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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｢市民文化課教室｣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)
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して将棋ファンの知るところと

やがて日本で有数の将棋道場と センター｣ の存在が知れ渡り' 知､岐阜あたりまで ｢みえ将棋 できました｡県内はもとより愛 の8割くらいを達成することが 毎日でした｡嬉しいことに思い 好きな将棋を広げるため必死の

出しました｡ 口をエリアと考えて四日市に進

鹿と桑名を合わせて約60万の人 四日市の人口が30万㌧ 周‑の鈴 拠点としての出発でした｡当時' る将棋道場です｡将棋を広める に小中学生や女性も気軽に通え 好きな人の日常の練習場'と‑

を開設しました｡これは将棋の に念願の ｢みえ将棋センター｣ めた会社を辞めて市役所の近‑

ら30年になります｡20年余り勤

それから5年間'年中無休で

た｡森賢郎さんはその理事長で 民文化祭などを開催していまし 会) という文化団体があり'市 文化連盟 (現､四日市 文化協 の出会いです｡当時'四日市 四日市｣ の代表の森賢郎さんと

私が四日市で活動を初めてか

り返って〜私の30年〜

ュアの情報を発信しています｡ の四日市にあり'全国にアマチ チュア将棋連盟｣ の本拠地がこ マチュアの全国組織｢日本アマ そして現在'全国ただ‑つのア 区のどこかで開催されています｡ います｡将棋大会も毎週東海地 大会で何人かが日本一になって 高校'大学での活躍'一般人の 室出身者は10 0人を超え'

した｡それから今は亡き｢劇団 役所将棋部との出会いがあ‑ま の思いを支えてくれた四日市

この事業の成功の裏には'私

なりました｡

当センターの小中学生将棋教

勘定が入り込む余地はないと思 は'金銭'時間'労力など損得 高なものだと考えます｡そこに 営みの根源に位置するような崇 本来､文化活動は人間としての する団体を目指してきました｡ に向上を求め'たゆまぬ努力を 係なくお互いに影響しあい'常 ました｡またプロとかアマに関 に一丸となれる組織を夢見てき みんなで力を合わせて事業達成 技量向上で競い合い'ある時は 団体に集う多‑の人たちが共に として活動してきました｡文化 るまで四日市 文化協会の役員

響をもたらしました｡ す｡彼の存在は'私に多大な影 なお'多くの人に知られていま

情熱をかたむけた人として今も 劇にかけ､四日市の文化発展に

した｡ひたすら草の根の地域演

私は'そのころから現在に至

(市文化協会副理事長･事務局長)
生に胸を膨らませるこの頃です｡ 出会いに感謝しっつ'新たな人 これまでの多くのみなさんとの 会の役員の職を辞する予定です｡ 化活動に区切りをつけ､文化協

います｡

今般'私は30余年にわたる文

も音楽を愛し続けたいと思って 化の持つ大きな力を信じ'今後 す｡音楽をはじめとする芸術文 な社会を築‑ことにつなが‑ま

要です｡ 文化活動を大事にする行政が必 います｡だからこそ､あらゆる

ます｡それは'争いのない平和 ます｡また'人の心を豊かにし きました｡音楽は人を元気にし にあふれる街にしたいと願って

私は'かねがね四日市を音楽

西

柿
邦彦

特集〜わが街が誇る寓古焼〜
から'何か書けとのことですが､

今回は四日市万古焼の特集だ

四日市万古と他所の

■特集〜わが街誇る寓古焼〜

で誇れる｢四日市の嵩古焼｣を幾つか特集をしてみました｡ など ‥･｡文化都市への期待が見えてきました｡中でも地場産莱 活躍されている芸術家､こども達からの活き したパフォーマンス
いま'わが街四日市を知るなかで､学術'歴史伝続文化'国内外で

窯業地との違い′‑
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四日市市美術展
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るとか'木型に龍の文様が線 の急須の蓋のつまみが'まわ は遊び心があり'木型の万古 られなかった｡又 万古焼に たこと等は他の窯業地では見 ことで流行をうまく取り入れ 此の時代では大変ハイカラな 情緒を取り入れたものであり' ペルシャや更紗文様等で異国 たものでなく'型や文様は' も中国や朝鮮の焼物を真似し ぐもので'この二つの時代で ｢有節｣時代も'その後を継 の優美な焼物であり､中興の

みたいと思います｡ たま '感じたま を書いて ている様な気がするので､見 焼が外の窯業地と少し変わっ き尽‑されているので'万古 今までに万古焼の歴史等は書

古万古時代｢弄山｣ は京風

伊勢参りの道すがら四日市の 戸や多治見の焼物の職人がお 筋でもあるので たとへば瀬 た事や'又､お伊勢参りの道 とから人々の出入が多‑あっ 東海道の宿場町でもあったこ は江戸､西は京都'伊勢'と 地域的に見ても四日市は､東 この様な酒落ごとは出来ない｡ これも心にゆとりがなければ の様な色々な遊び心が有‑' て始めて知らされる事で､こ 観からは見えず'内をのぞい 蟹が這っていたり'これも外

見ることが出来ない｡ に龍の文様が残‑､外からは 彫されているので'急須の中

又花瓶の内側に土で作った

をしていく事と思います｡ 景を背負いながら益々の発展 いが､これからもこの様な背 が良いか'悪いかは分からな 関係等も色々で自由で'これ 又違う所だが､先輩､後輩の 集まった集団であり'これも ていてその一人一人の作家が 世界でも色々なものが焼かれ

業地と違う所でもある｡ 中に窯が有りこれも又外の窯 い所が多いが'四日市は町の に原料の土を取る為に山に近 技術も入り'外の窯業地の様 ないだろうか｡その為よその 技術等を伝えていったのでは 窯場に寄り道をして'窯業の

りません｡又万古焼の陶芸の りますが万古焼はそうではあ 体のものが有‑一見してわか 地で作られたものを見ると主 る様な気がします｡他の窯業 は'なんでも有‑の窯場であ く窯が有‑で､現代の万古焼 土鍋を焼いた‑､貿易品を焼 所もあり'食器を焼‑所や' 屋さんもあれば'花器専門の

現代の窯業も急須を焼‑窯

特集〜わが街が誇る寓古焼〜
ンにこだわらない表現スタイル

であろう｡ けることこそが不易というべき

いうべき表現の多様に変わり続 変わらないものはない) とでも あり､諸行無常 (全てのものに ザインが高古焼の最大の魅力で に､伝続に固執しない器形やデ わらない) の理念とはうらはら である商古不易 (いつまでも変

このように一定の形やデザイ

ったのである｡
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日や江戸'桑名から四日市に移 なった｡さらに生産の拠点も朝 済を担う主要な産業のひとつと
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は日用品の量産を行い'地域経 節による再興を経て､明治以降 なわち趣味の品であった｡森有 めた寓古焼は'もともと茶陶す 波弄山が現在の朝日町小向で始

江戸時代後期に桑名の商人沼

作品に押印された甫古の由来

甫 古 焼〜その不易なるもの〜

四日市市立博物館
‑替えて急須などを造るに至 ほどである｡やがて赤土に切 今でも展覧会が開かれている 時から欧米で高い人気を誇‑

ていた｡このころの作品は当

ップや急須､花生などを作っ 器が多‑輸出用にコーヒーカ 半の寓古焼は'白土を使った その例は数知れない｡明治前 式特殊硬質陶器の大正焼など さらには黄みがかった半磁器 青粕そして森有節の腹膜脂粕､ や温もりのある 焼) の更紗模様 ら草創期の寓古 寓古 (沼波弄山 事もできる｡古 の表れと捉える 精神や学習意欲 れるチャレンジ ば直ぐに採‑入 は'良いと思え

学芸員田 中 伸一

は作品をじっ‑り観察するこ

いる｡

の急須が現在に受け継がれて った｡この時のいわゆる紫泥

寓古焼の魅力を真に知るに

色絵菊花文輪花鉢
るものなのである｡ あり'現代にも継承されてい のへの開拓精神のなせる技で れは先人が発揮した新しいも 様々な工夫が垣間見える｡こ 古焼には観る者を惹きつける

木型造蝶牡丹文土瓶

うしても気にか る｡ のように渦巻いているのがど はそう見えない｡｢の｣ の字 も菊の花弁なのか‑いや私に 口縁に散らばる丸の中の模様 ているかに見える｡それでは な口縁と全てが菊にみたされ 菅がひとつ'更に花弁のよう

僅か二つを見ただけでも寓

かれ'挟む様に二輪の菊花と 寿とあり'周囲に二重円が引 ら見たものである｡中央に菊 の写真は古寓古の鉢を真上か 和していることを感じる｡左 て寵編み風の摘みが吊手と調 作者の息遣いを感じる｡そし 付けられた指の痕に制作中の よう｡私はこの表面に無数に ない土瓶を一分間観察してみ 写真の高さ十センチにも満た とが最も近道である｡右側の

特集〜わが街が誇る寓古焼〜
に白羽の矢が当たったのである｡

彫に秀でた才能をもつ森有節

を思いついた｡城下に住む木

産事業としての寓古焼の再興

状況は同じであったから､殖

徴収に困っていた｡桑名藩も

頃飢健が多く､各藩は年貢の

る30数年前でしかない｡この

年は徳川政府が終葛を向かえ

言わねばならない｡

事になったのかということは'

何故森有節が寓古焼を始める

だと'思うのであるがt LかLt

ぞったところで仕方の無い事

彼が寓古焼を始めた天保2

今こ で寓古焼の歴史をな

&日骨の寓合挽
桑名市商古焼無形文化財 四日市商古焼伝統工芸士

では無いのかも知れない｡こ

寓古焼とでも言わないと正確

政区画で考えると桑名四日市

楠なども含まれるから今の行

川越町'四日市の富田'羽津'

桑名藩は今の三重郡朝日町'

査で明らかとなった｡当時の

3 基存在したことが最近の調

った窯の数は本窯24基､錦窯

から明治の初期､桑名藩にあ

仕切っていたのである｡幕末

えられて藩内の寓古焼を取‑

命ぜられ､苗字帯刀'禄を与

あろう｡陶器指南役を藩から

いる作品を見れば一目瞭然で

その後の彼の活躍は､残って

電石窯 森 一蔵

優美な粉彩'斑榔彩を宮廷内

受けられました｡

の時代で'陶磁器では繊細で

ことだった｡当時中国は清朝

桑名市文化功労者表彰を 森一蔵さんは平成2 2年度

たのは､新しい寓古焼を作る

〜速報〜

かった｡桑名藩が有節に命じ

だ｡だからこの事も本意でな

った｡量産を考えたからなの

たことが､型寓古の発想とな

んであり'優秀な木型士がい

木型は桑名が鋳物の生産が盛

で満足していたのでもない｡

木型を使った所謂｢型寓古｣

うと思ったのではない｡又'

言う｢古甫古｣を復活させよ

えよう｡彼は沼波弄山の今で

こで森有節の作品に付いて考

だせるLt創‑出せると思う｡

必ず他産地に無いものが兄い

の歴史と技術を｡そうすれば'

きた｡正に検証が必要だ｡そ

今はその子孫も少なくなって

日市で子孫を増やした寓古焼｡

まれ桑名藩で大きくなり､四

ていたであろう｡桑名藩で生

作品は揺るぎないものとなっ

制が永‑続いていれば'有節

たと言える｡もう少し幕藩体 材料などの調達を容易にさせ

家とは親戚であったことが､

名藩の松平家と平戸藩の松浦

共に彼が目指したものだ｡桑

脂粕の作品だ｡これこそ藩と

連の盛絵の作品であ‑'腹膜 物を手本として造ったのが一

の工房で造っていた｡その焼

特集〜わが街が誇る青苗焼〜
されてまいりました｡ 向の産地への転換を余儀な‑

経済環境の変化から､内需指 したが'為替相場の変動等の 内でも有数のものでもありま 輸出向け陶磁器産地として国 特に昭和60年代はじめまでは 集積を形成するに至‑ました｡ り'三重県下最大の地場産業 み重ねによ 人の努力の積 来'多くの先 開窯して以 浜一色町) に 在の四日市市 が末永村 (現 山中忠左衛門 森有節･千秋兄弟の活躍を経て､ 成した型商古の開発を行った 特な技法である木型成型で作 の始ま‑とされ'寓古焼の独 古不易｣ の印を押したのがそ わらないものとして｢寓古｣ ｢寓 窯し､自分の作品に永遠に変 弄山が現在の朝日町小向に開 の元文年間に桑名の豪商沼波

そこで'寓古陶磁器工業協

四日市寓古焼は､江戸時代

ぽんこの里会

＼
＼､

事務局長石崎和豊

に紹介させていた のすべてを体系的 技法'製品等の四日市寓古焼 しました｡当会館は'歴史' んこの里会館がオープンいた ぎながら､平成1 0年1月にぽ を設立し､行政のご支援を仰 古陶磁器振興協同組合連合会 同組合の2組合が出資し､寓 同組合と寓古陶磁器卸商業協

わけであります｡ まれる施設として建設された 拠点として多‑の人々に親し 行うための産地関係者の活動 ともに'より良い製品開発を 焼を正しくご理解いただくと め､消費者の方に四日市高古 市民の方々をはじ だくことにより'

しかしながら､寓古業界を

嵩古陶磁器工業協同組合
〒51 0‑0032

三重県四日市市京町2番13号
Te1 059(331)7146

Fax 059(331)8263

E‑mai一 bankoICm@m5,cty‑net.ne,jp

くお願い たします｡ へご来館賜りますようよろし があります｢ぽんこの里会館｣ 陶芸教室･寓古焼のショップ す｡お近くへお越しの際には' ろなイベントを考えておりま 50回を迎えますので'いろい ます四日市常吉まつりは来年 また'5月に開催されており

さないように'これからも四
ップをはかっております｡ へのpRを行い'知名度ア

ター･シール等により全国 れました｡これを機にポス (地域ブランド) に登録さ 市ではじめて地域団体商票

まで四日市寓古焼は四日市

ております｡ ら携わっていきたいと思っ

日市寓焼の振興に微力なが

平成2 1年2月'おかげさ

幅

配呂子シャンソンコンサート

●日
■会

時11月27日(土) 17:30開演(開場17:00)
場

第一楽器ムーシケ
ⅧLO59‑353‑763 1 (四日市市文化会館前)

■入場料

前売

大

人

3,500円(当日3,800円)

子ども(中学生以上) 2,000円
※会場にて発売中
お問い合わせ

090‑2432‑91 57

‑ます四日市寓古焼の灯を消 伝統的工芸品に認定されてお 私も地元に生まれ育ち､国の ちらも半分程度になりました｡ すと商工組合の組合員数はど 私が業界に入った頃と比べま

とりまく環境は非常に厳しく'

特集〜わが街が誇る寓古焼〜
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文化の振興に務めています｡

月に各1ケ月間'茶道教授連

を市民のみなさまに提供し' 化の創造と発展向上を図る場 統文化に親しめる場'また文 道を始めとする日本古来の伝

本格茶室の小間棟があ‑'茶 数寄屋造‑の広間棟'奥には

日呈茶を行っている立礼席'

立礼席では､毎年8月と2

1 6年を迎えました｡

茶室として開設され'今年で

園内に'平成6年7月に市民 近鉄四日市駅に近い鵜の森公

(財)四日市 まちづくり振興事業団

四日市茶室 ｢酒翠庵｣ は'

門を入ると'開館日には毎

嵩古茶碗でも抹茶pJ

四日市市茶室渦翠庵

平野 梓

まにも実際に手にとってその

込めた作品を､市民のみなさ

す｡

して行うようになったもので

の伝統文化である茶 いただくなど'日本 抹茶を召し上がって

ただいた作品で常時

たことから'潤翠庵の企画と

礼席で試みたことが好評を得 技法｣ が開催された際に'立 画展｢高古の匠 茶陶と伝統 日月に四日市 文化会館で企

ます｡この事業は､平成1 7年 抹茶を召し上がって頂いてい

お客様のお気に入‑の茶碗で 得て､新作の寓古茶碗を並べ'

る寓古作家の方々のご協力を

盟の先生方と'地元で活躍す

だいています｡

作品ほどを出品いた

ました｡現在では35 を重ねて今夏で第1 0回を迎え

寓古作家のみなさんが精魂

道と地場産業である

いているところです｡

今後は､ご寄贈い

さい｣ と激励いただ 興のため続けて‑だ

のため'また茶道振 だ｣ ｢地場産業発展

トにも'｢いい企画

が､毎回ご好評いただき､回

いただいたのは1 7作品でした

お客様のアンケー

願ってお‑ます｡

誇りを持っていただけるよう

業である高古焼を銘器として

良さを実感して頂き'地場産

まいります｡

する当事業団として努力して 立てるよう'茶室をお預か‑

寓古焼の更なる発展のお役に

平成1 8年2月の初回に出品

れば誠に幸いに存じます｡

りと抹茶を召し上がって頂け

ご愛顧賜‑､気軽に'ゆっ‑

今後とも市民茶室潤翠庵を

特集〜わが街が誇る寓古焼〜
出品で陶芸は2 %の入選率です｡ が展示されました｡全国からの 般) が一同に七百余点の工芸品 宝4 名の作品と入選作 (私共一 名古屋で終わりました｡人間国

⑳⑳⑳⑳

第57回日本伝統工芸展が東京･

子ども達から急須が

t :S,iL.

消えかけております!
伝統ある日本茶の文化を

陶芸家

つなげていきます!

清水酔月
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統的工芸品産業に認定 45年に通産省による伝

ます｡ 彩な陶芸を目指してい

の薪で焼く登り窯等多 ております｡年に一度 せた作品造りを指導し 等'個々の目的に合わ 県展に出品される方 健康的訓練等'また市 楽しく文化的な遊びや 師はじめ多彩な経歴の方々で 指しております｡学校等の教 芸を中心とした文化の郷を目

四日市寓古焼は昭和

室と登り窯を新し‑築き､陶

されました｡

現代の伝統工芸展を熱‑鑑賞 文化人が多く御来場いただき

陶芸教室の生徒さんをはじめ 展だと言われています｡私共 た｡東海地方では最大の工芸 等多‑の人々が鑑賞されまし 陶芸愛好家をはじめプロの方々

西坂部町に1 5年前に陶芸教

最近では私の作品が3点海外 っていただきたいと思います｡ 古焼を発信し'多‑の方に知 ます｡又全国､全世界にも高 市甫古焼の発展を願っており 事業の講師も長‑務め､四日

日市 の助成で伝統産業育成 展の審査も務めています｡四 務め'東海伝統工芸展や市県 在は商古業界の伝産委員長を 任命されお受けしました｡現 工芸士を認定､初代の会長も

されました｡2年後には伝統

蔦古縞文急須

と思います｡ 化もつなげてい‑必要がある

た長く続いている日本茶の文 心に残るホットする時間もま 便利性は必要かと思いますが' ております｡ペットボトルの 子供たちから急須が消えかけ

も御力添え頂きた‑思います｡ 飲むことを推進した‑皆様に

自分の制作した急須で緑茶を

を県の協力のもと実行中です｡ 子供たちにも制作できる急須 派な資源を今一度活かしたく'

日市の特産品です｡地域の立 水沢のお茶､寓古の急須は四 を飲む) も広‑広報中です｡ 芸を通じ茶の文化 (急須で茶 等受け継ぐことを期待し'陶

とを楽しみにしています｡ 外で多‑の方の目に触れるこ

又'次の世代にも伝統文化

れも大作で寓古の壷です｡海 の国立歴史博物館です｡いず 阿南省'1点は天津市'台湾 に渡っています｡‑点は中国

ございません｡ いたことに感謝の言葉も な経験を積ませていただ 市 政･三重県政に参画させて貴重

文化振興発展のためご努 とであります四日市 の くなり本当に喜ばしいこ てやっとその言葉も出な ありましたが'近年にし 政の最重要テーマの一つで 日市｣の論議が絶えず市 代｢文化･不毛の都市四

上げます｡ めご努力賜っており心よりお礼申し

日頃は四日市 文化協会発展のた

お支えいただいて32年が経ち､四日

思い起こせば'市議時

J‑+.+...一一+.+...‑I‑+.I...一一+.....一一+....+一一.....+‑一... +.+‑一... +.+‑一... +.+一･‑...

四日奇骨文化偽金に
期待しています
三重県議会議員

‡永田 正巳
/ i‑iふ‑/ii血･楓̲... ･.･̲̲... ･.･̲̲... ･.･̲‑... ･.･̲‑... ･.･̲‑... ･.･̲‑.･. ･.･̲‑.･. ･.･̲‑.･. ･.･̲‑.･.

たと直感する今日であります｡ て社会に大きな歪みを生じてしまっ すますが'私達は大きな忘れ物をし という言葉を耳にすることがありま

のは私一人ではないと考えますが如 罪が多発Lt沈痛な思いにかられる ます殺人事件'予想だにされない犯
してまいることが求められる時 れませんが出来ることから実践 しながら'時間が掛かるかも知 なく国民一人一人が意識を共有 このことは'先送りする問題では ると痛感する次第であります｡ をすることが何よりも肝要であ な思いをしないよう'方向付け 継ぐかであり'将来世代が惨め の 責務は次の世代にどう引き

何でしょうか｡

ればなりません｡ 民等しく感謝の心で受け止めなけ 済大国に発展してまいったことは国 至上主義で遇進Lt世界で冠たる経

ーガンに一致団結して'ひたすら経済 米先進国に追いつけ追い越せをスロ

する所であります｡ 力いただいた多‑の方々に敬意を表

戟後65年敗戦から立ち上がり欧

しかしながら最近失われた20年

毎日のようにマスコミに報道され

この世に生を受け'生きるも

筆いただいています)

(当連盟の賛助会員のみなさんに順に執 の益々のご清栄を祈念いたします｡

せていただきます｡ はありますが皆様と もに頑張ら るのではないでしょうか｡私も微力で をすることに繋がってゆ‑ことにな ちこれが次世代に素晴らしい贈り物 りが出来ればと願っております｡即 んで'楽しんで参加できる環境づ‑

願申し上げます｡ すが'何卒ご指導の程幾重にもご懇 ご多忙な中'何かとお世話になりま

終わりに当り'四日市 文化協会

役員の諸先生におかれましては日々

とが何よりも大切であり'市民が喜 的盛り上がりが醸成されて行‑こ

これからも協会が発展し'全市民

一つの方策と考える者であります｡

心より敬意と感謝を申し上げます｡ た役割は大き‑'そのご功績に対し 市 文化協会の果たしてまいりまし
このような時代背景にあって四日

度国民の中に根付かせてゆ‑ことが なことであり'伝統文化･芸術を今一 神文化を普及･拡大することが大切 来より育んでまいりました日本の精

ります｡ 機でもあるかと確信するこの頃であ

そこで'この荒廃した世直しは古

社交91ココ(3Jb身とt5(=若返る
瀬川ダンス教室
(TEL 059‑355‑3751)

主宰

瀬川信雄さん､瀬川純江さん
んが語ってくれた｡ ンが受けられる｣と教室の生徒さ

関わってもらえるなら､｢みんな 集っていただいた｡市がダンスに わせ会にそれぞれの代表者1 8人が 加を呼びかけた｡第1回の打ち合 開催するための実行委員会への参 余のサークルに市民社交舞踏会を 今回'地区市民センターにある40 盛んであることを耳にしていた｡ 社交ダンスの同好会が数多‑あり'

も楽しい雰囲気で'いつもレッス 川純江さん｡｢的確な指導の中に 若返る｡楽しいの二言｣と話す瀬 い踊る社交ダンスは｢心身ともに 年齢を忘れて'華やかな衣裳を纏

地区市民センターには古くから

た空間に身をおき'

りに一変する｡

ーになると優雅な踊 そしてテンポがスロ スポーツそのもの｡ いる｡激しい動きは まり'練習に励んで 大勢の老若男女が集 のダンススタジオに のシャルウィトキワ 室｣ の練習場｡常磐

日常生活から離れ

｢瀬川ダンス教

ながら3時間のプログラムを終え を夢中にさせ華やかな余韻を残し が披露された｡40 人の参加者 素晴らしいデモンストレーション そして締めく りはゲストプロの ンス'トライアル'ジルバ大会' による演奏'フォーメイションダ ふれあいダンスタイム'生バンド 体育館で市民社交舞踏会を催した｡

くれた｡ で一緒に盛り上げたい｣と話して

去る1 0月3日に中央緑地の第2

がほしい｣と｡ い｡ダンスを身近で楽しめる施設 ダンスを楽しむ環境が整っていな 続けるだろう｡しかし､四日市は む中で'ダンスを楽しむ人が増え

ン日く‑｢今後'益々高齢化が進

った｡

瀬川純江さん夫妻やダンスファ

(レポーター西村邦彦)

について熱く語る様子が印象的だ のダンスの先生のお一人｡ダンス 準備段階のこと｡市内でご活躍中 のは'一昨年の市民社交舞踏会の

をした (写真) ダンス教室の会員と もにお祝い て20周年の記念パーティを催し'

筆者が瀬川純江さんと出会った

ている｡

今年4月5日'ロワレ2 1におい

亀山'桑名'川越にも教室を開い 開き'今では'四日市はもとより で活かしたいと ｢ダンス教室｣を 京での社交ダンスの経験を四日市 ら四日市に転居してこられた｡東

だいた｡

瀬川純江さんは20年前に千乗か

後のご挨拶に至るまでご奮闘いた こと'当日の駐車場の手配から最 んには'参加の呼びかけは勿論の た｡今回､副委員長の瀬川純江さ
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IIIItI

DIIbdJ+lJJl

DPPLPDID4+IlllJ)I

LI

LIqII4JLlIdLbLDL4+44TArIJIIllIl

Ltl++++flIIIJ+IIIddt++++trrrPDDDIJIlIJJJ

LI+tlIIIJPIIII

藤本幸太郎 日本芸協蒜FB
昭和30年(1955) 5月､京町の法泉寺境内で､

イツに留学し､大

伊勢の生んだ近代の傑僧と称された太田覚眠

正10年(1921)に

柿(本シリーズ4を参照)の｢頒徳碑｣が建立､

は我が国初の商学

除幕された｡その碑文の撰並びに書は､一橋

博士の学位を授与

大学名誉教授･商学博士の藤本幸太郎による

された｡

ものであった｡

更には文部省督

本派本顧寺より送られた祝辞の代読につづき､

学官･中央統計委

当日は校務のため参列できなかった藤本の祝

員会委員･損害保

辞｢太田覚眠師を偲ぶ｣を旧友が朗々と代読｡

険国営再保険審査

この後､四日市市長吉田勝太郎をはじめ2百

委員･教科用図画調査委員等の要職を務め､

名以上が順次焼香して式典を閉じた｡

昭和8年には再び､欧米各国の学事視察に出

更に昭和38年6月には藤本の編集で『太田

張するなど華々しく活躍した｡その藤本は､

覚眠師追想録』が公刊され､覚眠とともに藤

四日市商業高校創立50 ･ 70周年記念などの節

本の名前が永遠に遺されることになった｡

目には必ず記念講演会講師に招かれたり､記

福井県丹生郡に生まれた藤本幸太郎(1880

念誌へ寄稿して巻頭を飾ったりした｡

‑1967)は幼児期に､一家をあげて四日市市

戦時下の昭和18年､男子商業学校を廃止し

川原町に移居｡少年藤本は信仰心篤い母に連

工業学校または農業学校への転換を図る緊急

れられて法泉寺の法廷に列して以来､住職の

措置が打ち出されたとき､母校の危機を救わ

覚眼や天聖院主から漢籍の素読のほか英語や

んがため藤本自ら筆を執り､知事に対して潤

数学を教わるほどの学問好きで､小学校では

商の存続を訴えたその情熱と功績は著名｡

常に優等であった｡

なお､潤商創立90周年記念には､故人藤本

向学の念抑えがたい藤本は､三重県初の四

を偲んで胸像｢藤本幸太郎翁｣を校舎玄関事

日市商業学校(現四日市商業高校)第1回生

務室前(後に正面玄関に移設)に設置｡我が

として入学｡在学中には授業ボイコット事件

国初の商学博士像は､商工業の街四日市の発

が勃発したが､藤本の必死の説得によって見

展を担う人材の登場を望みつづけている｡

事に回避し､第1回卒業生9名のうちの1人

となった｡卒業後は数か月間母校の教壇に立

【お詫び】前回の｢郷土の偉傑｣でタイトルと

文中の年号が間違っていましたのでお詫びし､

ったが恩師らの勧めによって､東京高等商業

次のように訂正します○

学校(現一橋大学)に進んだ｡同校卒業後は

タイトル初代小菅剣之助‑小菅剣之助

同校教授となり､明治43年(1910)から3か

本文21行目昭和9年(1084)‑大正9年

年間商業学･統計学研究のためイギリス･ド

本文22行目翌10年‑昭和10年(1935)

笹川連合自治会のみなさまと 前号に書いておられるように' 木利昌会長も貴誌｢パッション｣ 主催者の笹川地区協議会の佐々

『笹川ふれあい夏まつ‑』は'

行いました｡ 付けと夏祭‑の踊‑の練習を 住民を対象としたゆかたの着 今夏､市内笹川で主に外国人 生を推進するための事業として' では'日本人と外国人との共

との要望があった めです｡ ので､踊り方を教えてほしい｣ 着て日本人と一緒に踊りたい れあい夏まつり』で､ゆかたを 人の女性たちから'｢『笹川ふ

当事業団国際交流グループ

笹川団地に住む日系ペルー

(財)四日市 まちづくり振興事業団

文化振興･国際交流事業部長

笹川βーれあい至まっり 国人も､ともに楽しんだ)

小林春美

でしょうか｡

との願望となったのではない 本人の踊りの輪に入りたい｣ じような思いから､前述の｢日

られます｡

こと｣が同氏の夢と述べてお 誇れる｢共生モデル｣とする

の文化交流の場として全国に ごく自然に語り合い'お互い

りに取‑入れ'双方の住民が た暁には｢サンバ｣などを踊 い夏祭り』で｢気運が熟成し

佐々木会長は『笹川ふれあ

笹川団地に住む外国人も同

人種を越えての交流が深まり

きな行事です｡ の｢夏の風物詩｣といえる大 公園で盛大に開催される笹川 の共催で'毎年8月に笹川東

変熱心にお教え下さり'練習 の指導者の先生方が親身に大 導には､地元笹川地区の民蹄

したり'笑顔で話しかけたり' のあとも写真撮影や'握手を

ゆかたの着付けと踊‑の指

せん｡

たが､ゆかたは四郷地区市民 たを自然に着こなしていまし

日を当事業団も願ってやみま

ました｡

外国人の男性も女性もゆか

踊りの練習を終えて
会長の夢が実現する

っと広がり'佐々木 の踊り｡この輪がも

の心を捉えた夏祭り

何人かいました｡ に参加した外国人も

これほどに外国人

日間､1日も休まず 夏祭‑本番で連日4

感謝してお‑ます｡ 供することができ' 参加した外国人に提 力いただいた物で' のみなさまからご協 で寄附を募り'地域 センターのお知らせ

われた練習会に続‑ 習のほか､地元で行
当事業団の踊り練

'
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包虫を窟@掴く参
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宮あせ切㊥畠
NPOちょっと自然副会長一木

勝弘

鈴鹿山麓研究学園都市の土手にどんぐりの森を作ろうと計画した｡十五年
前のことである｡どんぐりを集め､蒔いて育てる手作りの森を目指した｡ど

んぐりの種類､蒔き方の勉強から始め､発芽したときの感激は忘れられない｡

しかしここから苦闘が始まった｡雑草は物凄い勢いで成長し､特に葛は計画
地全域を覆いつくす｡これが秋の七草かと思うばかりの凶暴さである｡小さ

な苗を守るため根気よく丁寧に雑草を刈る日々が続いた｡最も辛かったのは
一メートルほどに育った数十本の木の先端の枝を切られた時である｡恐らく
正月の床の間の花用と思うが､育てているのは一目瞭然の木の天辺を切り取
って家で飾る人間の神経を疑う｡この対策に黒い塗料を苗木に吹き付けた時､
.)､

深い憤りと悲しみで涙が溢れた｡雑草を刈り続けて十五年､今､どんぐりの

巾
#

森のコナラやクヌギは大きく成長し少し林のようになってきた｡あと少し成

長すれば葉もより生い茂り雑草も少なくなり木漏れ日の中でのんびりできる
∵∵盛㌘

l､･

･〆､
一へ.L

ヽ
L

･●L

tL,､

∴←
人亀｡れ将1日懸
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日がくるだろう｡ ｢継続は力なり｣木を植える一時の植樹祭より守り育てる

)､‑

∴
#転

.::

かぶ｣ のお話を読んでいきます｡ 使ってゆっくりと ｢お きな 始まりました｡大判の絵本を 場し'いよいよ読み聞かせが そこに今日の案内役の方が登 今かと待ち構えていました｡ の読み聞かせの始まりを今か ちが集まり ｢お きなかぶ｣ 中心に百名を超える子どもた 小学校の図書室には低学年を

｢読書が育てる心豊かな子供たち｣

十月はじめのある日'常磐

おおさなかぶ

四日市 立常磐小学校
一こまです｡

校内の読書活動の推進に取り ランティアが協力しながら､ 会の図書委員会そして図書ボ 配置される図書館司書､児童 て'学校の司書教諭と市から は ｢朝の読書｣ の活動に加え

一緒に掛け声をかけています｡

のひとつ ｢読み聞かせ会｣ の 取り組んでいる読書活動の中 ボランティアさんと連携して

ょ｣ に合わせて､大きな声で ｢うんとこしょ'どっこいし たちは大喜びです｡読み手の 小道具も手作‑です｡子ども わせて動作をします｡衣装も

さんが登場して'読むのにあ 同じような格好をしたおじい つけて帽子をかぶり'絵本と て劇が始まりました｡ひげを するとその横でお話にあわせ

これは常磐小学校が､図書

十年程前から常磐小学校で

す｡ と工夫した内容になっていま

かせの妨げにならないように しやすく'それでいて読み聞 きを考え'子どもたちが理解 進められます｡登場人物の動 った独自のシナリオに沿って 行う劇は'ボランティアで作 組んでいます｡読み聞かせで

同校の図書ボランティアは

手づくりのしおり

サンタがやってきた

したいものです｡ 化向上に貢献できるよう期待 来の四日市 民を育成Lt 文 げ､読書を通して心豊かな将 から家庭へそして地域へと広 進め'読書を楽しむ姿を学校

(レポーター 九鬼多賀子)

ました｡

今後もこうした取り組みを

山道久校長先生も喜んでみえ いう結果が出ていることに桐 市内の小学校の中でも高いと 書が好き｣という子の割合が こ数年のアンケート調査で｢読 も大いに役立っています｡こ を好きになる動機づけとして もたちの楽しみの一つで､本 童に配られます｡これも子ど 作りのしおり｣ が集まった児 ボランティアの方による ｢手 す 読み聞かせのあとには､ げる取り組みもなされていま や地域に向けて読書の輪を広 いう広報誌を発行して保護者 また､｢図書室の窓から｣と ど様々な活動を行っています｡ 読み聞かせや本の修理整頓な

きるところを｣をモットーに' ｢できる人ができる時間にで

います｡当文化協会には始め 導者として幅広‑活躍されて 瑞穂流･フォークダンスの指 の伝統文化である民踊･新舞踊･

構成され'金森さんは､日本 名の会員で ぎの百五十 歳〜80歳過 指導者と40 現在22名の さ菊会｣ は した｡｢さ いただきま を聞かせて ながらお話 少し緊張し

タビュー'

さんにイン

主金森通子 さ菊会｣会 所作の ｢さ に藻とした 笑顔のなか

き､優しい のひとと

昼さがり

三重県iB,オ至,号ン禦‡連合会理事長
束扇派･藤間流､瑞穂流三重県支部長

｢ささ菊会｣会主

金

森

通

子

さん

地域に密着したボランティア活動に取り組む

か'プログラムの配付を丁寧 皆様に大勢､観に来て頂ける 題として､如何にして市民の また ｢観客の動員を最重要課 発表を心がけています‑｣｡

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

に､品格のある舞台の に'喜んでもらえる様 年楽しみに観覧頂く方々 一同心と技を磨き'毎 の真髄をお伝えした‑ ｢日本民踊･日本舞踊 さいました｡さらに' ときっぱりお答えくだ には協力を惜しまない こられ､文化祭の成功 から参加し活動をして

指導者の練習風景
さんお聞きできました｡ 指導などご活躍の話しをたく

の盆踊りの指導や'敬老会の

先生の熱意に納得でした｡
40年の歴史の中では'地域

市民文化祭

一ホールが満席とお聞きして

と熱くお話くださいました｡ きたことを喜んでいます｡｣ 年もだんだん観客が増加して

｢民踊'舞踊まつり｣ では第 恒例の ｢さ 菊会｣ の発表会

なるほど‑毎年公演される

日本民踊発表会

(レポーター 中西 まさ子) と結んで下さいました｡ 愛されたいと願っています｣ ずっと続けて'市民の皆様に 動を与える舞台をこれからも

を正し‑格調高‑舞って､感 代･瑞穂扇梢先生振付の舞踊

く普及する事｡家元藤間麗基 フォークダンスを発表し､広

ークダンス連盟の日本民蹄と
最後に'｢ (社) 日本フォ

フォークダンス･カンナサークル

になど努力をしています｡今

P市民文化フェスティ)でル第60回記念行事I
いた｡赤いスカート穿いてリズ は'フォークダンスが行われて

き入っていた｡

の頃の紙芝居を思い出し暫‑聞 子供が集まってきた｡私も子供 美声に引きよせられる様に次々

に座‑こんだ｡本を読む女性の の男の子がちょこんと敷物の上 を待って居られた'やがて一人 る'数人の女性は子供が来るの

の努力に感心する｡ 各地を巡って蒐集された出展者 大阪の法善寺横丁･道しるべ等' 句碑があったのは意外だった｡

を読み聞かせするコーナーがあ

日永辺‑に'水沢のもみじ谷の の威圧を感じた｡又旧東海道の 北桑名領｣大きな石碑で桑名藩 歌碑が多いが道標もあ‑｢従是 ｢拓本｣ に魅了された｡句碑'

展示棟に足を踏み入れた途端

階段横の一画には子供に絵本

第一ホール前エントランスで

の大きな課題である｡ 会員は増えているのに､今後

鼓に聞き入っていた｡ 観客がリズミカルなお諏訪太 訪からの出演もあり'大勢の

きた｡観客が少ない･

リネシアンダンス｣ が鑑賞で

世界に浸る事ができた｡ はつい引き込まれ遠い過去の

トでエキサイティングな ｢ポ

第二ホールは本場信州の諏

という感じで'巧妙な語‑に だ女性が如何にも｢語‑部｣ は'紺の餅の着物に身を包ん

第一ホールでは'エレガン

た｡

即売コーナーは'賑わってい

市民文化フェスティバルを観て

ールの前での福祉施設の展示 は活き活きしていた｡第二ホ ムに乗って踊っている皆さん

民話語‑｢つ‑しの会｣ で

(リポーター 本郷信摘)

全に作る事ができるのが大きな とても手軽に短時間で出来'安 作成でき'必要な道具も少な‑ 熟を加えるなどの処理をせずに に比べると､ガラスのカット' 方があります｡ステンドグラス 色彩クラフト｣としての楽しみ き'生活に彩りを添える ｢生活 ラスの雰囲気を楽しむことがで です｡その作品は'ステンドグ 短時間で作れる新しいクラフト

めて作品をつくります｡安全に

イルムの端を再度リード線でと 殊フィルムを貼って彩色し､フ 描き'裏から日焼けしに‑い特 ド (鉛) 線を貼ってデザインを はガラス等に接着剤付きのリー

｢華ひらり&彩きらり｣

03年でした｡｢グラスアート｣ ムステンド) の出会いは､20
私と'グラスアート (フィル

生活色彩｢グラスアート｣の魅力
日本ヴォーグ社 日本グラスアート協会認定

グラスアートインストラクター

西尾朋子

携帯〇八〇･三〇六五･三五一

四日市 塩浜本町一‑六五 室) で体験して下さい｡ はず｡この機会にサロン (敬 れた経験をお持ちの方も多い 魅了するステンドグラスに憧 ふれるような色彩で見る人を 光を通して浮かび上が‑､あ 色々な物にデザインできます｡ 陶器･鏡等'生活の中にある けでなく木･金属･タイル･

特徴です｡素材は'ガラスだ

■市民文化フェスティJ ttJレ第60回記念行事4
I̲+LJ(I̲ALq+4JIt ̲+1‑)J4〜tI̲rf

部門Hの所属団体と'舞台部

中日マリン八･ミュージックセンター

IJr̲ ̲TJ4+IL ̲J LI̲+tf I4

催されました｡ 2 6日に､あさけプラザにて開

第4 5回秋の文化祭を経JNU

秋の文化祭は'9月25日 門では一般からの公募により

今回は､舞台部門3 0'展示

与○年目のありがとう

マリンバ
コンサート
tf)嵩

碕

耳

と

伸178

あさけプラザ文化団体

津

徒さんによる野菜など即売会' 健康教室'四日市農芸高校生 ました｡また特別催しとして'

去る10月3日(日) ､四日市市文化会

2つのサークルの参加があり

館第1ホールに1800人を超える観客を迎
えて開催されました｡

主宰の優しいお気持ちがそのまま会場
全体に溢れたなごやかなコンサートでした｡

■舞台部門

望者でアマチュアばかりです 台部門の役員と公募による希 置しました｡メンバーは'舞 台制作委員｣という組織を設 満足度を高める意味で'｢舞 を円滑に行い'観客に与える 講演を計画し当日の舞台進行

評でした｡ ザー､お茶会もお客様には好 そして所属団体による食品バ

2年前から'文化祭の舞台

制作の実施体 生さんが舞台 日市大学の学 行い'また四 2人の若手が る舞台監督を から主軸とな します｡今回 台運営を実施 づき当日の舞 テム文書に基 定されたシス 担を定め'策 道具と役割分 音響'照明' が､舞台監督'

を得ることができました｡

とで対策を行い､有効な効果 させて二階へ導くかというこ い'いかに観客をワクワクと 集約しての表示を二ヶ所で行 のA3プライヤーをパネルに ザインアップ'参加サークル 段上‑口のゲートをさらにデ

■展示部門
展示会場は'二階なので階

ます｡ 玉として継続させたいと思い

ーナーと共に本文化団体の目 が､恒例となりました会主コ

ォーマンスなどを行いました

ンペットの独奏､指遊びパフ 三線･三味線の弾語‑'トラ 実施してお‑ます｡今回は' る幕前でのパフォーマンスを

舞台制作委員のメンバーによ る待ち時間を有効に行うため' 備'進行ローテーションによ

となりました｡また舞台の準 りましては大変喜ばしい現象

‑にしている本文化団体にと の引き継ぎ｣ を一つのテーマ 事となりました｡｢次世代へ 験ということで数名参加する

■市民文化フェスティバル第60回記念行事■
I̲J Ir AJ +̲ + ̲I'̲ ̲I+JIl̲ J̲ IL̲J I̲ IJ + ̲Il'I ̲J]+I

LI̲ ̲I Ld1̲[LI rI̲LA̲ +̲ ̲ I̲J Il̲ ̲+ I I̲ A̲I+J̲I J̲A

かが課題でした｡限られた原 観客の皆さんを飽きさせない の苦言にどうすれば対応出来' ｢トイレ休憩はあるの‑｣等 から ｢2時間半は長いなあ｣

した｡

たい念いが最短で2時間半で

チケットを買って頂く方々

公演2時間半の2公演でした｡ 伝統を継ぐ』'感謝を込め1

ンセプトは 『悠久の時と共に

を仕上げることが出来た｡コ 50周年の集大成としての舞台 添えて頂き'四日市諏訪太鼓 会と真田勝岡太鼓にも彩‑を

った｡

f(日市諏訪太斉的掃年記念

秋晴れに恵まれた日曜日であ

源流である御諏訪太鼓保存

企画側のあれもこれもや‑

平成2 年9月1 9日爽やかな

軸蕪辞の祭典を苧拝して患うfJ41･
四日市諏訪太鼓龍雅 代表 佐 藤 司

の代物ではないが舞台展開を 舞台の台本なんて言えるほど

した｡

がぶっつけ本番に近いもので で構成案のた き台､すべて といってお渡し たDV 等 来なかった｡事前に参考程度 トもあ‑通しのリハは結局出 前日は交通事情等アクシデン 無理をお願いしました｡また しっつ演奏内容等はかなりご AXと電話の遣り取‑で対応 長野県からの遠方出演者t F 受けて頂けた｡四日市以外は 市大学さんに照明担当を引き

タイムテーブルと進行台本'

るわけもなく手作りでの挑戦｡ ろんイベント屋さんなど頼め 資でどこまで出来るか､もち
仲間の口利きがあって四日

舞台上は奏者のみとし､影ア 討し工夫した｡Mcは設けず' きさせないかを夜遅‑まで検 どうすれば観客の皆さんを飽

の場でお願いLt繋ぎ太鼓や 実は舞台脇で幕間の調整をそ 述べてもらう事としました｡ ナには厳かにプロフィールを

れた気がした｡ 言をもらい'その二言で報わ てくれた｣と言ってたよと伝

しかった｣ ｢あっという間の

れだけの舞台をやっ いところから良くあ 興会会長が ｢何も無 村四日市諏訪太鼓振

に思います｡ の違いがあったよう

公演終了後'久保

文化に対しての意識 いた団体と地元伝続 の公演に参加協力頂 していますが'今回 団体のチームが加盟 興会には現在三十数

ました｡

四日市諏訪太鼓振

お言葉を多数頂戴し ね｣等々'有り難い 味を通り越してるよ

2時間半だった｣ ｢趣

らは ｢鳥肌が立った'素晴ら 情｡おかげで観客の皆さんか 篠笛演奏で対応頂いたのが実

* ｢菜の花｣伊藤政美

何もかも正反対で仲が良い キッチンの日めくりの丸なんだっけ 星三つのれんを守る泣き黒子 天空の玩具に残す柿一つ 伸びきった蕎麦を吸って妥協する ｢はれ｣とだけノートに残す終戦日 思い出はみんな舗装の下にある LEDに替えて長生きするつもり す‑減った靴を暫らく省みる 利き腕の方から錆びてきた男 小女子の目玉気になる詰め放題 これ迄と地球本気で怒りだす 泣くのではないがナミダが目に溜まる

松の葉の開き ‑たる天高し 山越えてぐっと広がる鰯雲 花芙蓉鳥の鳴き声みな高し 水澄みて亀の動きのよく見ゆる 秋光に驚きやすき稚魚の群 無人駅降り秋郊の人となる 隣合ふ人と話して良夜かな わすれたる人の数だけ花薯荷 いわし雲になりかけてゐる空音し 鐘楼の鐘木短かし百日紅 つゆけしや欄干のなき橋架か‑ 鰯雲とは言へぬま 拡がれり 天皇の写真飾られ秋彼岸 対岸に朝日の差して露時雨 大花野まっすぐ伸びるものばかり 草紅葉牛の乳房に血の透きて 秋刀魚焼‑明日は元気にな‑たくて お互ひに気付かざるふり秋の暮 こ だけの話が飛火彼岸花 大空の紺のかけらや草の露

m五九‑三二一Il一七七 〒五一二‑〇九四二 四日市 東日野町一九八‑一

『川柳よっかいち』 六月号〜九月号

『菜の花』 北三重合同句会

パッションひるは.ま.

九月二十八日 於四日市 文化会館

伊藤政美選

垣本 和田 近藤 山内 門佐中村武高舌加岩生大岡吉小伊 内山

城墓 弘子 田中 啓子 川崎はつ子 村山 了 菱川 麻子 山口 晃 藤川 美和 今村美根子 高橋 忠 樋口 仁 冨田よう子 神野探知子 古川 正勝

野藤瀬田藤尾田藤田川堀本永津藤
佐み田き

み

ゆ

靖芙浩宏悦千朝和な鶴み清さ圭祐子絹由う森
子美子子子恵子子子子子童子子吉尋子美子人
年はと思うしきりに 若きより使いし腕時計ガラス変えあと十 子に添う日々を ゆるやかに老いゆ‑体また心病やしなう 振りの筋ひく 夫を越えし孫の背丈を記しゆ‑柱に四年 る借‑し畑に 炎天下初めて作‑し南瓜太り二個を授か 元に落つ 校庭の爽竹桃にもとき移るいまか白花足 あちゃん小さくなったね｣ 夏休み終りし十二歳に言われた‑｢おば 年も鹿の群らし ようや‑に花を結びし大豆の菜食むは今 風に汗を納めぬ うち続く暑さに畑を仕舞いきて戸あわい りさすりていたり なに事も右手に頼りし八十年湯に目を陰 供うる花まばらなり わが町の戦死者とむらう碑の列にいまは

るため歩きて出でぬ 小山 たか

評 亡き母を偲ぶ｡彼の世=此の世に心繋いで｡

下駄箱に眠‑いし母の日傘さしバスに乗

になったら涼しくなるの｣ 藤沢 ちよ

遅咲きの朝顔に思わず言いてみる｢いつ

初めて気付‑ 羽木 玖子

* ｢四日市川柳会｣樋口 仁

通学の中二の仕種の何となく夫に似たるに

評 亡き夫の面影を孫に見ての心が切ない｡

評 愚痴を朝顔に言うのは'世を共にする心｡

『蕗のとう短歌会』

正直な男と低い屋根に住む 平凡に生き鼻高からず低からず 中年のますます重くなる鞄 出目金のため息ふっと苦い泡 大切な今と流れている時間 遠景を描けば青ばかりになる いかなごの炊き方聞いて‑る電話

m五九1三三二‑六〇二八 〒五一〇‑ 八一二 四日市 西阿倉川一六四一‑十一

松野好子選

藤沢 忠雄

前田千鶴子

* ｢四日市詩を読む会｣津坂治男
m五九‑三七二‑二四七六 〒五一〇‑ 二六三 鈴鹿市郡山町二〇l l二

松野 好子

今夜も夢 見ないで朝を迎えてしまうだろうに そのことを理解できないま 今日も過ぎていく

岩谷きぬゑ

伊藤 善子

服部ケイ子

坂井 敦子

懐かしそうに笑っている いつまでも 残った皮だけが寄り添い

服部小ふさ

服はおろか筋肉も血 骨までも浸み通って倦んだ心を余 目を背けた‑ても次第に浸潤してい‑水のように 時に鉄の塊のように重たい真実は
り食う

平井美保子

松井 潮音 坂井 兵 坂崎よし子 阪本きりり 斉藤たみ子 松岡 華風 内山サカ枝

堤下 孝一

プラスチックの蓋 ように重しを乗せて歪んで操る 倦んだ心が そう思った途端に

しな‑て良いことのほうが実はうんと溜まっているので 果たして本当にそうだろうか せねばならないことは山程あると誰もが言うが

一日が終わっていく

全てごっちゃになって渦巻いて そこへ滑々と音を立て 色んなことが傾れこみ

* ｢蕗のとう短歌会｣松野好子

口を開けて待っている 何故かしら生活の狭間には大きな海溝ができてい 平凡に日々を送っているようでも

はなかろうか

『現代詩』

まを窓に仰ぎぬ こおろぎの日々細る声窓に聞き三ケ月さ

m五九‑三三二‑六〇二八 〒五二一‑〇九 五 四日市 坂部ケ丘一丁目二l八三‑六八

真実の在‑か

村山 砂由美

中森みつ子

●●●●●●●●●●●●

お問い合わせ先 橘妃昌子シャンソン愛好会

入場料 前売り 大人･三千五百円 後 援 中日新聞､四日市 文化芸 主 催 橘妃呂子 シャンソン愛好芸 会 場 ムーシケホール 日 時 1 月27日(土) 17時30分〜

入場料 チャリティチケット 後 援 四日市 文化協会､乗員町文化協会 主 催 Y フラグループ 芸 場 川越 あいあいホール 日 時 日月27日壬) 1 2時30分 間演

Y フラグループ チャリティー発表会

お問い合わせ先 内田逸子 入場料 主 催 会 場 日 時

第4 3回

五百円(強制ではありません)

当 日 大人･三千ハ百円

取り扱い場所 ムーシケホール
携帯･09 /831 /4 31

お問い合わせ先 井上尚子

橘妃呂子､シャンソンコンサート

携帯･090/2432/9157
丁･F･059(363)49 0

子ども(中学生以上)二千円

子ども(中学生以上)二千円

メモリーエフ(卯野)

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

入場料 無料(整理券) 後 援 三重県､四日市 ､中日新聞社 主 催 石井アカデlFT･ド･バレエ 会 場 四日市 文化会館第1ホール 日 時 12月3日(木) 13時0分〜

お問い合わせ先 西村邦彦

第5 6回石井アカデミ‑ド･バレエ発表会

後主

会

日

第3 回 全国大学将棋団体対抗戦

援催場時
観戦自由にできます(無料) 朝日新聞社 日本アマチュア将棋連盟 四日市市文化会館

無料 四日市いづみ民踊舞踊会 四日市 文化会館第2ホール

1 2月2 2日(水)〜2 6日(日)

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

後 援 四日市 教育委員会､ 主 催 日本光画芸･中部支部 場 所 四日市 文化会館 第1展示室

お問い合わせ先 中西一夫 入場料 無料

大河流 寛紫会(日本舞踊)

四日市 まちつくり振興事業団
T･059(35 )0782

民踊舞桶 発表会

T･F･059(353)7860

T･059(354)0625

お問い合わせ先 大河寛紫 入場料 無料 主 催 寛紫芸 場 所 四日市 文化会館第2ホール 日 時 23年月19日(土) 日時〜

日月2 8日(日) 日時〜

携帯･090/8187･13 2

T･F･059(387)6259

日 時 2 3年2月3日(木)〜2月6日(日)

第4 5回日本光面会写真展(光展) 中部展

石井アカデミー･ドバレエ､四日市 文化会館他 入場券取り扱い所

お問い合わせ先 石井 亨

4日間
F･059(352)9058

T･059(354)1269

･佐藤 敏夫さん

岩駕

た｡

め'オペラの普及に尽力されまし わたって実行委員長･総監督を務 動力となり'第2回からは1 8年に 市民オペラでは'第1回開催の原 ルを開催されてきました｡四日市 のほか'県内外においてリサイタ

･片岡 絢子さん

し'第九演奏会やオペラへの出演

昭和45年に民謡の三味線藤本流

【文化功労者】

平成22年度

昭和40年から声楽家として活動

四日市 民文化奨励賞 四日市市文化功労者

戦ラリー亮(けい'

オープン

表彰者

(声楽家名 矢野淘子)
(芸名 藤本秀敏)

芸術･文化の発進地
として新しい発見や
出会いあふれる空問
のご提案｡

(1単位6日問

た｡

･前田 三千男さん

楠鯨船行事の継承に貢献されまし れるなど､60年以上にわたって南 る際には保存会 長として尽力さ 行事｣として文化庁の選択を受け した｡また､｢北勢･熊野の鯨船 楠の鯨船祭‑｣ の基礎を築かれま の組織化に取り組み'現在の ｢南

民舞の振興に寄与されました｡ の企画運営にも当たるなど'民謡･

化祭への出場のほか'県民文化祭 の海外国際文化交流公演や国民文 設立して会長を務め'三重県派遣 重県民謡･民舞愛好団体協議会を の基礎を築かれました｡また､三 に加盟して本市の民謡･民舞発展 の名取とな‑､四日市 邦楽連盟

青年団長として南楠鯨船保存会

30,000円)
至名古屋

至鈴鹿

戦ラリー芙
‡510･0085.四日市市諏訪町1 3‑3 ‑2F
E一marI ‑ garlery･kei@m5.cty‑net.ne.jp

･四日市ジュニア･ ンサ ブル

興に対する寄与が期待されます｡ もたちの健全育成と本市の音楽振 動を行うなど､活動を通じた子ど 会のほか'シドニーで国際交流活 の活動を続けられています｡演奏 豊かな心と協力の精神を培うため 表現活動を通じて､音楽を愛し' 合奏や合唱､ダンス'演劇などの

･前田 憲司さん

興に活躍が期待されます｡ 報発信および伝統文化の継承･振 などの要職を務め､市内外への情 友会 (南浜田町の祭礼保存会) ｣ 大山車の舞獅子保存連合会｣ ｢南 市祭実行委員会｣ ｢四日市祭浜田 市の祭‑を学ぼう会｣ ｢秋の四日 執筆や講義を行うほか'｢四日市

幼児から中学生の子どもたちが'

〕RL ‑ http //www5 cty･net ne JP/ga"ey‑keI/

【市民文化奨励賞】

四日市祭に関する研究を重ね'

T[L･FAX 059‑354‑2567

者賛団功振i

作表え体積興地速

志家彰るをのや域報
(水を地文あ文のi

四雅受城郭つ化芸
日明け文科た財術
市さる化学個保文
市ん○功相人護化
ー労が.にの

●発行所

☆今号の特集｢寓古焼｣｡多忙な

☆もっともっとすごーい方に会い

●編 集 ●発行人 ●発 行

たい!ご一報くださ〜い｡

パッション第四十三号
〇五九(三五一)三七二九 TEL･FAX 四日市市昌栄町二一‑一〇 〒五一〇1〇〇五七

四日市市文化協会 加藤 武･九鬼多賀子 清水暁美･内田量子 中西まさ子･本郷信輔 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2 年日月15日

(延)

いものですね｡ 時代の中でこそじっくり学びた

☆市民文化祭第60回記念は如何で

☆秋は楽しみな催しがいっぱいで
さい!

すネ､大好きな方とご一緒くだ

したか･心ワク に乾杯!

ヽつ○

た方も大勢おられたことでしょ

☆今夏に負けず熱い感動を得られ 《編集後記》

･.‑‑I‑小窓の演出から､一･

＼/ーヽ/一ヽノ､＼

(
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｢

増改築まで‑i
総合インテリア

監雷詰慧監東3THB̲8月2
TEL

(059)‑346‑7933(代)

FAX

(059ト‑346‑‑7913

E‑mai一: K‑Kataoka@mx,baycky.ne.jp

〒510‑0095

三重県四日市市元新町3番10号

清水常雄税理士事務所
TEL (059) 351‑5286(代表)

FAX (059) 35l‑5297
E‑mail : shimizu‑kaikei@nifty.com

卜■ザ

