実である｡全国より訪れるお客様にこれだ､と言えるものが少なく残念である｡観光地や名物などは'作るものであり､現在大とんてき等一生懸命流行るよう取り組んでいただいている事は'素晴らしい｡また'野菜･魚など本当においしく'もうひと工夫で名物になり得るものが多い｡広島のお好み焼き'浜松鮫子'名古屋きしめんでも歴史は古くない｡

全国各地をめぐる機会が多

いが､いつも四日市と比較している自分である｡lR四日市駅周辺の夜の寂しさはひどい｡全国からーRで四日市に来られる人は､30万都市とは思えず'ショックを受けるだろう｡都市の反映は時代と共に動くもので､一端寂れると往時の繁栄を取り戻すことは'至難
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の技である｡今'四日市は近鉄四日市駅を中心にザッと東西南北に地域を分けることが出来'各方面に巨大スーパーが出来､自ずと人が大勢集まってくる｡

人の集まる所に高齢者を考
慮に入れて文化施設を作れば'もっと利用しやすくなる｡数千人規模の全国大会も四日市ドームを利用させていただいたが'もう少し投資すれば､イベント等もっと開催でき'周辺の空地に宿泊施設を作り､商店･レストランを増して四日市港　(大きな目玉)　観光化も不可能ではない｡年1回の花火大会だけではもったいな'　01

今四日市で美術館と名のあ

るのは､小山田美術館しかない｡ささやかではあるが'地域の皆様に支えられ'定着してきた｡段々と､各地区にかかわる施設が増え'市民による文化活動の輪が拡がることを心よ-期待したい｡身近よ-発信し'ゆとりある文化を築きましょう｡
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と対談
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田中市長

｢新市長に

文化振興策を問く｣

木村　田中俊行新市長
｢動かそう四

日市!｣　のスローガンをかかげて見事に当選されました｡おめでとうございます｡本日は田中新市長に'

文化振興策についてお考えをお聞きしていきたいと思います｡

では､まず今後どのような

ところに重点をおいて市政を運営されていかれるのでしょうか-市長　これまで四日市市は産業都市として発展してまいりましたので'そのイメージが強-あ-ます｡それとともに公害のまちとしてのイメージも強-'現実に教科書に載っています｡ただ'私はこの公

害という歴史を消し去るのではな-'公害の克服に取-級んできた環境モデル都市として発信することを目指したいと思っています｡

環境技術は四日市に蓄積さ

れた重要な地域資源です｡それを活用して発信し'地域の経済を活性化して産業の振興をはかってい-｡産業が活性化されれば税収も増え'教育･文化･福祉にもよ-一層力を入れることができますし､まちも元気になります｡そんな
一連の循環が出来れば嬉しいですね｡木村　そうなると本当によろしいわけですが'と-に文化振興についてはまず手始めにどのようなお考えをお持ちでしょうか｡市長　私は､四日市に欠けているのは広い意味での文化の視点ではないかと思っています｡一流の芸術にふれる機会があるということは大切です｡

たいへんに重要なことだとは思っていますが'そのほかにも心を潤すものすべてが文化であって､それらでまちが満たされているとすぼらしいと思っています｡

私は｢文化の駅｣という構

想を持っております｡それは郵便局や銀行'空き店舗といった市内の既存の施設を利用した文化の交流の場です｡中心市街地だけではなく市内全域で'文化を通じて市民のみなさんが交流し､まちが元気になるというものです｡2 1年度中にその道筋をつけたいと思っています｡

先程も話しましたがこの｢文

化の駅｣でいう文化とは'人の心を豊かにLt楽しくさせて-れるものすべてを含んでいます｡｢文化の駅｣を拠点として､文化的展示がなされるのもいいし､アミューズメント的なものや'地場産消もいいでしょう｡食も文化ですしね｡
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新市長
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田中　俊行　新市長

木村　道山　理事長

(記録　西村邦彦､右舷　延､加藤　武)

先日'商工会議所で行われました｢シティ･ミーティング｣に'工業系･商業系･農業系の高校'3種4校の生徒さんたちも出席されました｡そこで生産した製品を販売したいという意見があ-'若い人たちがまちの活性化で意気込みをみせてくれて､嬉しく'頼もしく感じました｡西村　すごくいいお話しをお聞きしました｡四日市が50万都市を目指すなかでも､充分

手ごたえのあるものだ

木村理事長

と思　います｡木村　北勢の文化団体の集まりなどでも､四日市の新しい市長さんに対する期待が高いようです｡

市長　それは恐縮です｡木村　また'私どもがいろいろな方々からよくお聞きしますのは､練習場所がないということです｡300-400人位の中規模ホールがあると良いと思うのですが､いかがでしょうか｡市長　私も本当は300人位のホールがあったらいいと思っています｡しかし､現在の経済情勢を考えますと'すぐにと言うわけにはいかないでしょう｡将来的に重要な課題であると考えてはお-ます｡木村　また'市長は私たち文化協会にどのようなことを期待されますか｡いろいろとお手伝いをさせていただいていますが'これからもご協力させていただ-所存でおります｡市長　四日市文化協会は県下で最大の文化団体ですし､いろいろなところで文化の発表や交流の場があるのは皆さんの力が大であると思っており

ます｡木村　ありがとうございます｡石松　なんといっても交流が大切ですね｡皆さんが楽し-集まれる場がいっぱい出来るといいですね｡加藤　ここ2-3年は経済的にも厳しい年が続くと思いますが'文化協会として'やれることをやっていきたいと思っています｡市長　こんなときだからこそ､文化は大切だと思います｡今後も'二人三脚で連携Lt　コミュニケーションを密にしていきたいですね｡西村　来年は市から市民文化祭の委託をうけて満60年を迎えます｡5月の連休を中心にして'記念事業を企画しています｡当協会の総力と市民のみなさんの出演によ-盛大に行いたいと思っています｡木村　本日はお忙しい中'お時間を頂戴しましてありがとうございました｡
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日頃大変お世話になり'又
民踊舞踊･創作舞踊の会の皆様には格別にお引き立て賜りありがとうございます｡舞踊に無知な私ですが会員の皆様の晴れの舞い姿を写真を通して良い思い出となりますよう頑張っています｡今後とも宜し-お願い申し上げます｡

昨秋ある団体の知-合いの
友人9名でエーゲ海のクルージングの旅に出る機会を得ました｡おりしも台風の接近中の夜､セントレア出発｡ドバイ経由クルージング出発地イスタンブールへ｡

2万8千㌧　10階建てのシ
ルバーウィスパー号へ乗船｡偶然にも受付に友人と同郷の子と異国の地で出会うとは-･彼女はエステサロンに勤務している｡このクラスの船だと揺れもな-まるで地上で生活しているのと同じような快適さ'船内での過ごし方もキヤ
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コンーゲ海クルージングと

古代ギリシャにふれて

佐藤写真館　佐藤　敏明
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プテン主催のレセプション'カクテルパーティー'クルーといっしょにゲーム等､スパあり､ジムあり'女性は買い物と思い思いの過ごし方をし

クレタ島ではクノッソス宮

殿､ナフプリオンでは古代都市ミケーネ'パラミディ要塞､ツアーの組んでいない島では'町の散策､買い物を楽しみま

アクロポリスの丘より
ヘロド･アテイクス音楽堂とアテネ市内を望む

した｡ミコノス島からフェリーで島全体が遺跡のデロス島へそれぞれの島で見学した遺跡､彫刻､工芸品のすぼらしさを目の当たりにし､紀元前よ-今なお残る歴史､文化の深さに人の力を超えた力を痛感しました｡

又アテネのパ

ルテノン神殿のある丘の上からの景観に古代ギリシャを満喫Lt　日本では感

ました｡幸いにも今回日本人ホステスが乗船していてくれたので言葉には不自由がなかった｡

じることの出来ない時代の深さを味わえ本当に良い旅を過ごせたことに感謝｡

(登場はアイウエオ順)
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｢言葉はちがっても

気持ちは同じ｣

宮西マリアさん

私の生まれ故郷ブラジル､

日本と正反対の位置に'私の国はあります｡人種は多民族､言葉はポルトガル語'国土は約日本の22倍世界で一番人生を楽しむ国民の様です｡

私は1 7年前に日本に来まし

た｡始めて日本に着いた時の印象は今でもおぼえています｡日本の街はすべて東京の街の様な先進的テクノロジーばかりと思っていました｡田んぼがあったり'バキュームカーが走っているのを見た時はイメージとのギャップにびっくりです｡

私の人生を変えた日本語
私は日系3世ですが日本へ

来た時はなにひとつ日本語を話せませんでした｡日本語の字を見ても何が書いてあるかチンプンカンプンで異国の苦労の連続です｡父のさそいで工場の仕事をしました｡当時はまだ日系ブラジル人の労働者は少なかったです｡始め私は2年働いて故郷へ帰るつもりでした｡ある時'私に一つの転機がおとずれました｡知りあいからのさそいでモデルの仕事をあたえてもらいました｡直接人とのコミュニケーションを必要とされるかんきょうの中でカタコトの言葉でも相手と理解を深めなければなりませんでした｡たくさんの街へ行きました､つかれる仕事ですがいい時間でもあ

りました｡地図と

言葉はドアを開ける
私が思うには国や文化がち

がってもそれを理解しあえる心と言葉が大切です｡言葉がわかればその国での自分の世界は広がります｡この自分な-の体験が'いかに言葉の理解が大切かを身をもって感じています｡私はこの街に住んでいるブラジル人と日本の方の少しでも手助けができればいいなと思います｡

プロフィール

1 992年､日本へ日系Brazil人労働者

として来日､ 1994年､モデルの仕事

を始める｡現在四日市在住｡

夫､長男､長女の4人家族

四日市交通安全教育指導員､外国人

幼児､児童生徒の適応指導員及び通

訳､翻訳､四郷地区市民センターポル

トガル語講座講師､三重県多文化共

生啓発事業実行委員会実行委員長

辞書は必需品です｡今思えばこの時の苦労が今の私のベースになっています｡ふりかえってみると日本という異国は私にた-さんのチャンスと可能性を与えて-れました感謝です｡

これからの日本はますます
グローバル化になっていくと思います｡そのためにも人種国籍を超えた相互理解が必要となってくると思います｡基本的にこの国の生活'文化､習慣に外国人がなじむことが大切だと思います｡この様な気持ちが外国人の方に芽生えた時､互いをそんちょうしあえるすぼらしい日本人と外国人の関係が出来るのではないかと私はこれからの未来を期待してます｡
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なあ'と考えていました｡

そんな時'

ブリュ　ッセルの音楽院でロシア人

ピアニスト

高橋　朋子

日本での学生生活を終える

ころ､私はロシアの音楽家や作曲家に夢中だったので卒業後はモスクワ音楽院に留学したいと思っておりました｡しかし'当時ロシアは政情が不安定で'留学のためのビザがお

の先生が教えている'という話しをきき'早速その先生へ
｢先生のところで勉強したい｣

という手紙と自分の演奏の録音を送り'入学試験を受け念願のロシア人の先生のクラスに入学することになりました｡

その先生には演奏家として､

人として本当に多-のことを学びましたが'とくに印象に

りたりおりなかったり､という状況でした｡まわりの人にも'何も不便な思いをして東欧に行かなくても'と口々に言われ'あきらめてフランスかドイツにしようか

ベルギーブルセルグランプラス

ベルギーのブルージュ

残っていることが｢フランスの演劇とロシアの演劇の違い｣の話です｡｢例えばへ悲しみの涙を流す)という練習をする時に'フランスでは泣き方を練習する｡でも､ロシアの演劇はまず'いろんな悲しみを心のなかで想像し､その悲しみを心から信じ'そこからご-自然に涙がでる'という練習を何通りもする｡ピアノの演奏もそうあるべきだ｣といつもおっしゃっていました｡

そして留学した当初､よく

言われたのが､｢君たち日本人は本当に礼儀正しく謙虚で一緒にいてとても快適であり'と-に女性はいいお嫁さんになるためによ-教育されてるのは理解できるけれども'演奏は別｡何かを表現しなければならないのに､控えめであってはいけないよ｣と｡

先生の'鳥肌がたつような

この世のものとは思えない美しいpp(弱音)　の音は今でも耳に残っています｡
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シリーズ　舞上の摩懲　⑨
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すずきろちく

鈴木崖竹　日本慧協蒜BP

伊勢の傑僧太田覚眠を輩出した法泉寺の､東海道を隔てて東側に位置する旧家鈴木家

は代々､庄屋を務めるかたわら､清酒｢大和心｣の醸造を家業として広く知られた｡

その先祖にあたる俳人小草亭李東(本名鈴木吉兵衛､1781 - 1838)は朱樹翌士朗の門人

で､茶道･乱舞でも著名な雅人であった｡李東は家業のかたわら多くの古俳人の墨蹟を収

集していた｡それを襲蔵した鈴木産竹(本名得一､後に廉平｡1890 - 1930)は､広く展観し

たため､芭蕉や俳文学研究家らが東西から押しかけ､鑑賞するのが常であった｡

産竹は旧制第二中学校

ら俳句に堪能であったが､

進学を断念し､浜田の寿福

て本格的に俳句を学んだ｡

手､河東碧梧桐に師事して

大厄11年(1922)2月､俳

蕉忌｣を俳誌『倦鳥』に発表
づいて翌月には産竹が桑名

樗良ら古俳人の墨蹟を展観

文学研究のメッカとして脚

この後も産竹は度々､自
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(現四日市高校)在学中か

家業を継ぐため上級学校

園吉田霞松宗匠に師事し

その後は新傾向派の旗

なおも研鍵に務めた｡

人天春静堂が｢大智院芭

して芭蕉真蹟を公表｡つ

の船津屋で､芭蕉･蕪村･

して一躍､北勢地域は俳

光を浴びることになった｡

宅の書斎｢小草亭｣で展観

したため､藤井紫影･石田元季･頴原退蔵･勝峰晋風ら著名な俳文学研究家が現四日市市京

町の鈴木家に殺到した｡

これらの結果大正14年､産竹は｢芭蕉真蹟　八九関南柳の巻｣を覆刻して世に送ること

とした｡

昭和に入ると覆刻の反響は凄まじく､野田別天楼や伊達三喜男らも来訪｡その中で最も

知られるのは､昭和3年(1928)2月12日に来訪した自由律俳人荻原井泉水ら一行で､来訪

の模様は荻原の『芭蕉を尋ねて』(春秋社､昭和3年)に詳しい｡それによれば､荻原ほか3

人の一行は｢せめて名高い『八九間の巻』と『蛤』の旬のある書簡だけでも一見できれば満

足｣というものであった｡

これらの反響にもかかわらず､霞松らと歌仙を巻いたり､自由律俳句を詠ったりしてい

た産竹は｢寒さうな姿うとまし春の雪｣を辞世として､昭和5年2月には忽然と逝った｡

産竹一周忌を修して翌年4月に『産竹遺稿』が公刊されたが､遺族より委嘱されたその

編者は産竹の畏友福山順一であった｡
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鹿うことなく
高める合唱

丹羽　伸也
東海吹奏楽連盟常任理事
三重県吹奏楽連盟副理事長
三重県中学校吹奏楽連盟理事長

四日市市立港中学校教諭

▲＼＼＼▼///▲＼＼＼▼///▲＼＼＼▼///▲＼＼＼▼///▲＼＼＼▼///▲＼＼＼▼///▲＼＼＼▼///

苛

音楽の魅力
音楽の世界ではコンクール

やコンテストが多-行われ､それを通して技量や表現力'芸術性を高めていくことは､ある意味とても重要なことです｡しかし'音楽の持つ魅力はそういった芸術性の追求だけでないと思います｡それは'演奏そのものを楽しむことであったり'聴く楽しみであった-と様々ですが､周りの人と共に取り組めるといった要

素は'大きな魅力のひとつだと思います｡合唱が多-の教育現場で取-上げられるのは､そういったことによるところが多いでしょう｡

合唱コンクールから

学年合唱へ

この三酒地区では､秋の文
化祭シーズンに合唱コンクールを行っている中学校が多いです｡他の学級と競い合う中で'団結を深めることのできる取-組みで'その過程では様々なドラマや生徒たちの成長を見ることができます｡その一方で'競うことに気持ちが偏-すぎると､純粋に音楽を高めようとか､楽しもうといった気持ちが薄れるのも事実で､港中学校でも私が着任した8年前には｢他の学級に勝ちたい!｣といった気持ちが先行する取-組みが見られました｡そこで次の年度からは3年生だけ学年合唱を行うことにしました｡

学年合唱の魅力授業は学級単位で行ってい
ますから､学年で練習する時間が必要となります｡そこで'総合的な学習の時間を活用したり､昼休みや放課後に時間を作った-して全体での練習をおこないました｡短い時間での練習はかえって集中力が高ま-ます｡学年の仲間全員がひとつの目標に向けて時間を共有し､ひたむきに取り組むことで仲間との繋が-が深まり'そして次第にみんなの表情が輝いてきます｡文化祭や三酒音楽会での発表では'仲間と大きな感動を分かち合うことができます｡また'競うことな-純粋に楽曲の完成度を高めようとする活動は'深い満足感につながります｡3年生が立派な発表をすることで'後輩たちにとって良い見本や目標にな-､学校全体の合唱への意欲が高まります｡

本年度の三潤音楽会では

｢COSMOS｣と　｢名づけられ
た菜｣　の2曲を発表しました｡



舞をの食い200?
毎年恒例の｢新春の集い｣が､

1月1 8日　(日)　に開催されました｡来賓に四日市市長'市議会議長､市会議員､(財)　岡田文化財団'市まちづくり振興事業団'隣接市町の文化協会のみなさんなどをお招きLt　当協会会員･賛助会員と共に150人余が四日市都ホテル　｢伊勢の間｣に集いました｡

会場は'会員の作品である

アートフラワーや彫刻が展示され､ヴァイオリンの演奏で会の幕が開きました｡

木村理事長は､挨拶の中で昨
今の情勢に触れ'不況の中でこそ文化活動が重要な役割を果たすと述べました｡また､田中新市長からは県下最大の当文化協

会の活動に期待の言葉をいただきました｡

歓談の合間には'文化協会の

｢新春の集い｣　にふさわしく日
本舞踊や生バンドの演奏によるフラダンス､大正琴の演奏などが会員によって披露されました｡

新しい年の始まりに､文化協

会に集うジャンルの異なる会員同士が､親睦を深める良い機会となりました｡

●†と.　　　Ir lr･l

開会のバイオリンを弾く
保位真莱美さん

当協会へのメッセージを話す市長

生バンドの演奏でフラダンス

･　　　●■■7　11 I

アートフラワー

フィナーレは大正琴の演奏



｢短詩型文学｣座談会
文化協会の自主事業のひとつとして､大き

く輝いている｢四日市短詩型文学禦｣｡公募の
投句は､毎回､二千作をこえる｡ (大人から小

中高校生まで) 0

そこで､主に四日市で活躍される短詩型文
学の指導者の方々にご出席いただき､お話を
伺いました｡

出席者　凝滞白埼子(俳句)

高田　青沙(連句)

高井　臆飼(短歌)

か藤　恵子(現代帝)

石田　寿子(JTT柳)

成井　　兵(司会)

司会　本日はお忙しいところ'ご出席頂き有り難うございます｡先ず現在所属されている会について'どんな活動をされていますか｡松岸　馬酔木系の　｢橡｣　の会三重県支部長をしております｡三重｢橡｣の会員は伊勢'松阪'南伊勢'関'四日市あわせて20名ほどですが'私が現在指導している俳句教室には40名ほど参加されています｡近県では岐阜'愛知などとも交流しています｡西田　北勢地方に､四日市には｢酒楽連句会｣'桑名に｢白魚連句会｣､長島に　｢大智院連句会｣があ-､それぞれ活動してお-ますが'毎月一度合同で'この文化会館で句会を

三重県連句協会会長

西田青抄さん

開催しています｡もっと会員を増やし

｢橡｣の会三重県支部長

三重県俳句協会理事

俳人協会三重県支部顧問

桧揮白楊子さん

たいの

で'文化協会にお願いLtHPで会員募集や連句教室のお知らせなどpRに努めています｡高井　私は'コスモス短歌会の三重県支部長をやっています｡四日市では6人ほどでまだ少ないですが三重県全体の会を月1回　(00人ほど)　それに桑名'員弁'伊勢'鈴鹿の方たちと四日市で勉強会をやっています｡加藤　会員は6名ほどですが'
｢水馬｣という詩誌を主宰'今

年で62号にな-ますが､全国の仲間と詩誌の交換をしあっています｡年2回詩の朗読会をやっています｡普段出席されない方もこういう時は大勢参加されます｡会を盛-上げるためにはそういう何かのイ

ベントとからめて'ということも必要だと思います｡石田一時｢川柳よっかいち｣に所属したこともありますが'主な活動の場は名古屋の中日川柳会です｡会員は400名くらいですが'春の大会'秋の大会'東海三県の大会などがあり'皆一生懸命で'楽しみですね｡司会　他の会との交流はどうですか｡松等　連句の西田さん'俳句の伊藤さん､川柳の石田さん'短歌の小林さんなど､昔から皆知っているんでね｡西田　県内に連句の会が1 2㌧各都市にあり'集まって協会をつ-つていますので定期的に交流をしています｡連句というのは本来そういう文芸ですからぐ愛知'岐阜など近県は勿論'全国的に交流はあります｡高井　ネット社会になって人と人との繋がりがあまりなくなった､そんな時代の難しさ
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カ加藤　まだまだ底上げの必要性は感じます｡学校へお邪魔して､先生がたへ直接pRしたいな､と思いますが｡石田　初心者への指導ということで思いがけない経験をしました｡四日市視覚障害者福祉センターでのこと'青い月とか､黒ずんでくるとか､つい口に出てはっとしました｡こちらが教わることも一杯ありました｡松等　文化協会から学校の講師の話もありますが'俳句の講義はたいへんですよ｡教師用のマニュアルはあっても､生徒さんにこう指導したらいいというのは何もない｡西田　連句は人と人が一つの座を囲んで協力しあい､作品

ています｡高井　短誌型文学祭の応募者の中に一人､感性のずば抜けた'将来性を感じさせる子がいました｡早速学校へ出向き'先生にお会いしてお話もし､コスモス短歌会所属の若い歌人の'十代の頃の歌集をさし上げてエールを送ってきました｡ただ､五七五七七という日本古来の定型誌の場会､やは-文語体の方がリズムに乗-やすいのは確かで'その点今の若い人にはどうかと｡短歌

もあります｡司会　年々短誌型文学祭で'子どもたちからの応募もたくさんあ-ます

｢コスモス短歌会｣三重県

高井睦朗さん

を完成させる文芸ですから､心と心の交流がとても大切なんです｡それを先生たちに教育の場で生かしていただけたらと願っ

と､いけないのかナ･･西田　連句もやは-磨則は文語体です｡短い

｣【mWH

前中日川柳会会長

(現相談役)

石田寿子さん

れないのか､不思議でな-ません｡あるいは　｢受益者負担｣という原則があって'受益者がわれわれのみだから､という理

誌型では文語の方が紛れが少ないからです｡でも中には口語体でおやりになっているグループもあります｡司会　今年8回目になる短誌型文学祭への期待や思いをお聞かせください｡松岸　短誌型文学祭は賞が目的ではないのですが'よその都市の例を見ると'四日市ももう少し考えて見た方がよいのかと｡西田　1月の広報｢よっかい

ち｣　に'市の文化振

は文語体の人と口語体の人と両方いますが｡松岸　そろそろ変えていかん

詩誌｢水馬｣主宰

加藤恵子さん

興について特集されていましたが'その文化振興基金を活用した補助事業に'何故われわれの　｢短詩型文学祭｣が上げら

屈からかも知れませ

んが'それは間違いです｡受益者はあくまでも市民全体であり'われわれはそのお役にたてるよう'結社やジャンルの垣根を越えて自主的に活動しているのです｡短詩型文芸は文化の最たるものです｡後世にも残-ます｡もう少し市として短詩型文学祭に重きを置いてほしい｡必要あれば何処へでも説明に伺います｡加藤　私も同感です｡機会があれば出向いてお願いしたいと思っています｡司会　長時間有り難うございました｡

JS



やっぱり四日市ガ好き-･ももも

つく

みんなで創造ろうたのしい集い-

第5 8回市民文化祭

フィナーレ
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あさけプラザ全館

第2 1回春の文化祭3月2 1日出o寺～6寺

2 2日㈱1日　1日

入場無料
●●●●■-●●●●●●●●●●-●●
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あさけプラザでの恒例行事となりまし

た｢春の文化祭｣は四日市市文化協会'地域文化部門あさけプラザ文化団体'あさけプラザ運営協議会の共催として地元に親しまれ毎年'花のつぼみもようやく膨らむ陽春の頃土曜日と日曜日の2日間に渡-あさけプラザ文化団体に加盟する社中が日頃の成果を発表する場となっています｡

また'この文化祭では三重郡の朝日町'

会員が来場者にみたらし団子を焼く

川越町'菰野町からもゲスト参加していただき四日市市と三重郡3町の住民交流の場にもなっています｡

伝統的芸能から新しい芸能などさまざ

まな舞台発表や'作品の展示発表あり､お茶会あり､健康教室あり'バザーありとバラエティーに富んだメニューがたっぷりです｡あさけプラザの本来の目的であります､四日市市及び三重郡のお子さんからお年寄-まで'さまざまな人の文化'教養'福祉､スポーツ､創作､学習､保健などの活動を通じて'連帯とうるおいのある生活を創造するための広域複合施設にはびった-の行事といえます｡
この2日間はもちろんのこと'普段の

生活の中でもあさけプラザを｢ふれあいと語らいの場｣として是非ご利用-ださい｡(あさけプラザ　副館長　清水宏員)



第58回四日市市民文化祭行事
新人発信in四日市vol.6

スプリングコンサート
一心に響く弦の調べ～

日　時　2009年3月29日(日)

午後2時開演

l会　場　四日市市文化会館
第2ホール

入場料(チケットは文化会館で発売中)
一般前売　　　2,500円

(当日2.800円)

小～大学生前売1 ,000円

(当日1,300円)

(ご遠方の方は郵送します)

[お問合せ]090-7677-401 1 (西村)

9人の弦楽アンサンブル(保位真莱実はか)に公募の

小学生から大学生までの演奏者が加わり､潰津清仁さ

んの指揮で弦の音色を響かせます｡

-Program-

♪弦楽アンサンブル
弦楽アンサンブル十学生による

モーツアルト:デヴ工ルティメント

k.136

♪弦楽合奏(指揮/漬津清仁)
ヴィヴァルディ:四季より『春』ほか

ブリテン:シンプルシンフォニー

ヴァイオリン独奏/保位真莱美

モーツアルト:アイネクライネナハトムジーク

第l楽章

[主催]新人発信イン四日市実行委員会･四日市市･

四日市市文化協会

めぐらせ'連日､講師による作家の解説やアートの楽しみ方を話していただきます｡

今後､本展の毎年開催を目指した取組

みの中から､作家と市民の皆さんの優れた作品との出会いによ-'立派な市民ギャラリー建設への夢や'作家のみなさんのさらなる活躍で､全国から注目される文化都市構築に寄与したいと思っております｡　　(実行委員長　加藤　武)
'『『『弓

第5 9回市民文化祭
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第一展示室

四日市二〇〇九アート展6月1 9日㈲

2 0日出

一日HH■　=　u

2 1日日

ーt

0寺～7寺
.i■l　･i骨且

0寺～7寺ー∩口　　1日0寺～6寺ー口H l日

●

:　　入場料200円
●

t･●●●●●●●●●■●t t●●●●●●●●

地元四日市には､

文化芸術分野で'素

晴らしい実績をお持ちの作家の方たち

が'たくさんいらっしゃいます｡しかし､それらの作品を身近で鑑賞する機会が少ないことを残念に思います｡

五年目となる本展は､様々なジャンル

の作家の素晴らしい作品を一同に展示'四日市の総合アート展として高レベルの作品展として開催いたします｡

作品の中には'日展'二科会'県展､

市展､全国公募展などで入選'入賞された作品も多数展示'陳列されます｡

作品に込められた作家の情熱に想いを

写真は昨年の講師解説



以前から四日市短詩型文学の作品集を
発行していますが､今回､市制1 1 1周年記念

事業として四日市市文化協会は本格的な本
を出版することになりました｡

これは､地元四日市の志水雅明さんの執筆と多くの文学フアンのみなさん

のこ協力によるもので~れここに厚くお礼を申し上げまT.

著者のことば
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平成20年は四日市市制111周年記念にあ

たり､文化協会のご推挽によって､昨年8月

には『みんなの民話　片目の龍と清太の村』

(税込1,000円)を､また今年1月には『四日市

の礎111人のドラマとその横顔』(税別

2,000円)を出版しました｡

前者は県地区を中心に近隣地区に伝わる

民話を方言を多用して再話､再創造したも

ので､直木賞作家の伊藤桂一氏･永井路子

氏からは絶賛の声を寄せていただきました｡ 志水雅明
なお､CTYでは､同書に基づき今年4月か

ら｢四日市の民話｣を年間放映したいという要望が寄せられています｡

後者は四日市の礎となった四日市ゆかりの111人を､見開き2ページで

顔写真･関連写真と併せてノンフィクションスタイルでドラマチックに紹

介したものです｡おそらく皆様のご存知でない人も多数登場していると思

います｡とにかく､限られた人生を懸命にしかも一途に活躍してきた先人

からは勇気と力強さを学べるものと思います｡

四日市を知るための2著書!あなたはもう読まれましたか?まだの方は'ぜひl度手にとってみてはいかがでしょうが.

【お問合わせ･お申込み】
四日市市文化協会(TEL&FAX 059-351 -3729)または著者志水(TEL&FAX 059-326-1 970)まで･.

なお､ 『四日市の礎』はシェトワ自楊･新光堂書店･近鉄ブックセンター･宮脇書店･市役所売店など

でも好評発売中で1.



日本積穂俳画協会師範
棄穂会主宰

森　菓穂

｢与謝産材から俳歯の美しきと

ゆたかな据借性を尊ぶ｣

四日市市三栄町の裁判所南に
あるセキュリティのしっかりしたライオンズマンションの教室をおたづねしました｡外からお電話して'生徒さんに来ていただき､教室へ案内していただきました｡少し緊張しました｡先生が'教室を始められたのが昭和五十六年からと言う事ですから､二十九年間俳画の豊かさ'楽しさ'美しきを味わい､人と心を通わせる人間的な喜びを追求してこられたのでしょう｡

ちなみに先生が｢私､何歳と
思う｣とたづねられとまどっている私に｢もう八十五歳よ｡今はね｡もうじき八十六歳になるけど-｣と笑顔で教えてくれま

した｡健康に恵まれ'眼鏡もかけず､補聴器も付けず､運転暦四十五年'無事故無違反のゴールドカードをお持ちだそうです｡

現在四日市では､三栄町､と

きわ､三重'八千代台'水沢に教室があり'すべて車で行かれるそうです｡生徒さんは六十歳からの方が多-約百名だそうです｡名古屋にも三教室をお持ち

にな-'三十名の生徒を指導'名古屋栄の中日文化センターで､今年二十一回目の展覧会を開くとのことです｡

さて'俳画は'与謝蕪村の時
代から草画といわれていたものが､だんだんと戟後から本格的に現在のような俳画として普及してきたのだそうです｡教室では措くことはもちろんコミユニ

ケ-ションも大切にして'自由でアットホーム的に心駆け'悩みや苦しみを全部吐き出して'すっきりした気分で帰宅するように心がけているそうです｡
今年も'四日市市文化会館第

一展示室に四月二十四日から二
十六日まで出品されます｡足を運ばれたらいかがでしょう｡

江戸時代後期の与謝蕪村を偲
んで鑑賞されると'俳画の良さが一層心をなごませてくれるのではないでしょうか｡

(レポート　中西まさ子)

./I '~'

もろこは

【市文化会館第一展示室】

4月24日(金) 1 3時～16時30分

4月25日(土) 9時～16時30分

4月26日(日) 9時～16時



四日市ジュニア･アンサ≧ノル四日市の他'亀山'鈴鹿の小･

中学生で構成される｢四日市ジュニア･アンサンブル｣｡20年前､当時常磐小学校勤務だった　しらいKENさんが､コーラスグループの方々に｢子どもたちの合奏グループを作-たいがどうだろう｣と呼びかけたのが始まりだったそうである｡

初めの頃は､決まった練習

場所が無く'幼稚園や文化会館などを借-ていた｡現在は高角に練習場があるが､これは卒団生や保護者の寄付で造られたとのこと｡

モットーは｢指一本で楽し

めるアンサンブル｣

シンセサイザー12台に'小
学校でなじみの鍵盤ハーモニカやベルを使って演奏する｡レパートリーは､クラシックからポップスまで幅広い｡

目標は｢年にいちどのこん

さ-と｣｡

その舞台では'合奏だけで
なく'歌やダンスも披露する第1部と､演劇仕立ての第2部で構成される｡第2部の舞台で使う大道具'小道具､衣裳などは保護者の手作りだそうだ｡

ふだんの練習は'基本的に
は子どもたちに任せている｡

毎年合宿をするが'小さい
子の面倒は年上の団員がみる｡お話を聞いているうち'大きなファミリーが'和気あいあいと､それでいて一つの舞台に向かって結束していく様子が､目に浮かぶようだった｡

｢一年中､アンサンブルのこ
とを考えている｣とおっしゃるしらいKENさん｡

四日市にまいた音楽の種は､
きっと絶えることな-'その花を咲かせ続けると思われた｡

(レポート　石井　亨)



文化協会加盟団体活動報沓『パリを世帯瞳鼻』
(財)民族衣裳文化普及協会主任講師　内田

2008年さもの国際文化交流で'

フランス･パリを舞台に日本の心文化である着物を伝えて広めてきました｡1 3時間30分のフライトを経てシャルルドゴール空港へ､秋の夕暮れ時･･いよいよ芸術の都パリです｡

染織と自然をテーマに国際絞り会議

が開催された｡エッフェル塔そばに2006年オープンした'ケ･ブラニン美術館にてさものファションショー｡小紋､訪問着､振り袖-それぞれの帯結び｡最後に十二単衣装実演-‥参加者全員が絞-の着物を着てステージに立ちました｡特別な時間が広がり､観客が総立ちにな-やまない拍手-･まさに国際交流でした｡
パリの散策はフランスの象徴とも言

える凱旋門､エッフェル塔､ベルサイユ宮殿'ルーブル美術館など-着物を着ての散策なので皆さんハイチーズ､思わずオーシャンゼリゼ-‥

最後に歴史を刻み姿を変えてきた修
道院モンサ=ミッシェル｡史上最も美

しい生地と称される島は見どころがいっぱい｡名物のフワフワオムレツを味わい想い出を詰めて帰国しました｡

〟を"き帥T･'おT･'0､ヽ†

四日市市文化会館

4月23日(木) 10:00- 13:00-

4月30日(木) 10:00- 13:00-

いずれも2回､2時間コース

～無料体験～
(ご希望の方は下記へご連結ください)

(財)民族衣裳文化普及協会
℡059-352-6390 (内田)



第2 3国少壮吟詠　チヤリチィー日　時　3月22日(日)　1 2時開場　1 3時開演会　場　四日市市文化会館　第1ホール主　催　財団法人日本吟剣詩舞振興会東日本少壮吟士会後　援　(財)日本吟剣詩舞振興会､三重県吟剣詩舞道総連盟入場料　前売り､当日共　大人S席五千円･A席四千円お問い合わせ先　山蕗泰洲

T･059(352)8490F･059(352)8778

主　催　日本アマチュア将棋連盟みえ後　援　四日市市､朝日新聞社入場料　無料　観戦自由お問い合わせ先　日本アマチュア将棋連盟

T･059(354)0625

お問い合わせ先　大河寛紫

T･059(355)0782

E]白市交響楽団第3 1回定期演奏会

第4 5団三省会喜作展日　時

3　3　3

月月月
292827

日日日
(金)　1 2時～1 7時(土)　9時30分～1 7時(日)　9時30分～1 6時

後主会日

援催場時

5月1 0日(日)　1 3時開場　1 3時30分開演E]日市市文化会館　第1ホール四日市交響楽団四日市市､(財)四日市市まちづくり振興事業団

後主会

援催場

入場料

四日市市文化会館　展示棟三省会E]日市市､田白市市文化協会中日新聞四日市支局
(樵)cTY､FM四日市

無料

中日新聞社

入場料　前売り一般千円ー高校生以下五百円

当　日一般千円､高校生以下七百円

お問い合わせ先　水谷　達

T/F･059(322)0558

パブロウ･ニジンスキー記念越智インターナショナルバレエ創立60周年記念シリーズ四日市･桑名アカデミー公演日　時　6月7日(白)　1 7時開演予定会　場　四日市市文化会館　第1ホール主　催　越智インターナショナルバレエ入場料　大人一〇〇〇円お問い合わせ先　越智インターナショナルバレエ

T･059(351)5987

三重岳風吟道会創立1 0周年記念全国吟道大会

お問い合わせ先　花井峰昇

丁･059(353)

ライラコンサート～lフイlフの東京物語

後主会日

援催場時

5月1 7日(日)　9時30分開演四日市市文化会館　第2ホール三重岳風吟道会
(社)日本詩吟学院岳風会総本部E]日市市教育委員会･E)日市文化協会･中日新聞社

第1 7回北勢三曲会定期演奏会日　時　6月1 3日(土)　1 2時30分開演会　場　四日市市文化会館　第2ホール主　催　北勢三曲会入場料　無料お問い合わせ先　畠山翁山

T･059(321)9874

日　時　4月5日(日)　1 4時開演会　場　匹白市市文化会館　第2ホール主　催　ライラ実行委員会後　援　サンフォレスト彩舌会､cTY他入場料　前売り､当田共　大人一一千円お問い合わせ先　森　陽子

丁/F･059(245)

入場料　無料お問い合わせ先　平井岳至

T/F･059(332)2648

第3 1国全回アマ将棋レーティング全国大会日　時　5月3日(白)～5日(火)いずれも1 0時～会　場　E]日市市文化会館　第1展示室

寛紫会発表会日　時　6月6日(土)　1 1時開場　1 1時30分開演会　場　四日市市文化会館　尭2ホール主　催　寛紫会後　援　中日新聞入場料　無料

第33回二重県吟剣詩舞道大会日　時　6月2 8日(日)　9時開場　9時30分開演会　場　E]日市市文化会館　第1ホール主　催　三重県吟剣詩舞道総連盟後　援　(財)田本吟剣詩舞振興会､三重県､四日市市､中日新聞他入場料　無料お問い合わせ先　山路泰洲

T･059(352)8490F･059(352)8778



元気な四日市が好手′

平成2 1年度四日市市文化協会評議員会【総会】

日時　2009年4月25日(土)

午後1時問場
合揚　四日市市文化会館第3ホール

【内容】

午後1時～　講演会　テーマ｢環境と文化｣

講師　石田昇三さん(四日市市沖ノ島)

四日市市文化振興審議会委員

四日市自然保護推進委員会会長･とんぼ屋

午後2時～　評議員会

議題①　平成20年度活動報告(決算を含む) [案]

②　役員改選[案]

③　平成21年度活動計画(予算を含む) [案]

午後3時～　理事ほか役員懇親会

～散会～

会員のみなさま(必読です)へ

四日市市文化協会は2009年7月1日で発足15周年を迎えます｡当協会の前身の四

日市市文化団体連絡協議会から数えますと半世紀以上になります｡先人の豊かな文

化活動を引継ぎ､四日市の文化振興の一翼を担ってきました｡

そして来年は､第1回から関わってきました四日市市民文化祭が第60回を迎えま

す｡このような重要な節目の評議員会であります｡昨年､この評議員会での討議を

深めるために評議員の選出方法を改めました｡

評議員会は会員のみなさまが所属の｢会｣代表者を通じて､文化協会に意見や要
望を伝えることから始まります｡そして｢会｣代表者は､会員のみなさまからの意

見や要望を集約して､所属の理事さんに付託します｡次に第Ⅰ委員会から第7委員

会の各常任理事は､まず所属の理事さんから評議員会に届ける意見などを聞き取;)

まとめます｡そして評議員会に出席する評議員数を内規により確認し､その人数分
の評議員を所属の｢会｣代表者の中から選び､出席を委任します｡

選ばれた評議員は､会員から出された意見や要望のまとめを手分けして評議員会
にて発表します｡会員のみなさまは､必ず所属の｢会｣代表者に意見や要望を伝え

てください｡

みんなで意見を出し合いよく話し合って活動の内容を決めましょう｡ここから文

化協会の新年度の活動が始まります｡

講演会は勿論､評議員会もどなたでもお聴きになれます｡当日会場にお越しくださいニ



[新年度4月から受付を始めています]

～日常はこんなことをしています～

○会員同士で文化サポートをしていまT.

たとえば､演奏会イベントの準備から終了までの宣伝のお手伝い(チラシの折込や封筒入

れ､ボスタ-貼り) ､簡単な受付､展示会場の監視員､会場の設営や片付けなどですムこれに

は交通費程度の実費が必要で7.

0すでに200団体(7000人)が入会していまT.同じや違ったジャンルのみなさんと気軽

に交流ができまT.会員のレベル向上に必要ということで､あらゆる機会に積極的に行っ

ています;

○ホームページ上で会員の詳しい紹介や催し案内､会への入会方法､活動内容など公開､掲

示していま7.

0文化情報誌｢パッション｣ (A4判20頁､年3.7･ 1 1月発行)を会員のみなさんにお届けし

ていま7.

0現在､年一回､市民文化祭の開催の企画に参加､市民のみなさんと一緒に出演もできますも

○学校や企業､福祉団体､サークルほかに｢文化の宅配便｣として､いろんなジャンルの催し､

入門･初心講座などを出前しており､これらに参加できま7.

0文化発展･向上の目的で､会員同士や市民のみなさんを交えての話し合い､時には行政､財

団､関係団体などと振興のための提案や実現の努力をしておりますち

～加入の条件です～

①1年以上地元四日市で主に活動拠点として実績のあること｡

②文化活動でもっぱら営利を求めないこと｡

③政治､宗教団体またはそれに類する団体などは入会できない｡

入会をしてみようと思われる団体､個人のみなさんはFAX･TEL059-351 -3729へ

(お電話は火金曜日の午後1時から5時までに)お願いしますと不在時は09017677-4

01 1西村まで｡入会希望書をお届けしまT.入会が認められますと年会費をお支払いいた

だきますム詳細はホ-ムぺ-ジをご覧下さい.

再
坐
秩
使
用

〒五一〇-〇〇五七四日市市昌栄町≡⊥OTEL･FAX〇五九(三五一)三七二九

●発行所 ●発　行●発行人●編　集

平成21年3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･山口香魚中西まき子･本郷信禰清水暁子･下小薗重人内田量子･加藤　武四日市市文化協会

パッション第三十八号 《編集後記》
☆｢梅｣のたよ-を聞-と｢季

節｣の楽しみを待ちた-な-ますネ｡

☆田中新市長との対談が実現｡
文化振興策に期待したい!

☆港中学校の吹奏楽部を訪れ
た｡｢心あわせひたむきに奏でよう-｣恵まれた教師と生徒に夢を託す｡

☆国際都市四日市として発展
するためにもっともっと交流を!

☆ご提言などおたくさん寄せく
ださい｡　　　　　　　(延)

お詫びと訂正-37号のパッションひろば
俳句､優秀賞　夕焼けが昨日のぼくをかえたのさ　四日市市･冨田中　鈴木　健
川柳､市長賞　鳥羽市　斉藤たみ子　　　教育委員会賞　伊勢市　宇田文子
現代詩､市長賞　孤独　四日市市　秋和まこと　　　　　と訂正させて頂きます｡



二誓
の演出から､ ～: I - ＼/`1ヽ-′＼./＼′′､ヽ′rヽJ ~ヽノ　､1

r増改築まで･｣

総合インテリア

監雷詰慧毘東3THB_8増2
TEL　(059)-346-7933(代)

FAX　(059)-346-7913

E-rnaiI: K-Kataoka@mx.baycity.ne.jp

第一楽器
凶E]市店4F ムーシケホールコンサートガイド

ムーシケパイプオルガンコンサート　第7回
～パイプオルガンとともに(バイオリン) ～

16:00開演　　入場料: 500円

出演著:深谷亜希(パイプオルガン)　荒木弓佳(バイオリン)

三重県フルート協会結成記念コンサート

14:00開演　　前売: <一般> 2,000円　　<学生> 1,000円

出演著: Fl山口典久･大海隆宏･大嶋義実･武伸圭子･細川敦朗　Pf森田涼子
プログラム:ジュナン/ベニスの謝肉祭､ドップラー/アメリカンデュエッティーノ

クーラウ/グランドトリオOp119､ドビュッシー/月の光　他

【チケット販売･お間合せ】

∂第-楽器賢畠悪監2T_e31台(Om5B9i莞ヨE一基翌

うたにしたい｢詩｣募集中!
-中学生以下で四日市に在住か在学の方のご応募をお待ちしています.優秀作品には一流の作曲者によって曲をつけて

演奏します｡4月1 5日必着｡詳しくは店頭の申込用紙をご覧下さい｡



(社)日本外科学会認定外科専門医

消化器科･外科･肛門科･∴内科

雲警会石EE)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-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㈹

料


