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信念と希望がある限りー歌に心をそそいで
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誌名の『パッション』は
燃えるような 情熱 の惹味です。

元気な四日市が好き〃
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文化情報誌

周年記念企画展「昭和の暮らし展」を開催しまし

た。昭和の初期から高度成長期時代の暮らしの
移り変わりを紹介するものです。

今回は平成32年の東京五輪開催にちなみ昭
和39年開催された「東京オリンピックコーナー」

を新たに設けました。「懐かしいあの頃ともう一
度出会いませんか」をキャッチフレーズに展示しま

した。常設展・プラネタリウムの入館者を含めますと一日延べ793人（1月21日）

で一年中当館が活気づくときでもあります。この企画展は子どもから高齢者まで

幅広い年齢層の人気を集めています。
博物館ボランティアが発足して19年になりますが、長い方ではその歳月を当館

のボランティアとして活動していただいています。今年の冬は寒波が押し寄せて

特に寒さが募りますが、皆様は開館時間に集まって活動してくだきって私たちは
頭が下がる思いでいっぱいです。天文、丹羽文雄記念館語り部の会、古文書、
学習支援、博物館ボランティアと5種類のボランティア136名が活躍されています。

職員が協働して事を進めてまいりたいと思っています。

今年になって皆様に知ってほしい特筆すべきことがおこりました。1月14日の
夜、国際宇宙ステーション（ISS）に長期滞在中のJAXA宇宙飛行士君田光一
さんと子どもたちとの交信イベントがありました。四日市の小中学生135人が見守

る中、代表者に応募した羽津北小の青木想君と常磐小の菅生歩美さんが質問
に立ちました。約400キロ上空を飛ぶ宇宙ステーションと会場がアメリカ航空宇
宙局（NASA）を通じて結ばれると、大型スグノーンに若田さんの映像が鮮明に映

し出され、館内は子どもたちの歓声が響きわたりました。「宇宙船がオーロラの中
を進むとカーテンみたいに開くの？と質問した青木君、四日市市のキャラクターの
「こにゅうどう」を抱っこしながら質問して会場を沸かせて下さった菅生さん、二
人とも見事なものでした。

当館直営の楠歴史民俗資料館も年間イベントを通じて県内外から見学者が訪
れています。4月12日で当館はリニューアル工事に入り「（仮称）四日市公害と

環境未来館」の併設館となり、来年3月「歴史と文化の拠点」として新たな第
一歩を踏み出します。どうぞご期待ください。

四日市市立博物館館長 谷岡 経津子

今年のコンセプトは「記憶が街の力になる」ですが、これからもボランティアと

﹁歴史と文化の拠点﹂として新たな一歩を踏み出します

四日市市立博物館では3月2日まで開館20
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巻頭によせて

「歴史と文化の拠点」として新たな一歩を踏み出します
四日市市立博物館館長 谷岡 経津子
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〜まなぶ〜

た︒しかし経験を重ねるうちにお客様からいか

応などあまり気にする余裕はありませんでし

出来︒よしよし﹂ と言った具合で︑お客様の反

の状態でして︑一応台本通り語り終えれば﹁上

は言っても始めのうちは︑語るだけで精いっぱい

く度に︑多くのことを学ばせて頂きました︒と

います︒

で︑明るく生きる強さ・大切さを学ばせて下さ

言って私たちを喜ばせて下さいます︒苦しい中

な表情で聞いて下さり︑﹁また来て語ってね﹂と

す︒介護施設の皆様は目をうるませ楽しそう

いてくれるに違いないと学ばせて頂いておりま

持っており︑この子たちが必ず明るい将来を開

いろいろな場で語らせて頂く度に︑何かを学

に多くのことを学ばせて頂けるのかに気がつく
ようになっていきました︒幼稚園の三歳児の子

民話語りに出会う前までに私が歩んできた

大きな声ではっきりお話しているから良く聞こ

りには見向きもしません︒小学生は﹁おばさん

て聞いて下さいます︒でも心のこもっていない語

大げさなことを考えずに︑温かい心を大切にし

のではないでしょうか︒これからも学ぶなどと

います︒どう受け止めるかの﹁感性﹂が大切な

学ぶ場や機会は誰にでも何処にでもあると思

ばせて頂いております︒

道を振り返りますと︑心して懸命に何かを﹁学

えてお話楽しかったよ﹂ と子供たちははっきり

供たちは︑きらきらした眼差しで前のめりになっ

ぶ﹂ ことがあったかどうか疑わしく思います︒

ていましたが、お亡くなりになる直前にも、「各々が先ず地域の中
から活動をはじめてみよう、小さな積み重ねが大切です」というメッ
セージを残されました。
先生のご遺志をついで、心あたたまる菰野町の民話、全国に伝わっ
ている民話を語らせていただくことで、子供たちにも郷土愛が芽生
え、豊かであたたかい細土づくりに少しでもお役に立てればと思っ
ております。また、ご年輩の方々に民話を語っていただくことによっ
て、生き生きとした日々の亭らしのお手伝いができればと、夢を描
いております。

て素直に語っていきたいと思っております︒

しい気持

火は消えても、心の灯まで消さないで・・」

言って下

私が民話を語るようになりましたのは︑幼い

ちで ﹁お

とおっしゃって、お亡くなりになりました。
沼田先生は日頃、「身近な人たちに、お話しの花束を」とおっしゃっ

校生は優

頃祖母が囲炉裏端で語ってくれた昔話を心躍

ばさんい

本当に温

なり（平成6年）、発声法や表情、しぐさ、
方言などのご指導を受けました。
塾卒業後、「東京民話街」に属し、菰野に
転居後も平成17年まで勉強に通いました。
平成18年4月29日に先生は「囲炉裏の

などで民話を語っています︒

らせて聞いた記憶がずーっと残っていたからです︒

つ

で

﹁いつかは私も語りたい﹂ その思いが沼田陽一先

も︑がん

励ま

る︒子供

して下さ

と

ばってね﹂

ま

生に御縁を頂き︑学ぶきっかけを与えて頂くよ
うになったと思っております︒

沼田先生からは︑語りのしぐさや間のとりか

たなど厳しくご指導して頂きました︒﹁語る心﹂

﹁聞き手あっての語り﹂ ﹁謙虚な姿勢﹂ などあ

しかし沼田先生からも祖母からも学んだこと

かい気遣

たちは︑

は︑いわば多くの人が経験する受動的な学びな

いの心を

まりに多くのことを学びました︒

のでしょうね︒その後いろいろな場で語らせて頂

川崎に住んでいた時に、俳優の沼田曜一
先生の民話語り塾「大地の劇場」第一期生と

後悔することが多々ありました︒でも︑不思

川村 喜佐
さる︒高

民話語り講師

議ですね︒今︑私は学校︑コミセン︑各種施設

民話語り

「タートル」

㈱タートルエデュケーション

臼田 五月さん

達にどれだけそれを高める手助けができてい

小中学校の授業以上の探究心に目覚めた子供

して十分に学ぶ場を提供できているだろうか︒

はたして我々は︑将来を担う子供たちに対

理科実験スクール

るだろうか︒

い︒そのためには本格的な指導能力を備えた

も︑全てが未経験の者に現実は厳しい︒それ

講師を採用したい︒各所に相談を持ちかける

﹁タートル﹂は︑そんな想いを持った女性が3

でも数少ない援軍を味方につけ︑思い描いて

近鉄四日市駅から徒歩1分の理科実験教室
年前に独立開業し︑博士号を持つ専任講師2

いた体制を妥協することなく整え︑平成23年

や実験風景には好奇心と同時に真剣さが感じ

元気に教室にやってくる子供たちの表情

◆考える力○へのこだわり

4月に四日市校をオープンさせた︒

名が子供たちの指導にあたっている︒

一念発起

は︑理科やロボット

臼田五月さん︵46︶

に興味を持ち始め

られる︒その光景は教室の雰囲気も含めて︑

得に反し︑その環境には物足りなさを感じた︒

し本格的な指導の期 二

は100人近くの生徒が集まり︑ようやく

業当初は経営も厳しかったようだが︑現在で

わりがこうした現実の日々となっている︒開

〝考える力〟を育てようとする臼田さんのこだ

ちょっとした大学の研究室のようでもある︒

た息子さん ︵当時小

首長㌫㍗

ちょうどその頃シングルマザーとしての自立

﹁やっていけるだろうと確信が持てた﹂という︒

今後の展開の試金石として︑今春4月には

新たなステージへ

を考えていた臼田さんは︑科学や教育を本格

的に学んだことも︑事業の経験もなかったに
もかかわらず﹁それなら自分でやろう！﹂と一

念発起︒﹁あるんですね︑タイミングってー・﹂

孤軍奮闘が始まった︒

愛知県に人事校が開校予定︒同時に︑両校で

高校生を対象に個々の能力・興味に応じた
こだわり続けたのは〝本格的な科学教育㌔

は思ってもいなかった﹂と語る白田さん︒〝時

﹁10年前はまさか自分がこんなことをすると

想いをかたちに

科学リテラシー︵科学を深く理解し活用する

代の先を読み︑将来を見据えた教育″ への想

完全オーダーメイドの実習も始めるという︒

力︶を育てるべく︑独自のカリキュラムをも

いはさらに拡がる︒︵レポート

久安典之︶
とにした実験・ディスカッションを重視した

学びたいのか

四日市地域ゆかりの

「郷土作家」顕彰事業委員会

代表志水 雅明

﹁生涯学習﹂時代と言われて久しいが︑近
年ではそのような言葉は定期的に発行される

﹁生涯学習情報発信 まなほうや通信﹂ぐら
いにしか見られないのではないか︒

しかし団塊の世代が定年を機に社会の一
線から身を引き︑次の人生を歩んでいる現在︑

彼ら熟年生が今︑﹁学習﹂意欲に燃えている
ことをわたしは如実に感じている︒

わたしが代表を務める﹁四日市地域ゆかり

の﹃郷土作家﹄顕彰事業委員会﹂がこれまで
市民大学講座の一コース﹁郷土文学探訪ゼミ
ナール﹂の企画運営を担当しているが︑3年
臼の昨年には定員70人を上回る100人超

の応募があり︑大いに驚いた︒

そこで︑なぜ今︑郷土文学なのかを考えて
みたい︒

ひとはなにを学びたいか

れて素晴らしい文芸を残している﹂﹁有名

な作家と四日市の関わりの多さ﹂ ﹁四日市

の船︑鉄道の歴史は興味深い﹂﹁詳しい資

とは︑地域ゆかりの郷土文学︑郷土史を通し

勤・転住して四日市を﹁終の棲家﹂とするひ

﹁講座の貫重な資料の数々︑今後も受講し

がテーマだが︑もっと遠い話に聞こえた﹂

特に四日市︑鈴鹿に史跡が多い﹂﹁明治期

料を駆使した説明に感激﹂﹁北伊勢地方︑

て己のルーツを探り︑先人たちの生きざまに

たい﹂﹁郷土文芸に関心と興味が湧いた﹂

社会の一線で活躍してきた︑特に市内に転

学ほうとしているようである︒それは文学散

・﹁斎藤緑雨と長塚節の人物に興味﹂﹁人物

人の名前を始めて聞いた﹂﹁佐々木弘綱・

歩を含む全6回講座の各回終了後に回収する

・﹁四日市に住んでいて︑何と知らない先

信綱親子の活躍にひかれた﹂﹁長谷部和子︑

の人間的魅力を知りたくなった﹂﹁高橋俊

人の多さに驚嘆﹂﹁凹日市の文学の歴史を

原田嘉のこと︑初めて知った﹂﹁稲葉三右

﹁受講生の声﹂に寄せられている︒

手に取るような講座﹂ ﹁他県から当地に訪

四日市湊を倍簗して近代港湾への堤を築いた稲葉三右諒門翁の星別表を見学（四日市市栄町中央通り）

〜まなぶ〜

ひとは何から

衛門のこと︑もっと学びたい﹂

・﹁四日市がこんなに文化的に豊かとは⁝

街歩きマップを﹂﹁句碑．歌碑がたくさん

あり文学マップがあれば﹂﹁事前に参考文
献を読みたい﹂
などの声が多いことからでも推察できる︒

ところが全20巻に及ぶ﹁四日市市史﹂が揃
い︑地区郷土史も結構刊行されている現在で
はあるが︑初心者向けのテキストや関係資料
が乏しいのではないかと思われる︒
〜まなぶ〜

そこで勢い︑﹁就活﹂ならぬ﹁終活﹂に向け
ての﹁習活﹂の一環として︑﹁郷土文学探訪

く︑各地区の句会・歌会などでも同様で︑会

の行く末が危ぶまれるとよく言われている︒

これはなにも当地だけのことではないであ

果たして若者はどこにどうしているのか︒

ンや︑橋北︑．内部地区ほかの郷土史発行など

ろうが︑若者の活字・読書離れ︑書籍販売不

稲葉翁記念公園で潮吹き防波堤の仕組みを再現するレプリカを見学（四日市市高砂町）

ゼミナール﹂が受けていると思われる︒そし

て今︑団塊の世代やその上の世代の学習意欲
が盛り上がっているのである︒

学ぶ場は他にもあるのか
学習者が地域の文学・歴史などを学ぶには
公共機関や民間のカルチャーセンターなどが
があるが︑時間も経費も不要で︑最も身近な

教材は街角や関係機関に常備︑配布されてい
るマップ︑リーフレットなどである︒

ところが︑郷土史︑郷土文学に関して言え

ば︑誤記︑誤表示のものがしばしば見られ︑
在住者に限らず観光客にも誤解を与えかねな
いことである︒これでは︑心からの﹁おもて

なし﹂には遠いと言わざるを得ないであろう︒

近年では郷土史の再ブームとも言えるの

が相次いでいる背景には︑学習情報発信の意

振などの社会現象も考慮すべきであろう︒

か︑内部︑日永地区などの郷土資料館オープ

図があり︑ニーズがあるからと言えよう︒

の姿は﹁郷土文学探訪ゼミ﹂では皆無に等し

60代以上の熟年生が大いに学習意欲を燃や
し講座に参加している一万︑20︑30代の若者

著者よいずこに

思案栢跡で由来を聴く参加者（四日市市浜町）

師団司令部所在地・鎮守府所在地

道は東京市から各府願應所在地・

達スル路線﹂となり︑その他の国

で国道一鶴は﹁東京市ヨリ神宮二

編によって誕生した ﹁大正国道﹂

に整理されて幕を閉じ︑新たな再

治国道﹂の六十路線も三十八路線

及ぶという︒

路線︑総延長約五万千百四キロ㍍に

路﹂と定義され︑現在四百五十九

全国的な幹線道路網を構成する道

とし︑﹁高速自動車国道と併せて

国道の正式な呼称は﹁一般国道﹂

り︑一級・二級の別がなくなり︑

よっかいち歴史浪漫探訪⑨

等〜三等に区分︑③この九種類の

又は枢要な港に対する路線など︑

︹四日市市諏訪町南︺交差点付近

日本考古学協会会員

東京〜神宮間の国道一哉
江戸時代の東海道を踏襲して︑
道路について基準を定め︑各府腺

主として軍事色の強い目的を有す

の現在の国道一号で︑正面すぐが

保

東京都中央区日本橋の﹁日本国道
は該当する路線を詳しく調べて内

る路線が定められた︒

北野

路元標﹂を起点に︑大阪市北区梅
務省に報告せよとしている︒

﹁昭和国道﹂ になってからのこと

になったのは意外と新しく戟後の

のイメージがあるが︑現在の路線

らで︑これにより国道一楽は﹁東

二十四日 内務省告示第六鍍︶か

は︑﹁国道表﹂ ︵明治十八年二月

するという概念が導入されたの

められることになるとと

代的な道路網の整備が進

良計画﹂ が策定され︑近

画となる ﹁第一次道路改

国最初の道路整備長期計

シ国道駆道里道ヲ走ム﹂ ︵明治九

政官達第六十畿﹁道路ノ等級ヲ麿

横濱駅︵現在の桜木町駅︶を経由

の国道十五号に相当する区間から

因みに︑この国道一旗は︑現在

百八十号︶ では︑路線の

二十七年六月十日法律第

現行の道路法︵昭和

中央通りである︒

写真は︑三百九十五二二㌔㍍の

田交差点が終点となっているのが

で︑起点の日本橋は変わらないも

京ヨリ横濱二達スル路線﹂︑囲道

もに︑﹁大正国道﹂は〟自

翌大正九年八月十日には︑我が

のの︑終点の位置は明治︑大正︑

二境は﹁東京ヨリ大坂︵阪︶港二

動車クという新しい利用

そして︑国道に路線番号を付与

昭和と国道路線の改編に伴い大き

達スル路線﹂の他︑四十四路線が

者の登場に対処すること

国道二号で ﹁東海道＝国道二号﹂

く変遷してきた︒

指定された︒

年六月八日発布︶にさかのぼると

し︑国道百三十三号を経て横浜

指定や管理手続きの簡素

我が国の﹁国道﹂の由緒は︑太

言われ︑﹁国道﹂﹁願道﹂ の呼称

港に至るもので︑同様に国道二親

化などが改正され︑一級

けの道路法の改正によ≠JL憮

昭和四十年四月一日付

在の路線指定を受けた︒

になった︒

が道路法制に初めて記された︒

はほぼ現在の国道二号に相当する

国道二号・二号などは現

この布達の内容は︑①明治六年

ルートであった︒

八月に定めた大蔵省布達の﹁河港

その後︑我が国最初の道路法︵大

正八年四月十日

道路修築規則﹂による一等〜三等

道路の区分の廃止︑②道路は国道・

戟︶の制定を受けて︑いわゆる﹁明

法律第五十八

願道・里道に分けてそれぞれを一

些ゴ讐旦型」 ￡暫空暫参
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1
ll
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1

1

人ほどの劇団でしたが︑その後私の

上げてきます︒入団当時は団員が数

立つと懐かしい思い出が今でも込み

なってしまいましたが︑その場所に

その集会所は取り壊され︑駐車場に

う︑感謝感謝でした︒

ることになりました︒そのときはも

市内北浜町に専属の稽古場を確保す

するなかで︑関係者の方のおかげで

当然︑稽古場も手狭になり転々と

に劇団

劇団に成長しました︒私の入団を機

入団して20人ほどの団員をかかえる

こよなく﹂ ﹁花かげ﹂⁝まさに劇団

えて命﹂﹁望み逼けし生糸の道﹂﹁愛

の始まりです︒﹁灯明台﹂ ﹁炎と燃

四日市は創作劇シリーズでの快進撃

それを機に︑森さんが率いる劇団

が活き

四日市ここにあり−・という感じで

高校時代の同級生などがぞくぞくと

返った

l

l

l

l

l

l

l

l

そして20年前の平成6年5月末に︑
l

l

し
た
︒

た︒森
l

l

様でし

1

1

1

1

1

1

林 武男プロフィール

けんろうはさぞかし嬉しかったこと

ll

だろうと思います︒当時︑森さんは

1

劇団四日市の前団長の森けんろう

1

が亡くなって今年20年目をむかえま

ll

私に﹁林には足を向けて寝られんわ﹂

l
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11

u l I
l i

■1■1 1111

「『
町
t 象￣

t t
■1雷■■

ll
ll
j
一・￣′
l

l■■可
l雷tl

1

．l
l

l■＝
■1■■ l

一・1
「

1
ll
tl
「

1
t

す︒省みますと︑私が劇団に入団し

l−

と言って喜んでいたのが忘れられま

l−

林 武男：

たのは40年前に市内諏訪栄町の小さ

公演を終えて

せ
ん
︒

アダージョ」の
な集会所が稽古場の頃でした︒今は

劇団四日市 代表
t■一■

l

l

l

l

l

l

l

■

−

力をよろしくお願いいたします︒

頑張りますので︑暖かいご支援ご協

が劇団四日市の復活公演となるべく

をめざします︒私たちは︑この作品

⁝﹂をつくり上げ︑7月下旬の公演

んの最期の作品﹁蝉しぐれは今日も

上演した作品をリメイクして︑森さ

しぐれは今日も⊥です︒16年前に

中で倒れて幻の作品になっている﹁蝉

上演作品は生前︑森さんが執筆途

いたしました︒

演を成功させようと気持ちを新たに

けんろう祁回忌を記念しての追悼公

るばかりでした︒そして今年こそ森

してくださる方々の気持ちに感謝す

演では︑芝居仲間の暖かい心や支援

館で行うことができました︒この公

ジョ﹂を楠福祉会

演﹁笑ってアダー

りのリハビリ公

して以来8年ぶ

公演活動を休止

昨年の12月に︑

ました︒

で倒れてしまい

に行き文化会館

演のホール予約

森さんは劇団公

四日市市在住
1
昭和49年に市内高校を卒業後、劇団四日市に入l
団、前団長の森けんろうに師事し、劇団活動を
続ける。
平成26年3月末で現在の職場を定年退職予定。l
現在四日市市民演劇実行委員会委員長
l
趣味 演劇鑑賞，落語鑑賞、野球観戦
l

1
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「笑って
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事

㊨
辱）

㊥

﹁十四年前に四日市に∪ターンし

●

ラでも存在感のある役を好演され

参加され︑7年前からは市民オペ

開催される第九演奏会に欠かさず

井由幸さんである︒あれから毎年

たのは︑今回登場していただく藤

ション蝕号にこの一文を寄稿され

でいっぱいです︒﹂2005年パッ

にやり遂げてよかったという感激

充実感と達成感に満たされ︑本当

歌い終えて︑想像を遥かに超える

と思っておりました︒が︑実際に

機会があればぜひ参加してみたい

て以来ずっと︑第九合唱をうたう

●

ている︒

●

●
●

●
●

●

●

●

●

○

●

●

●
●

●

●

●

●

●

音楽とは全く無縁だったのです︒﹂種

目は陸上競技のやり投︒﹁やりを投

げる時にワァーと雄叫びの様な大声

を上げると何となく爽快感を感じて

いましたが︑よもや舞台に立って歌

うとは思ってもいませんでした︒﹂た

だ中学校時代︑音楽の先生から聞い

たベートーヴェンと交響曲第九番の

逸話が藤井少年の記憶に残り︑いつ

か一度は歌ってみたいと思っていた

そうだ︒時は流れ∽代︒第九を歌う

合唱団員募集の記事に目が留まり早

速応募することに︒しかし︑声楽に

は全くの素人︒そこから藤井さんの

リン・フィルハーモニーのCDを購

奮闘が始まる︒カラヤン指揮のベル

式会社を継ぐべく四日市に戻られ︑

族に随分と迷惑をかけました︒暇さ

は苦労をしたという︒﹁あの時は家

難なくクリアーしたが︑発声練習に

の指導もあって︑ドイツ語の歌詞は

良さと四日市在住のドイツ人の先生

学LMBAを取得された︒三年間の

現在三重銀行の頭取種橋潤治氏は銀
行マン時代の先輩に当たり︑今も親
交が続いているという︒本社勤務を

経て︑父君が創業された藤井撚糸株 ﹁実は私︑若い時はスポーツマンで︑

きっかけは中学生時代

入し練習に明け暮れた︒生来の耳の

藤井由幸さん

現在は三代目社長としてその辣腕を

−歌に心をそそいで

ロンドン支店駐在時はアフリカ・中

SporklingPersonclliv輝くひと
如何なく振るっていらっしゃる︒

イギリスのマンチェスター大学に留

を卒業後︑住友銀行に入社︒のちに

も育ちも四日市︒東京大学経済学部

紹介することから始めよう︒生まれ

まず藤井さんの輝かしい経歴をご

ふるさとへ

世界を駆ける銀行マンから

○

近東諸国担当として各国を巡られた︒

信念と希望がある限り
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●
●
●
●
●
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●
●
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●
●

●

●

な質問をしてみた︒ 聴衆ではタ

に私は魅力を感じます︒﹂少々意地悪

lつのものを創り上げていく︒そこ

怯憶を却ける勇猛⁚心︑安易を振り捨

た創造力︑遺しい意思︑炎ゆる情熱︑

ではなく心の様相をいうのだ︒優れ

●

●

メですか？﹂すると﹁舞台に立って

てる冒険心︑こう言う様相を青春と

〝青春とは人生のある期間を言うの

●

ライトを浴びて歌う感激を一度でも

●

●

言うのだ︒年を重ねただけで人は老

●

●

●

●

●

●

はスポーツに似ています︒自分が目

指す目標のために切磋琢磨の日々で
す︒そして到達できた時の喜びは何

ら︑より高いところに持っていこう

毎日毎日今のレベルを維持しなが

すれば忽ち元に戻ってしまいます︒

ヴィル医師を演じた折︑﹁ウィオレッ

藤井さんはオペラ﹁椿姫﹂ でグレン

日を生きていかなければならない︒

にじっと耐えながら今日をそして明

にも勝るものですが︑少しでも油断

とする︒その努力はまさにアスリー

タを励ましながらも侍女に余命を告

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

藤井さんが大好きな詩がある︒サ

青春とは炎ゆる情熱

て止まりませんでした︒﹂と語る︒

タの手を取り歌う時︑涙がこみ上げ

まいました︒そして臨終のウィオレッ

を医師に尋ねた自分を思い出してし

げるシーンで︑かつて妻の命の長さ

トそのものです︒﹂

永遠の別れと涙

由幸

起き上がり遺影はこれにと指す君も
共に散るらお庭ハナミズキ

最愛の妻干悪さんが亡くなった︒
もう歌うことはできないと知人に漏
らしたこともあったという︒かけが

●

●

ミュエル・ウルマンの﹁青春の詩﹂

●

●

えのない人を失った悲しみは︑時が

●

●

である︒

●

経っても癒えることはない︒それで

●

も遺されたものは︑切なく幸い思い
●

●

●

●

●

︵レポート

かせてください︒

●

●

●

石塚眞木︶

●

●

ブールの﹁ラ・ボエーム﹂を是非聴

藤井さん︑今度はシャルルアズナ

人を包み込む︒

る者だけが持つ心地よい穏やかさで

藤井さんは︑若き日の光と影を知

まさに氏そのものではないか︒

止まぬ探究心︑人生への歓喜と興味ク

ウルマンが琴っ〝小児の如く求めて

挑戦してみたいと藤井さんは言う︒

ペラの次はシャンソンやジャズにも

ねることで癒してきたのだろう︒オ

またある時は音楽にひととき身を委

みを︑ある時は人との交わりの中で︑

藤井さんは愛する人を失った悲し

ウルマン刀歳の時の詩である︒

下略︶ク

情熱を失う時に精神はしぼむ︒⁝︵以

がくる︒歳月は皮膚のしわを増すが

味わうと︑忘れられなくなるんです

●

藤井さんは語る︒﹁声を鍛えるの

いない︒理想を失う時に初めて老い

●

よ︒﹂と微笑まれた︒

●

故千恋さんと神戸にて

●

えあれば家の中で大声で歌っていま

●
●

したから︑家内は大変だったと思い

●

大道具︑小道具等々︑全てが揃って

ケストラ︑歌︑踊り︑照明︑衣装︑

た︒﹁オペラは総合芸術です︒オー

オペラの魅力についてお尋ねし

ンウィル医師の役を射止めた︒

ジプト王︑昨年の﹁椿姫﹂ではクレ

が実を結んで︑﹁アイーダ﹂ ではエ

み︒藤井さんの日々のトレーニング

ションによる選考はまさにプロ並

に迷うことなく応募した︒オーディ

7年前︑市民オペラの出演者募集

オペラの門をくぐる

笑顔とともに幕を閉じたのである︒

て会場に足を運んでくれたお母様の

戦は︑感激と感動︑そして病を押し

て藤井さんの第l回目の﹁第九﹂挑

ますよ︒﹂と藤井さんは笑う︒こうし
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「アイーダ」エジプト王

俳

句
選者

松澤自楊子

紫雲

伊勢議の舌文字紙魚に犯されし

声かけて鳥人やさしさくら貝

宣長の墓石の温み花吹雪

銀

榊原 弥八

藤村 啓子

西村恵美子

中岡

骨鷺のぬき足さし足水ぬるむ

梶田美代子

泰潮の息吹きか月のつぶやきか

春宵や古筆に学ぶ高野切

森本 紀子

伊興 雅峰

まりちゃんとたんばばつみて帰る埴

奥岡

老木と語る朝の桜守

湯のけおり春風に乗る森の宿

村山 俊子

伊興 孝子

立ちくらみ救急車待つタおぼろ

岩渕 亮子

女童と竹笛合はす花の昼

チューリップ頭揃へて哩へける
早川みゆき

石橋 政雄

応挙展刻を忘れし春一日

舌河久美子

士農工商揃ふ土雑飛騨の里

春うらら庭を闊歩の鳩l羽

青山 峯子

妙

秀美

富士山の粛粛とあり初座敷

初つばめリハビリの枚止めにけり渡辺 静子

乗雪の里のなげ亨を聞く電話

独り寝の部屋の携帯冴え返る

水上きみを

藤田

辻

鉄江

和範

千津

春寒や歌舞伎役者のお練り見て

林

梅見つつしばし茶人となりにけり前田

夜勤明け春雪まとひ帰り束む

水谷勢津子

君代

山菜を斬るささやかな春の音

松澤白楊子

冬ざれの野をよろこべる子犬かな廣田官舎子
春嶺にして白山の雪仝し

く・・・・・パッションひろば・‥・・〉

思いつくままに

長年俳句に携わっていると︑変なものに興
味を覚えたり︑時としては興味の域を越えて
執着することさえある︒

﹁イモリ﹂漢字なら﹁蝶蝶・井守﹂と書く生
んぼではほとんど見られなくなり︑従って一

物は農薬などに弱いらしく︑今どきの池や田
般からも忘れ去られた存在になっている︒

私が北近江の︑ある山寺の小さな池でこの
﹁イモリ﹂をみつけたのはもう二十年以上昔
のことである︒その時なぜかちょっと後ろめ

たい気がしたけれど中の一匹を素手ですくい
取りコーヒーの空缶にいれて持ち帰ったもの
である︒

俳句もさることながら︑当時私の塾に通っ
て来ていた子どもたちに見せたい一心でも
あった︒イモリを知っている子はいなかった

が︑早速水槽から取り出して遊んでしまうと
ころいかにも子どもらしく︑また小さな未知

このイモリ︑山寺の池と共に今も健在であ

の自然にふれたよろこびを見る思いであっ
︒
た

る︒国の重要文化財指定の﹁十一面観世音﹂
私にとって似たような事象が﹁斑猫 ︵ハン

を祀る寺でもある︒
ミョウ︶一名ミチオシエ﹂という昆虫にもあっ

て︑これも興味を超越した追跡の過去がある
ので︑次の機会に披露したいと思う︒

松澤自楊子

いま将棋sho9iガ面白い！・・・htt．：JJWW．。m．，。∩．。。ml

強さを叡字で表記【当会独自のレーテインク方式】でめきめき上達する

…会員募集中今すぐ入会3000円／年間

○伝統文化の一つ将棋で楽しみたい人【会】のご相談にお答えします。
当会は将棋の分野での地域NPOをめざしています。

圏日本アマチュア将棋連盟東海ブロックよっかいち

〒510・0085 四日市市諏訪町7−17（四日市市役所北となり）

℡・ファックス059−354−0625
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下戸の私が訪問するのは場違い
とは思いましたが︑日本酒は︐古

来︑行事・祭事など︑人々の生活

私は以前から四日市市内の酒屋

さんの店頭の﹁天二という名前の由

来が大変気になっており︑この機会

に名前の由来をお聞きしました︒

初代の早川半三郎氏が︐米穀商

ます︒ ︵レポート 森 次男︶

早川社長にご案内していただけ

事前に予約していただければ

認識が変わりました︒

見学させていただき︑お酒に対する

み・発酵・搾り・濾過・熟成の順に

当日は洗米・蒸し・製麹・仕込

ら名付けられたそうです︒

ようなお酒でありたいという願いか

からの賜物という意味があり︑その

がありますがこれは︑愛でたくク天″

うです︒もうひとつの銘柄に﹁天慶﹂

て主力銘酒﹁天こと命名されたそ

の酒造りを目指すという意を込め

﹁天力須賀﹂のク天″と﹁天下一品﹂

から造り酒屋を始められ︑地名の

洗米作業

の一部としてその文化は育まれて
きました︒

また徒然草の作者︑吉田兼好も

市天力須賀で酒造りを続けておら

明治の間は創業地である四日市
れましたが︑酒造りの基本である

徒然草の一文に﹁下戸ならぬこそ︑
をのこはよけれ﹂︑つまり少しは酒

品質の良い水を求めて大正6年に

あり︑山田錦をはじめとした酒造

プの酒造りを得意とされてる点で

旨みを充分に引き出した旨酒タイ

また︑酒作りの特徴は︑お米の

で日本酒を醸し続けられています︒

富な状流水に恵まれた現在の場所

山脈を源流とする清流朝明川の豊

以来140年余りにわたり鈴鹿

に強い方が男はいいのだと主張して

近鉄川越富洲原駅から徒歩20分
のところに早川酒造部はあります︒

すぐ近くに朝明川の清流が流れて
います︒

建物は創業当時のままですので︑
その時代にタイムスリップしたよう

な気がしました︒

好適米をふんだんに使用していて︑
強い麹︑強い酵母を育てる︵山廃酒

三重郡川越町高松829

母︶ことにより︑お米の成分を出来

るだけお酒に変えることに造りの
重点をおかれているそうです︒

担当者 早川圭介

このようにして醸されたお酒は︑

アミノ酸などの旨み成分を多く含
み︑爛にむくコクと味の広がりを持っ

、七＝＝＝ご二一一一一

9：00〜17：00／無料

要予約

059−385−0038

話

電

たものとなり︑食中酒として料理

∴ト■■
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を引き立てるのだそうです︒
■．日日日日

合資会社 早川酒造部

朝明川堤防からの全景

いる事を思い出し訪問させていただ

創業明治6年の歴史ある酒蔵

現在の朝明川の辺に蔵ごと移築し︑

合資会社早川酒造部

きました︒

四日市地域 まちかと博物館めぐり

修理したカメラが朗0台
四日市文化協会では︑趣味教養
部門に籍を置く伊藤洋史さん︒写

真を始めたのは40歳頃だそうで
す︒インターネットのオークショ

ンで︑手に入れたカメラを修理し
ているうちに︑その数が60台余り
になったとか︒

﹁もとともと機械いじりが好き
でしたから︑カメラにこびりつい

たカどや攻など︑汚れを取り除い
て直していきます︒元のように撮
影できるようになると︑ある種の

達成感みたいな喜びがあり︑修理
したカメラがどんどん増えていき

訪問レポート

は︑初体験として写真との関わり

野外撮影などで教えを受けたこと

のは︑60歳を過ぎてからでした︒

的に写真と向きあうようになった

ラや撮影のノウハウを学び︑本格

﹁10年ほど教室に通って︑カメ

ろいろなアングルでこのエキゾ

野を訪れるようになります︒い

で一躍有名になった美瑛や富良

景写真家︑前田真三の﹁麦秋鮮烈﹂

を撮影するためです︒やがて風

た︒冬にしか見られない丹頂鶴

北海道の釧路まで足を運びまし

然の表情を︑撮影された写眞が

所とは思えない変幻自在な大自

メラが追っていきます︒同じ場

チックな丘の町を伊藤さんのカ

を︑さらに深めていきましたね﹂

ビューポイント北海道
伊藤さんは撮影場所を求めて︑

詩情ゆたかに伝

︵レポーター 加藤恵子︶

真の魅力のひとつのようです︒

プするのも︑写

らえた時代の表

メラが冷静にと

だそうです︒カ

にある批評の目

マは︑日常の中

伊藤さんのテー

写真も手がける

かに︑スナップ

風景写真のほ

スポットです︒

藤さんお勧めの

もあるという伊

ラリー﹁拓真館﹂

三のフォト・ギャ

えます︒前田真

シンボリックなポプラ（美瑛）

マニアならではの快感が︑納々

伊藤洋史さん

と裏をピンナッ

社団法人日本写真協会、日本報道写真連盟、
写喜クラブ写交会など所属

と語る言葉の端々から︑渉むよう

ました﹂

ファインダーから
時代を写す
に感じられます︒

夏の風物詩、とうもろこし畑（美瑛）

2

術展ですが︑回を重ねる毎に見応
えのある作品が︑多く見られる様
になってきました︒

昨年の三月の展示棟改修によ
があり︑殊に彫塑は日展作家に依

し物が重なり︑駐車場がなく︑せっ

に思います︒只︑残念な事は︑催

覧される方々には便利になった棟

り︑エレベーターが設置され︑観

る大作が︑多くの観覧者の楽しむ

師走の忙しい時にも関わらず︑

処となりました︒又今回︑貝の内

大勢の方々にご観覧頂き︑その喜

かく来て頂いたのに︑見られなく

写真作品の中に︑﹁厳寒の季節︑

びを糧に︑会員の皆さんが切磋琢

側に金泥を塗り︑絵を描くという

マイナス十二度の夜︑寝袋に入り

磨しながら︑作品制作に励み︑次

帰られた方がいるとお聞きし︑申

ふるえながら夜明けを待ち︑凍え

回に繋がっていければと願ってい

繊細な技法の月合せが来場者を引

ながら撮影した一枚です︒﹂と説

し訳なく思った次第です︒

明を伺い︑作品に対しての情熱が

ます︒

き寄せていました︒

感じられました︒どのジャンルの

作家さんも︑作品制作に至っては︑

完成する迄に

必要です︒作

師走を迎え︑一年もあと半月を

二階展示室には書道︑写真︑絵

品が出来たと

は︑幾度とな

画︑尾張絵︑押し花︑手描き染︑

きの達成感

残すのみとなった︑十二月十三日

銅販工芸︑公募には伊勢型紙︑水

は︑何事にも

くやり直し︑

墨画︑水彩画︑手まり等︑二百点

変えられない

〜十五日まで︑総合美術展が四日

余りの多種多彩の作品が展示され

喜びです︒一

大変な労力が

ました︒一階展示室には彫塑をは

年に一度の美

市市文化会館で開催されました︒

じめ︑陶芸︑能面︑染色等の力作
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方は心配されていましたが︑﹁み
んなで歌えば怖くない﹂と歌いき
ることができました︒

神田先生と馬場先生の﹃指導の

四日市市文化協会
後援イベント

第五〇回記念三省堂著作展

2004年から毎年︑合唱団

基本を教えていただきます︒初め

発声の仕方はもちろん︑歌い方の

揮者︶は︑小学校時代を四日市で

りました︒今回のマエストロ

は︑どの曲も歌えるようにと頑張

12月7日のマエストロ練習までに

入場料 無料

主催 三省会

会場 四日市市文化会館展示室

3月29日︵土︶ 9時∽分〜16時

3月28日︵金︶ 9時30分〜17時

日時 3月27日︵木︶ は時〜け時

貝を募集して市民合唱団﹁フロイ
てク第九クを歌う人には︑有難い

過ごされた縁のある方で︑本番の

魔法﹄にかかったのだと思います︒

デ﹂を結成し演奏会を開催して10
4か月です︒

︵指

回を数えることができました︒﹁継

切丁寧な

生から懇

場浩子先

指導の馬

は︑合唱

講 座 で

らの予備

5月か

そ続けることができたのだと思い

き︑試行錯誤を重ねてきたからこ

毎回たくさんの方々にご尽力頂

ステージの楽曲の練習に時間がか

らではの光景です︒今回は︑第1

良く声を出す！ク第九″の練習な

もの数十倍の会場と人数で気持ち

は﹁フロイデ﹂の団員です︒いつ

をしていますが︑この時ばかり

があり︑普段はそれぞれの活動

す︒市内には︑たくさんの合唱団

わす場面があちこちで見られま

も一緒に歌えるねー﹂と言葉を交

まります︒﹁久しぶり！また今年

200人が集結しての練習が始

日市市長からも激励を受けて

今年は︑12月28日に予定してい

たらいいなと思います︒

うのです︒20回目もこの場にいれ

﹁また︑来年もー﹂と思ってしま

ても言葉では言い尽くせません︒

て頂ける︒この喜びは︑何度味わっ

き︑1500人のお客様に聞い

じと230人の声がホールに響

みなさんの素晴らしい歌声に負け

間に過ぎていきます︒ソリストの

番︒夢のような時間があっという

団とのオケ合わせ︒ゲネプロ︒本

いよいよセントラル愛知交響楽

入場料 無料

会場 四日市市文化会館第二ホール

日時4月13日︵日︶ 9時30分〜17時

全国吟道大会

三重岳に会創立55周年記念

℡〇五九二二五三・〇三八一 清野講子

入場料 無料

全国普及会四日市支部

主催 琴伝流大正琴

会場 四日市市文化会館第二ホール

日時 4月6日︵日︶ 10時∽分

℡〇九〇・一八二五・一五九五 花井高峰

指導があ

かってしまいました︒﹁瑠璃色の

ます︒多くの皆さんと至福のひと

℡〇九〇・八三二五・六三〇六 芝田尚輝

ステージでも思い出を語って下さ

ります︒

地球﹂ ﹁ジュピター﹂ のリズムを

時を過ごしたいと思います︒応募

9月﹁フロイデ﹂の結団式︒四

楽譜の読

合わせるのは苦労しましたし︑﹁勇

お待ちしています︒

続は力なり﹂とよく言いますが︑

み方︑ド

気100％﹂では振付もつけまし

いました︒

イツ語の

た︒初めはどうなることかと先生

主催 三重岳仁会

等伝涜大正琴害の演奏会

ます︒

発音から

4

いった子ど

会場 四日市市文化会館第一ホール

開演 13時30分

四日市交響楽団

もたち中

主催

クベルと児

心のステー

入場料一般一〇〇〇円

日時 4月知日︵日︶

ジになり

第36回定期演奏会

ことになりました︒また︑その後

ました︒

童合唱と

2011年から始まったセン

も続いている四日市の第九にも出

今後の将

の共演と

トラル愛知交響楽団四日市定期演
演を重ねております︒

月19日四日市の第九公演﹁もうい

2004年︒当団はその年の12

が音楽監督に小松長生を迎えた

今からちょうど10年前−当団

アップ︑将来的には四日市の文化

市民の皆さんのモチベーション

ストラと共演するような機会が︑

と交流が生まれました︒オーケ

演奏家の方︑また様々な団体の方

元中心に熱心に活動をされている

四日市で公演を重ねる度に︑地

の共演を通して︑四日市の音楽文

当団は今後も若い音楽家たちと

たのでないかと自負しております︒

より︑今後の音楽活動の目標になっ

フェッショナルな演奏に触れることに

との共演は貴重な体験であり︑プロ

子どもたちにとってはオーケストラ

来を担う

入場料 無料

主催 三重奇術愛好会

開演 13時30分

日時 5月25日︵日︶

だきます。※142×105mm（繊×楕）

〒510−0057四日市市昌栄町21−10

会場 川越町あいあいホール

連絡先は文化協会事務局まで。

マジックお楽しみ

〜未知へのご招待〜

℡〇五九・三五T〇〇六五 前岨︵まえそわ︶

ちど四日市で第九をうたおう﹂に

向上に役立つのではないかと︑四

化の発展に寄与していければと

℡〇五九・三二六・三五八七 川田勝

︵いずれも当日±一〇〇円︶

中高生 五〇〇円︵小学生無料︶

四日市交響楽団

奏会﹁ニューイヤーコンサート〜

出演し︑この公演がきっかけと

日市市文化協会︑四日市市︑四日

願っております︒また︑定期演奏

画像データの場合は300dpiの解像度
で上記サイズとして下さい。

羽ばたくわかもの〜﹂も今年で4

なり︑2006年から四日市市

市市文化まちづくり財団と共に︑

諏訪﹂ など街中に出かけて行き︑

当団への一層のご支援とご協力
を宜しくお願い申し上げます︒

3．7，11月の季節感のあるものを募
集しています。写喜に関らず、イラス
ト、絵画、彫刻、習字などジャンルは
問いません。ご連結をお待ちしていま
す。編集方針に基づき採用させていた

回目を迎えました︒

文化ま

会のような文化会館での大編成で

今回1200人の観客を迎え

2011年より﹁四日市定期演奏

主催の

ての演奏会︑1部はオーケストラの

様々な場所で室内楽演奏会や音楽

ちづく

﹁
学
び

定期演奏会としては珍しく

セミナーなどクラシック音楽の魅

の演奏会ばかりではなく︑昨年か

舎音楽

み割り人形﹄ ︵バレエ⁚石井アカデ

力をお伝えして参ります︒

会﹂を開催する運びとなりました︒

会﹂ で

ミー・ド・バレエ︶を取り上げまし

り財団

市内中

た︒バレエはオーケストラと共演す

ら始めた﹁ミニコンサート・イン

学校で

ることにより︑一段のスキルアップに

059−351−3729

TEL

﹃くる

の公演

つながります︒2部ではミュージツ
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を行う

表紙作品募集

理事長つぶやき
水谷 運

先日︑﹁郷土が誇る芸能大会﹂を鑑賞

ている。

代表 志水雅明

リレーエッセイ⁚：

する機会がありましたが︑このような地

者全員が体験できることになりま
した︒各講座は12月中旬から2月

百合』復刊かと相談を寄せてき

江戸の頃にはハっあんの娘も熊
末までに3〜5回の講義を行い最

彰のために、歌碑建立か名著『鬼

さんの息子もお師匠さんの所に
域の伝統芸能は末永く継承していってほ

矧こ移ったが、新住職は一露顕

通って︑手習いやお琴やおどりの
終回は発表会や展示会などまとめ
しいものです︒

現在、住職は佐々木氏から他

お稽古を日々行っていたと聞いた
の回になります︒

さて︑本年度に文化庁の補助金を受
けて﹁キッズ伝統文化体験教室﹂を開講
したところ︑予想に反して︵？︶ほとん

どの講座が定員を超える募集がありま
した︒当初︑受験科目に関係のない習

20歳9か月で病没。

ことがあります︒その体験を提供

お稽古に励む子供たちは大好き

な鬼ごっこやサッカー︑お絵描き

の時と同じにキラキラと輝き︑緊

張したり挑戦したり︑その中ルー

ルを覚え行儀を知る︒子供達はそ

い事には関心を持たない︑ゲーム世代
は伝統文化には見向きもしないという

ら、長詩「長島の賦」などの作

しようと四日市市内の全小学生を

浄土真宗本願寺派の末寺願謹

講師陣の声には躊躇しましたが︑杷蚕

品を発表したが、明治40年1月、

対象に﹃キッズ伝統文化体験教室﹄

ご存知であろうか。

に終わりました︒

今後も︑﹁子どもの頃に文化や芸術に

触れ合う機会が多いほど︑心豊かな大

げます︒

三谷凄華らと親交を結ぶかたわ

の募集を行いました︒

職の末裔、望月一露（本名佐々

の2時間の中で興味をいっぱいに

3月、生前唯一の詩歌集『鬼百

講座は書道・茶道・いけばな・
お琴・日本舞踊・和太鼓・囲碁・

戦国時代の武将、織田信長に

広げてくれます︒

を予知したかのように明治38年

民謡・大正琴の9講座︒出足はい

陥落された伊勢長島の願置寺住

現在では家庭や学校でズツ1と

遠い存在になり︑親や祖父母です

ら体験していない︑教科にもない

人になる︒﹂という信条のもとに︑当協

会においても伝統文化のみならず文化・

﹃日本の伝統文化﹄です︒今後も子

ていくことが大切であると感じな

供達のキラ壬フの為に提供し続け

に触れ合うことができる機会を増やす

早熟の天才一露は、己の短命

など︑文化の後継者育成事業として積

芸術に多くの子どもたちや大人が気軽

合』を上梓し、絶賛の声を背に
して上京。東京では折口信夫・

いではいられません︒︵今回ご協

嘱望された。

力下さった講師の皆様︑有難うご

新進気鋭の詩歌人として将来を

で︑よろしくご協力のほどお願い申し上

などに多くの詩歌作品を発表し、

極的に取組んでいきたいと考えますの

その後の五瀬教校・金亀教校在

ご協力宜しくお願い致します︒︶

校中から『新声』『文庫』『明星』

ざいました︒他の先生方︑今後の

四日市高校）時代に歌才を発揮。

ま一つでしたが︑受講希望者は延

1907）のことを
木秀道、1888

「文化」を伝える 西川保歳
露は当時、県立第2中学校（現

べ250を数え講師の方々に受入

可能人数の変更をお願いして希望

重月一露をご存知？

寺第18世の三男に生まれた一

編集後記

文化協会に所属する方々は︑ほとんど

●今回の特集のテーマは﹁まなぶ﹂︒

私もバレエ教師であるが︑今まで︑

が教え︑教えられる立場にあるだろう︒

生徒を教えてきた過程でいくつもの発

見があった︒しかし︑今回投稿して下

から学ばせていただく﹂という考えに

さった川村喜佐さんのように﹁お客様

毎年ニューヨークへ教授法を学びに

は至らなかった︒

行くという私の同業者の友人がいる

動を起こしていない︒せめて川村さん

が︑感心するばかりで私自身は何も行

のような謙虚な気持ちを持ち︑生徒を

教えていくことで自らも学んでいるの

だという考えを忘れないようにした
い︒︵石井亨︶

パッション 蔓ち

●発 行 平成28年3月15日

●発行人 水谷 達

石井 亨︵編集長︶

●編 集 パッション編集部

森 次男

石谷 英子・石塚 眞木・井上
加藤 恵子・河合 久美南・中西
西村 邦彦・久安 典之・藤井

四日市市文化協会

〒至Od〇五七 四日市市昌米田二一−一〇

●発行所

m・剛⁚〇五九−ニ云一−三七二九

●デザイン・レイアウト 高田 薮

●印刷所 水九印刷株式会社
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落ち着いた雰囲気の個室から
宴会にぴったりなお座敷も
ございます。

※3月末日まで1、500円（税込）

七島織一・、・、」
＼

■

Tel．059−351−3600
ランチ／11：00〜1500（オーダーストップ1400）

ディナー／平日1700〜22：00（オータ」ストップ2100）
日曜：17 00〜2100（オーダーストップ20∞）
写実はイメージで丸 損謂円二は空置により叉なる射沃てぎいざれ
だ！割ますべて什禦摂込みです。

近鉄四日市駅北口より徒歩2分
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