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緋描地域社会の文化の拠点として

第一楽器はこの地で商売を始めさせていた
だいたのが、昭和36年。それからすでに50

年以上が経過しております。その間、鈴鹿、

そして名古屋市東部、豊田市と地域を広げさ
せていただきました。 地域社会に、文化の
拠点としてなくではならない店作りをしよ
う。■という先代からの企業理念のもとに。

楽器店として楽器の販売はもとより、音楽

を中心にした教室の展開、また、27年前に四日市市文化会館前にオープ
ンした四日市店4階の音楽専用ホール

ムーシケー（定員237席）を使っ

たコンサート、昔禁企画を実施し、地元の方々に本物の音楽を身近に聴い
ていただく活動もおこなってまいりました。

子どもの合唱団（リトJレ・ピーンズ）を地元の先生にご協力いただき結

成して9年が経過。
またピアノコンクール（ムーシケ・ピアノコンクール）も今回26回を数

えるまでになり、遠方よりご参加いただくようになりました。小編成の
オーケストラを招き、ピアノコンチェルトの実施、そして最近は子ども
のファッションショー、ダンス、ミュージカルの発表の場、カラオケの大

ります。また活用に関していいアイデアがございましたら、ぜひご連絡を
ください。

音楽は国境を越えてひとつになれるものです。また感動を生むものです。
先日、私どもが主催する若者のバンドコンテストにて、演奏後のインタ

ビューでドラムを担当していた女の子が司会から感想を聞かれて、 楽し

すぎて涙が出そうでした！ と答えるのを聞き、本当にこの仕事をしてい

て良かった、と思えた瞬間でした。
四日市発信の】全国ファミリー音楽コンクールー もこのたび第3回を迎

えます。地元の楽器店として少しでもお手伝いできるのは大変光栄なこと

であり、産業、そして文化の両給で四日市市を全国に輝かせることが出来
れば、これはすぼらしいことと思っております。

今後とも引き続いて地域になくてはならない店作りを進め、その結果と
して楽しい町づくりにお役に立てたらと、従業員一同願っております。
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会等と。さらに枠にとらわれない、幅を広げたホールの活用をすすめてお
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わらべ
四日市市文化協会に関するお問い合わせや、
入会のお申し込みは、下記へご連結ください。
〒5100057

四日市市昌架町21−10

四日市市文化協会創立20周年記念事業を終えて

20周年記念事業を振り返って
日本舞踊

TEL・FAX O59−35ト3729
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四日市市文化協会後援イヘント
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開局時間 火曜日から金曜日までの
午後1時〜5時（祝祭日は除く）

清水きし代さん

〜かさねる〜

絵付け師

他には誰もいない︑絵付だけでは生活ができ
んからな︑あんたなら立派な夫がいて生活し
ているのだからできるやろ﹂それからはこの

ここまで出来たか︑といってもらえたのです︒

でも︑今はその作品を見ていると我ながらう

まくなったなあと自信と感謝の気持ちです︒

十三年間の工房の中での雑役が︑今の活力を
育ててくれたのだと思います︒

酔月蛮∵山の陶房の絵付け教室で︑後継者

育成指導もやっておりますが︑なかなか難し
い実感の毎日です︒﹂

その傍ら︑工房に入って夫︵三代目清水酔月︶

りこんもりしていてもいいものではない︒た

に入らなくても削ることはできません︑あま

度焼くのですが効果がないこともあって︑気

最初は何度も色を重ね技法を重ねてその都

日本の秋を

﹇美しい

れました︒

いるといわ

き上がって

UOPの記念品に依超される

の作品の仕上げなど︑仕事場の雑用をひきう

だ︑描いて焼く︑の毎日の繰り返しだったそ

思わせる﹈ きし代さんの額皿が毅優秀賞の副

今年も描

けてきました︒作り手本人がやっていると作

うです︒ある時先生から﹁もう教えることが

賞記念品として贈られます︒今回で六回目を

道一筋と勉強されたと言われます︒

ご長男が中学生になった頃︑美術関係を学

ないから自分で描いて︑自分の作品を作りな

迎えます︒

いで今年六十八歳になります︒家事︑育児と︑

びたいと意思表示されたのです︒この時﹁も

さい︑ご主人の作品に描かせてもらいなさい﹂

るえて描くことができなくて自信をなくして

碗です︒一週間机の上に匿いたまま︑手がふ

なんと二代目酔月︵四日市市隈形文化財︶の茶

﹁決心が着いた日︑主人から出されたのが

絵にとりくみ︑四日市と萬古塊を耀かせて行

せに思っております︒自分の技術で新しい盛

くさんの優秀な方がいらっしゃるなかで︑幸

はあつくなりました︒この商古焼の地にはた

ころへ私の作品が届いていることを知った時

品は半減するからです︒

しかしたらこの道を継いでいってくれるかも

といわれました︒

おりました︒もしかして︑主人にためされて

きたい︑立派な作品を残していきたいです﹂

えていたそうです︒

二十八年前ご結婚の仲人をしてくれた方が

いるのかなと思いやっと勇気をだして描いた

盛絵を学ぶ

亡くなるまえに言われた言草が﹁四日市の︽盛

と最後に語ってくれました︒

︵レポート 石谷英子︶

のが白梅でした︒
おもいがけなく上出来でした︒先生からも︑

絵︾がなくなっていくのかなあ︑後継者がお

﹁最優秀賓のドイツのミユンケルさんのと

しれない︑これで私も何かやれるかな﹂と考

縁で育ったきし代さん︑名門清水酔月家に嫁

結婚生活四十六年︑焼き物業界とは全く無

唯一の後継者

らんなあ︑あんたなら今からやればできる︑

′主 COP＝生物多様性条約締約国会議
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稽古も︑二代目︑由里さんが引き継いで前川

を指導︑またその他の学校や企菜などへの出

の︽堅手︾です﹂

す︒﹁高麗茶碗

たことが心に

と伝えなかっ

先代の教えた人たちは︑高齢にもかかわら

残っていると

さんへと︑続いております︒

ず︑今も前川さんのもとへお稽古に通ってく

のおくゆかし

いわれます︒で

いお言葉が懐

るそうです︒この方たちも︑多くの人たちを

ご結婚前から︑由埋さんの留守のときは︑

かしく思い出

も皇太子さま

代稽古を頼まれ︑ほとんどが歳上のお弟子さ

教えています︒

されるようでした︒

んたちにかこまれていました︒時々の質問に
答えられないときもあったとか︑そんな時ほ

ど力の入った勉強ができました︒

表千豪年次大会茶会

ん︑二代目成瀬由里さん︑現在三代目の前川

初代成瀬家の茶道表千家指導者成瀬てるさ

ます﹂と支配人が答えたのですが︑﹁高麗茶

子さまからご銘を尋ねられて﹁堅手でござい

と伝えてお貸ししました︒ところが︑皇太

こと︑いたしかたなく︑お茶碗の銘︽堅手︾

にやってもらうことになっております﹂との

も前からあらゆる検査︑検便まで済ませた人

言ったのですが︑﹁それは無理です︒ひと月

て︑﹁お点前は私がさせていただきます﹂と

をお貸したのですが︑多少扱いの不安もあっ

夫妻が︑お越しになられました時︑お茶碗

あるとき四日市のホテルに皇太子さまご

た母たちも喜んでくれているかなと思ってお

と生きてくるのではと感謝しております︒ま

世界中の人に見てもらえることになり︑きっ

﹁先代が残してくれたお道具が︑今回の席で

ぐう館﹈では表千家青年部が担当されました︒

れたとのことです︒また新しくできた

天皇がお泊りになられた館︶ に︑お席をもた

前川さんは二見の﹇寅日館﹈ ︵明治天皇︑大正

さんでは表千家三重県支部長の小菅弘正氏が︑

た︒家元は伊勢神宮の茶室で献茶を︑﹇金剛寺﹈

会会員の人たちがバスを連ねて参加されまし

がひらかれました︒表千家︑海外支部の同門

錦椀のおはなし

温子さんは由里さんの長女です︒

碗ですね﹂と言われたお言葉に︑﹁いえ︽堅手︾

ります﹂

今年十月に伊勢神宮で表千家年次大会茶会

初代てるさんの時代から自宅で大勢のお弟

でございます﹂と再び答えました︒そのあと

た後︑全てを受け継ぐことになりました︒

平成十七年︵二〇〇五︶由里さんが亡くなっ

ます︒また酒翠庵創設の功労者でもあります︒

母︑由里さんも七〇歳で同賞を受賞されてい

度︑四日市市文化功労賞を受賞されました︒

子さんたちを数えている他に︑四日市高女︵現

も﹁高麗茶碗ですね﹂とおっしゃったそうで

〜かさねる〜

︵レポート 石谷美子︶

﹇せん

四日市高等学校︶に茶道講師として生徒たち

前川温子さん︵七十二歳︶は平成二十六年

伝統文化を
受け継いで

三重

元運営委員長

前田 那尾

二十年〜三十年のシニア人生を明るく楽しく
﹁生きがいづくり﹂と﹁ネットワークづくり﹂

の中で実践しています︒

互いに対等な人間関係を基本に︑﹁山入り
自由﹂﹁上下の関係なし﹂﹁自主的︑横棒的参加﹂
で
す
︒
人に教えたいこと︑やりたい活動をこの指
とまれの仲間づくりです︒

二〇〇四年六月に設立 ︵代表︑加藤信子︶
今年六月に満十年を迎えました︒六月末の会
員数は九十七名で設立当時と余り変わりませ

ん︒平均年齢は七十歳前後です︒

会稽紙﹁シーズネット三重かわらぽん﹂の

月一回の発行
今年の九月号で二一七号になりました︒

内容も回を重ねるに従い︑より充実し︑会

今回で6匡＝∃になります。今年は前回までの定員120名
を220名に増やしました。それでも最終的には聴講者致
230名となりました。写真は第1回日講座の武田邦彦先
生の講座につめかけた聴講生と空席がないように会場整

平成28年度市民大字同座の委託運営卜

理をするスタノフ。

武田邦彦描師の抱臆絶倒の覗弟

〜かさねる〜

シーズネット

仕事人生︑子育て人生が終わったあと︑

シニア人生をデザインする

月さんから﹁行事に参加することは出来ない

けど︑毎月のかわらぽんを受け取ると︑私

は繋がっているのだなあと思います﹂との声
が届きます︒

いろいろなサークル

古布を使って︑素敵な小物や洋服にリ

フォームしたり︑水沢で農園を借りて︑大根

やさつま芋などをつくっています︒男性だけ

の料理教等︑お買い物から片づけまで︑楽し

〜かさねる〜

水沢の土壌豊かな3。。坪以上ある畑に毎月，国の農作業で出来る作物！
根み上げただけのおくどきんでなんでも作ります。今日はカレーライス。
因みにこの小屋も会員の手作り。

をつくっています。早朝7時からの作器の後は農園で朝食。フロックを

本格的なシニア向けの料理を襲い物から後片付けまでまじめに学んで早
や3年。買い物をしたこともなかった男性会員も、もう大丈夫。

G（爺）クッキンク（男性だけの料理教室）ト

いマージャン︑おしゃべりとおいしい食事会︑

川柳四方山ばなし︑パソコン教室︑詩吟︑カ
ラオケなどを楽しんでいます︒

行事には
総会︑新年会︑バス旅行︑ゴルフコンペ︑
エコ石鹸つくり︑ゴキブリ団子作り等︒参

加率が商いのがシーズネット三重の行事の

特長です︒多くの会員が参加して楽しく交

流できる機会をつくっています︒総会もだ

んだん山席率が上がってきて︑今年の総会

は九十一名中六十七名で︑新年会も七十二
名の出席でした︒

四日市市民大学講座

会員の生きがいづくりにむすびつく講演

会を平成十八年から今年二十六年まで六回

︵各回六講座︶行なってきました︒講師の先

生は大半が会員の方々のご緑で︑こ講演い

ただくことができました︒中には︑まった

くつながりのない方に講師をお願いするこ

ともありましたが︑熱意があれば意気に感

じて講師をお引き受けいただくことができ

るのだということを改めて実感いたしまし

た︒員重な体験です︒

思うこと

十年間も︑設立当初のコンセプトにぶれる

ことなく︑明るく楽しく会が運営されている

ことは︑やりたい活動︑出来る活動を︑でき

るときに楽しんでやっているからだなあと
思っています︒

ンクールにて史上最年少で第1位を

昨年9月にイタリアで行われたコ

をもっと大切に思う気持ちやマリン

けるようになってからは︑マリンバ

きたいです︒

でも歌えるということを証明してい

いう鎌田さんにお話を伺いました︒

マリンバの面白さ︑モれゆえの難し
さなどを聞かせて下さい
自分から進んでやりたいと思い︑
習い始めたマリンバは当初の頃と変
わらずに大好きです︒優しい木の青

色にずっと癒されてきました︒もと
もとピアノをしていたので楽譜を読

むことに苦労はしませんでしたが︑
それでも初めは腕︑手首︑身体全体
をうまく使って弾くことが難しかっ

たです︒しかし自分の思い通りに弾

√了 工‥十・二：

国際マリンハコンクールカテコリーC部門（30l
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布脊史人の各氏に師事。
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留学のことや夢

ことを忘れてしまいがちです︒歌を

スティバルに出ることがす﹁しく楽し

毎年ある発表会と︑マリンバフェ

ません︒両親への感謝の気持ちは日に

うし︑チャンスを逃していたかもしれ

演奏会前の緊張もですが︑モチ

れた後は自分がまた助ける側となれ

に助けてくれる人がいます︒助けら
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などを語って下

きい

留学すること

を決めたのは︑

高校二年生の時

です︒両親は

歌いながら練習することを積極的に

日に大きくなっています︒

今︑留学することに悩んでいる方︑

どんどん挑戦していってほしいと思

ベーションが上がらない時があり︑

ばよいのです♪ 夢はもちろん︑マ

います︒孤独や不安だらけでも絶対

そういう時はただただ自分との戦い

リンビストです−

ききった後の気持ち良さを忘れるこ

とができないので︑私はマリンバを

︵レポート 石井 亨︶

です︒しかし︑ステージに立って弾

こともあります︒

張しますし︑失敗を恐れて怖くなる

人前で演奏することはもちろん緊

みでした︒

日本に残っていたら︑後悔したでしょ

に旅立ちました︒

ことを大切にしたいと考え︑ドイツ

される方もいましたが︑今やりたい

たので︑賛成してくれました︒反対

ずっと私のことを応援してくれてい

年岐阜国際音楽祭コンクール第1位、洗足学園l

取り入れて︑打楽器であるマリンバ

マリンバや打楽器はすぐに忠をする

とった鎌田かおりさん︒たくさんの

工￣∴￣■＼∴・∴∴：

ハの可能性を知ることとなりました︒

める。同朋高校音楽科卒業。

贅しかった想い出︑つらかったこと

1993年三重県四日市市出身。幼少よりピアノl
を、7歳からマリンバを、16歳から打楽器を始l

今の課題は︑息づかいです︒歌や管

鎌田 かおりさん■

人にマリンバを知ってもらいたいと

マリンバ奏者：

はありますか？

1

楽器では自然と息継ぎができますが︑

夢は世界へ：

四日市の城跡を歩こう④

茂福城跡

茂福町字里の内︑縄文時代から

年前に住職が亡くなり︑そのあと

盗難にあい︑ご本尊二体と致品が

見つかっていないそうです︒現在

は梅戸光蓮寺住職が兼ねておられ
ます︒

で︑周囲の人たちは﹁首塚﹂とよ

し無念の形相のまま埋められたの

い同寺域内に埋葬しました︒しか

の遺子林三郎左衛門盈寮は︑茂福

家督をゆずることにしました︒こ

れて養育し︑自分の娘をめとらせ

り隠し︑ひそかに鍋坂の村中に逃

別臣林玄証は盈豊の道子を敵よ

澄円寺

んでいます︒時々怨霊の火の玉が

この二寺が交互に毎年九月二

出て盈豊の顔が映り︑左手で招く

応永二十八年二四二二平貞

墓石は現在︑寺域外になって

築城から落城まで

茂福神社の南方に琵琶状の小高い

盛の末裔にあたる朝倉盈盛が越前

日︑盈豊の盛大な供養会を開いて

誇円寺住職となり︑現在の住職林

丘となっています︒六十メーター

の朝倉より︑この茂福にきて築

しまい︑山門の前より百メート

いましたが︑現在は謹円寺で行わ

とついてくると言われ︑里人に恐

四方の規模で主都を包囲する土塁

城しました︒代々足利氏に仕え

ル南方に一基寂しく取り残され

れています︒

の里の内遺跡と同じ位置にあり︑

と空堀が左右にあり︑近鉄名古屋

世襲していましたが︑永禄十年

ています︒

玄昭は十六代目になります︒

線に乗ると富田駅と霞ケ浦の間に

︵一五六七︶九月二日︑三代にあ

れられているようです︒

城跡碑が見えてきます︒この城跡

たる城主︑盈畳の時︑信長の家臣

にも及びました︒重臣小川勘左衛

家臣五十三名も殺害され︑自刃

時代には雲水四〇〇名を擁したと

た︒臨済宗妙心寺派に属し︑江戸

盈繁が菩提寺として開基しまし

一四五一︶ 保々城主朝倉備前守

大樹寺は宝徳年間二四四九〜

そうです︒

ご長男の一久氏が続けられている

のですが︑数年前に亡くなられて

はおまいりを欠かしていなかった

名古屋在住︼は︑必ずこの法要に

茂福家直系の茂福信一氏︻現在

碑は明治三十七年二九〇四︶茂

られた結果︑一辺が約百二十メー

門宗晴は敵中から主君の首を持ち

いう大寺で︑徳川家康の位牌をは

参考文献 三重の中世城鮨 他

大樹寺

滝川一益に︑長島城で入浴中に誘

ターの堀にかこまれ︑堀幅は五

帰り︑朝倉家の菩提寺大樹寺︵現

じめ︑大般若経九十九巻︑釈迦捏

殺されました︒

福家先祖政太郎が建立しました︒

メーター位の二重堀になってい

市場町︶に葬らんとしました︒そ

協力

昭和五十二年富田︑山城間有料

て︑堀の低土からは︑下駄︑木づ

の時︑首の両眼が︑かっと見開き

集団︑初代茂福城主盈盛の墓等多

道路開設にあたり発掘調査が進め

ち︑漆器椀︑土師器などが出土し

八方を睨みつけているのに驚き︑

数の文化財を所有しています︒二

諾円寺住職

綿

文昭

︵取材・文 綱の会 石谷英子︶

ています︒

早速寺僧が念入りな読経供養を行

流暢に日本語を話し︑日本建築

の現場を臨機応変に指揮する姿を
見ると︑実は日本生まれなのかと

●

●

●

●

●

●

●

●

●

れた日本で建築を学ぶことを志す
こととなった︒

本に来たのは︑33年前に母国ハン

の学校に通い︑日本語能力検定1

日本ではまず日本語習得のため

日本で学ぶ

クラデシュの高校を卒業してから

級を取得︒この頃︑奈良の東大寺

も勘繰ったが︑パニックさんが日

だという︒

南大門を訪れ︑﹁木でこんなにも

できるんだー﹂ と︑その規模の大

多いイスラム教やヒンズー教の寺

﹃建築﹄を志す
子供の頃から木や歴史が好きだっ

院は石造や煉瓦道などの組模造が

きさに驚いた︒ハンクラデシュに

たハニックさんが建築の世界に興味

主流で︑木造の大きな建物はあま

りないらしい︒また︑あらためて

をもったのは︑中学生の頃︒英語の
クロ﹁nh一↓ec㌻という言葉に出会ったの

ク木が好き︑歴史が好き〟という気

その後︑三重大学工学部建築学

がきっかけとのこと︒日本では一般

ではク︵国家などの︶礎を築いた人ク

科に入学して建築を学び︑4年次

持ちを確認することとなった︒

のように構想を描き実現した人に対

には建築史の研究室に所属して日

的にク建築家〟と訳されるが︑英語

する比喩的な意味にも用いられる︒

本建築について学んだ︒

の日本は︑大手企業の知名度もあり︑

経験を経て︑平成15年から社寺建

卒業後︑ゼネコン勤務での実務

ものづくりの喜び

そうした広がりを持った吉葉でもあ

ることを知り︑﹁建築﹄ という世界
に可能性を感じ︑興味を持った︒

アジアの経済大国・先進国として憧

築を専門とする工務店︵名古屋市︶

また︑バングラデシュ人にとって

れの存在であり︑パニックさん自身

に所属した︒

現在は︑鈴鹿市の神社で屋根責

にとっても同様であった︒

それらの想いが重なり︑遠く離

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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している︒四日市市内の自宅を朝

替工事の責任者として現場を統括

︒あいまいき◆と︒おもいやり◆
なイメージ以前の感覚的なものが

れた日本語で返ってきた︒目︹体的

えて帰宅するのは深夜になる︒﹁も

のいる時間帯を避けての工事を終
れは理にかなっている︒自然にお

受けてから作業に取りかかる︒﹁こ

現在の現場では︑毎日お祓いを
言葉の意味するところは深い︒

いう︒ものづくりに限らず︑その

ながっているように感じるのだと

ストーリーになり︑まとまりにつ

の文化

のづくりは何ひとつ同じものはな

祈りするのは人間のあるべき姿

早くに出て現場に向かい︑参拝者

い﹂とその大変さを語るものの︑﹁道
じゃないのかなぁ︒﹂

もいやり〟の文化がある︒﹂と語る︒

また︑﹁日本にはもうひとつ クお

中の苦しみはある︒でも︑出来た

合って︑仲良くなって︑それが財産﹂

んな人との出会いが嬉しい︒知り

職人さんたちとも話が合うし︑そ

くろうという意識でやっていると

まいさクに日本の技術が進化したヒ

と即答︒詳しく尋ねると︑﹁あい

いと思う︒奥深く︑潜在力がある︒﹂

﹁日本の文化はもともとレベルが高

文化にらいての印象を尋ねると︑

して︑とても心地よく喜びを感じ

表現されると︑ひとりの日本人と

そんな繊細な言葉で日本の文化を

文化じゃないかなぁ︒﹂

するのも日本独自のおもいやりの

そして︑それらの言葉の中で最も

らそう感じているからこそだろう︒

て質問するまでもなく︑常日頃か

しぼ聞くことができた︒あらため

﹁お祝いを頂いたらお返しをしたり

と︑ものづくりに携わる者ならで

ントが隠されていると思う︒職人

る︒普段は特別意識することはな

印象に残ったのは︑誰もが心して

そんな話をきっかけに︑日本の

はの充実感を口にする︒そして︑﹁日

の世界には︑ようありますねぇ︒クこ

いが︑確かにそうした感覚は︑日

おきたい感謝の言葉だった︒

ときはホッとする﹂ ﹁良いものをつ

本廷禁の世界は深く︑広い﹂と感じ

れくらいクとかクそうかもしれんク

本の文化として共有されてきたも

ヶあいまいさ〟やクおもいやり〟︑

ているという︒

とか ﹂と︑含蓄のある指摘がこな

﹁今までいろんな人に恵まれた︒だ

︵レポート

久妾典之︶

から僕はここまで来れた︒﹂

のかもしれない︒

日本への想い
取材にあたり︑当初は︑母国で
の生活より長くなった日本での暮

らしの感想を最後に聞く予定でい

た﹂ といった好意的な言葉をしぼ

日本が好きご ﹁日本に来てよかっ

いころから︑﹁僕は日本人が好き︑

た︒しかし︑取材を始めて間もな

神寸土の改修工事現場にて

現代詩
詩を自在に読む

加藤恵子

なぜ詩を書いているのかとよく聞かれる︒

なぜ山に登るのかという質問に︑そこに山が
あるからという返答と同じで︑言葉が好きだ
からとしかいいようがない︒

どんな道も極めていけば︑ある程度︑上達
する︒辺りを見渡すと︑さらなる達人がいる
ので︑オーバーライティングという言葉の賽

の河原で︑私も人並みにもがいている︒憧れ
の言葉遊びに辿りつくために︒

ここに掲載した詩風の異なる二人の詩作品
を︑どう読むかは︑読む人の自由である︒ま
た自在に読まれることも︑詩人冥利だと思う
ので︑自分の感性とフィットさせながら︑ま

ずはお楽しみ下さい︒

鈴木 漠

これは

上へ昇る通も下へ降る適も
一すじ同じものだと

舌代ギリシャの哲人の言葉※

そして

自然の交代劇を見ているのは
汚れを知らない

る
躯の支柱で

黄色に染まった葉が梢から

キリエ・エイリソン

すでに離れて前をゆく魂の耳には

ならば

誰

宮田澄子

鈴木漢帝集﹁逝戯論﹂より

※古代ギリシャの哲人︒ヘラクレイトス
1・S・エリオント﹁四つの四重奏﹂にも引用されている︒

子供たちの服だけだ

削

骨を削る音がひびく

問うも振り向くも姿なく

残り少なの時間が脊椎を削るらし

旋

柔らかな光を浴びながら

借りものの感性悟性うち捨て

螺

一羽の小鳥が飛び去った

朗朗骨の調べをうたい聴こう

ましてそら耳などでない

そこに透明な階段が残ぺーれる

音もなく渦を描いて落ちてくる

キリエ・エイリソン

千回の幸福の渓流すk331

ここにも見えない螺淀の適

宮田澄子帝集﹁右の匠﹄より

費 8，000円
員 100名

『会
■定

プラトンホテル四日市

■会 場

婁17：00
開
2015年1月18日（日）受付18：30
時
■日

員交流会
一般社団法人 四日市市文化協会 2015年新春会

お問い合わせ 四日市市文化協会事務局

059−351・3729（火〜金13：00−17：00）

0

道23号線沿いに﹁マルソー﹂はあ

て20数分︑昔の海岸線にあたる国

近鉄富田駅︑JR富田駅から歩い
マイモのつくりもの︑ワニの木皮

工芸品である貝のネックレス︑ヤ

展示されていたアボリジニの民族

館長の今村さんは︑少年時代か

画︑カヌーの模型︑鳥の彫刻など

ら愛着のあったオーストラリア館

ラマンで︑入り口の左の壁にはエ

ります︒元は漁師納屋として使わ

それを館長である今村龍平さん

が取り壊される事を知り展示物の

が︑そのまま展示されています︒

が親戚から借りて︑一年前から

ジプト人のスナップ写真が展示さ

れていた建物です︒

ギャラリーを作るために内装工事

一部だけでもこのギャラリーで

え︑何度も四日市市に足を運んで

れ︑日本の文化と世界の文化の違

さまざまな国や地域の文化に触

そして今年の7月より︑まちか

と博物館として公開しています︒

申請手続きをし︑ついに念願叶っ

れからの私たちの生活に本当に必

いや共通点を見つめることで︑こ

これらの展示物は内装の土壁の

要なもの︑本当は必要ないものを

この博物館は外観はひっそりと件

色と同色の茶色系のものが多く︑

考える場所をつくりたい︒そんな

て展示出来るようになりました︒

は木造・土壁の伝統的工法による

見事にマッチしています︒

む昔のままの漁師納屋で︑つくり

もので︑富田地区伝統の海産物加

﹁人間生活の知恵﹂をテーマに展

理想を胸に︑これからも少しずつ

る釜が当時のままの姿で置かれて

います︒ ︵レポート 森 次男︶

示物を増やしていく計画をされて

ガラス瓶が並べてあり︑その中へ

その釜の近くには︑大きな空の

いて展示物と一体になっています︒

また︑右手奥には干物を盈製す

工工場の大釜や煙突などを可能な
限りそのままの形でディスプレイ

に利用するなど︑﹁人間生活の知
恵﹂をテーマに展示されています︒
入り口の暖簾をくくると︑まず
右手にインド︑ブータン︑ベトナ

四日市市畠田一色町24−45

は海外のスパイスやチャイ用の茶

マルソー

ムの民族衣装が展示してあり︑そ

葉などを入れて︑将来的には即売

電話090−1827・0322

の衣装は手作りで丹念に糸を紡い

で出来た完成度の高いものばかり
で
す
︒

奥に進むとショーケースの棚が

あり︑その中に展示されているの

11

は︑つい最近まであった四日市市
のオーストラリア飴に

担当者 今村 龍平

などを進めてきました︒

「人問生活の知恵」をテーマに

れています︒

マルソー

展示する事が継続できないかと考

四日市地域 まちかと博物館めぐり

人生を楽しぢ人形作り
自宅は大矢知の下さざらい町と
いうことで︑あさけプラザで2

時にお会いする約束をしました︒
﹁今︑着きました﹂と電話をすると︑

目の前で﹁私です﹂の声に思わず
二人で爆笑しながら︑廊下の椅子
に腰かけて︑お話を聞かせていた
だきました︒

もともとあさけ文化団体では拳

曲で活躍されていますが︑40歳後

半に交通事故に遭い︑仕事もでき
ずゆっくり時間が過ぎていく中
で︑何かやってみたいと思ってい

たときに︑友人から人形作りに誘

われたそうです︒
11年前に教室を立ち上げ︑自宅
で隔週火曜日︑水曜日の午後2時

から4時まで8人のお弟子さんと
和気あいあいと会話を楽しみな

訪問レポート

﹁1111

わらペ

創作和紙人形教室 和紙人形製作指導

代表 野田恒子さん

にできあがった作品は︑やさしい

て︑いろいろな着物を創作し満足

ことができない衣装を人形に託し

るそうです︒自分では絶対に着る

がら︑自分好みの人形を作ってい

で
す
︒

うな人形ができ上がるか楽しみ

しそうに語られました︒どのよ

頑張っています︒﹂ と︑とても嬉

作品展を開催する年なので︑皆︑

しみとなっています︒﹁今年は︑

︵レポート 中西まき子︶

幸せが何度も心を癒してくれるの
だそうです︒

材質は︑クレープ和紙といっ

て縮みの入ったものを名古屋ま

で仕入れに
行き︑華や

かな色合い
のクレープ

和紙を重ね
ていくと︑

人形たちが
たくさんの

幸せを与え
てくれると

お話されま
し
た
︒

人形は2
年に一回の

作品展と︑
地区市民セ
ンターの文

化祭に展示
し︑生徒さ

んたちの楽

20周年記念事業を

R不足ながらも︑いずれも好評

を博した︒特に︑最終日の当市
出身パリ在住のピアニスト伊藤

事業の記念イベントに関して︑

四日市市文化会館で開催した64

去る9月13日からの三日間︑

スタッフとして従事した協会総

協会の理事以上の役員が捻出で

最後に︑今回のイベントは︑当

県対馬市からみえた方があった︒

があることや違いを知っていた

展示して︑家紋同様に流派の紋

した紋付きの舞扇と手ぬぐいを

理事長 水谷 達

振り返って

先ず今回の記念事業は未来の文

力を挙げた事業であったことも

隆之氏のリサイタルでは︑長崎

化・芸術を担う子どもたちに﹁文

ろな小道具を使うということな

曲の内容によっては︑いろい

と伝わってきた古典舞踊︒

等々︑300年以上前から脈々

の曲︑能・狂言より伝わった曲

話の物語のように伝わった内容

江戸文化・風俗を描いた曲︑昔

また︑歌舞伎舞踊のように︑

だきました︒

記したい︒

日本舞踊

し
た
︒

と思い︑小道具を展示してみま

てのことなので︑まずは限から

﹁日本舞踊体験 展示﹂も初め

藤間 軍都弥

化の種﹂を蒔く︑という主旨のも

とに企画した体験教室やワーク
ショップでは︑659名が受講

するなど︑予想以上の成果が参
加者アンケートから読み取れる︒

彼らの多くが︑近い将来に何ら
かの文化・芸術に携わってくれ
ることを期待する︒

又︑公益財団法人岡田文化財
団の助成による﹁荒川知子とファ

どもたくさんの方に判って頂け

所属し︑社団法人日本舞蹄協会

日本舞踊の体験には︑大人の

舞踊Ⅰに

子の揮垂と母・泰子の講演﹂︑﹁伊

に家元または自分白身が所属し

四日市市文化協会

の3

方2名︑小学生の方7名︵6年生

ミリーアンサンブル﹂と﹁金澤翔

藤隆之ピアノリサイタル﹂

ている各流派の師匠方にお借り

たようです︒

公演の入場者数は551名とP
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絵てがみ
川崎 光子

四日市布文化協会

後援イベント

に絵手洗体験教室をさせていた

でとうごさいます︒20周年記念

主催 YYプラクループ

会場 川越あいあいホール

日時 日月22日︵土︶ 12時30分開演

YYフラグループチャリティ発表会

だくことになり︑集まっていた

入場料 大人五〇〇円︵前売り︑当日も︶

四日市市文化協会20周年おめ

だけるか正直なところ心配でし

チャリティーチケット

印宰享琴丘AurOra

たが︑天候にも恵まれ︑若い親

細やかな心配りの文化協会ス
ヘタがいい﹂︒筆先に気持ちを集

声楽アンサンブル

後援 乗員町文化協会︵申請中︶

タッフのおかけと感謝しており

中させ一生懸命思いっきり描く

日時 日月24日︵月・振休︶ 14時開演

子連れや熟年の方々に多数体験
〜1年生︶が参加して下さいまし

ま
す
︒

ことで︑年齢に関係なく小学生

会場 四日市商工会議所ホール

℡〇五九・二二八二丁四九九〇 井上尚子

た︒初めて扱った舞扇−

世間では何事も上手にきれい

から大人まで集まって︑絵手紙

主催

していただき︑ほっとしました︒

も手こずりながらも︑最後には

にと教えられてきましたが︑絵

の力で結ばれ楽しんでおります︒

最初は開くのにも扱うことに

大人用の舞扇を何となく扱うこ

手紙の合い言葉は﹁ヘタでいい︑

朝要ま蕾GAU−0−3

とにも慣れ︑皆様楽しそうに日

出る体験のものばかりでしたの

ただひとつ残念なのは︑音が

ことがわかり︑返事が来ると嬉

がかかりますが︑喜んでくれた

利ですね︒手紙を書くのは時間

℡〇九〇・四五七四・九四九七 朝妻ま喜

四日市一番街商店街振興組合ほか

後援

人喝料 大人一〇〇〇円︵前売り︑当日も︶

で時間が重なり合い︑体験でき

しいものです︒これからはもっ

メールのやりとりは早くて便

ずに帰ってしまった方もあった

と若い人に手紙の文化を楽しん

日時 12月12日︵金︶〜12月14日︵日︶

本舞踊の体験をして頂きました︒

ことでした︒初めてのことなの

でもらうにはどうしたらよいか

9時30分〜17時︵12日は12時30分〜︶

おいた方がよかったと思います︒

たりスケッチにいったり︑全国大

絵手紙協会では︑美術館へ行っ

入場料 無料

主催 伊藤洋史

伊藤洋史風景写真展

四日市市教育委員会

で事前に話し合いを重ねて︑い

が課題となってきています︒

四日市市

ろいろなことを相談して決めて

舞ムロ関係のものが︑展示を通し

会なども開催して︑意思疎通を

℡〇五九⊥二二六・〇二八一伊藤洋史

会場 四日市市文化会館第三展示室

て勉強になりました︒

図っております︒介護施設でボ

4

文化で役に立てることを願って︑

四日市市の文化振興に手紙の

ただいたりしております︒

へ励ましの絵手紙を送らせてい

本大震災で被害に遭われた方々

ランティア活動をしたり︑東日

頂きました︒

に認知度を上げるため参加させて

体験者募集と聞き︑多くの皆様

ズと父兄﹂を中心に学校経由にて

多い中︑今回の体験教室は﹁キッ

銅板工芸って何？と思われる方が

させて頂き有難うございました

様子を楽しんでいました︒

面図形を立体図形に加工していく

いやわらかな膨らみを持たし︑平

らの浮かし彫りでヘラ・指等を使

握り筋ぼり作業を︑その後薬面か

根気よく集中し︑鉄筆をしっかり

は低学年の方から高齢者まで全員

三重県吹奏楽連盟 朝日新聞社

後援 四日市市 ︵株︶シー・ティー・ウイ

入唱料 五〇〇円・全席自由席

主催

会場

四日市吹奏楽団

四日市市文化会館

日時 は月20日︵土︶ 18時開演

四日市莫♯団クリスマスコンサート

鋼板に写し ②鋼板に鉄筆等にて

鋼板工芸の手順として①原画を

で︑はじめの筋ぼり時には二重線

が効かずあとまで残るのが欠点

たりスリ傷を付けたりすると修正

しやすいのですが︑一度祈れ曲げ

鋼板の特徴として柔らかく加工

いずれも9時からけ時

日時 平成27年2月12日〜2月15日

第49回日本光画套写真展中計展

第2ホール

努力していきたいと思います︒

④裏面からヘ

とか線のはみ出しミスを許さず︑

会場

中日新聞社

④裏

浮かし彫りでも力を入れすぎると

主催 日本光画会写真展中部支部

⑦

⑤台版

ラ等にて浮かし彫りをする

面から凸部に粘土を詰め
⑥銅板を染色し

第1展示室

︵公財︶四日市市文化まちづくり財団

に貼り付け

四日市市文化会館

℡〇五九二二八六・四一九六 服部 剛

銅板凸部表面を磨き︑形

へら筋が残るなど大変で︑真剣な

完成時には指導員に礼を言い︑

℡〇五九二二八七・六二五九 中西一夫

四日市市教育委員会

要します︒が今回の体験

自分で作り上げて完成作品は誇ら

画像データの喝合は300dpiの解像丘
で上官己サイズとして下せい。
連絡先は文化協会事務局まで。
〒5100057四日市市昌栄町2日0

だきます。※182×105mm（繊×横）

銅板工芸

⑧

入場料 無料

原画を筋ぼりする

を浮かび上がらす

面持ちで作業を進め︑作品に取り

後援

教室では︑設備・時間の

しげに眺め大切に抱え笑顔でお持

集しています。写真に限らず、イラス
ト、絵画、彫刻、習字などジャンルは
問いません。ご連絡をお待ちしていま
す。編集方針に基づき採用させていた

太田 進

防蝕塗料を塗り完成︑ま

組んで頂きました︒

関係で①〜③までのほ

ち帰り頂きました︒

3．7，11月の季節感のあるものを募

文化協会創立20周年記念事業
﹁文化いろいろ体験教室﹂ に参加

での工程ですが3日を

んの一部を体験してい
ただく事とし︑開催3日

間で小人35名大人20名

と計55名の方に体験頂
き︑予想を大きく超えた

成果を得る事が出来ま
し
た
︒

15

059−35ト3729

TEL

体験作業には1時間
ほどの作業が必要で︑下

表紙作品募集

リレーエッセイ⁚⁚
後白河法皇のあつめた歌謡集

理事長つぶやき
水谷 運

編集後記

犯周年記念車業の一つである﹁四日

が出来ませんでした︒よくよく考えれ

の中で厳しい競争にさらされてい
るせいだろうが︑ネットの普及と

市の礎第2隻 ∽人のドラマとその横

ば︑不慮の交通事故に遇い︑連日︑リ

弁が遠方の地のお茶の間に流れ

ハビリを受ける率になり︑生活のリズ

ムに変化が起きた為でした︒今回はど

の誌面にも参加出来ず︑幽霊編集委員

になる直前にまちかと博物館のレポー

トをさせていただき︑原稿の締め切り

間際でなんとか編集委員としての活動
ができました︒︵森︶

特集を放送していた︒懐かしい曲に耳

●敬老の日︑テレビでフォークソンク

を傾けながらそんな歳になったのかと

四日市市文化団体連結協議会1四日市

協会﹂ として新たにスタートします︒

いよいよ﹁一般社団法人四日市市文化

す︒この20年という節目にあたる今年︑

とができました︒深く感謝申し上げま

くの会員各位の﹁﹂協力で無事終えるこ

イベントでは︑役員の皆様をはじめ多

て∵何か季節としての真夏を感じる車

なったと思ったら︑急に秋の気配がし

いうこともあるだろうが︑他人の

9月日日から三日間にわたっての記念

顔﹂ の発刊が待たれるところですが︑

●今年の夏は雨が多く︑雨が少なく

遊びをせんとや生まれけむ︑戯
ことなどどうでもよい︑自分さえ

﹃梁塵秘抄﹂にこんな歌がある︒

れせんとや生まれけむ︑遊ぶ子供

ているのである。

満足すればそれでよい︑という自

その後になって拙著のことを

の声さけば︑わが身さへこそゆる
己陶酔型の人が増えてきたと思う

親子向けのこの番組が結構好
評で、放送済み分が現在、長崎
と信越のケーブル放送で再放送
されており、1V画面から四日市

がるれ
のだが︑年寄りのひが目だろうか︒

目に入っている。

恐らく幸薄い遊び女たちに唄わ
もう一度子どもに帰って仲間と楽

しく遊ぼうではないか︒

番組放送にと発展し、現在d年

れた歌だろうが︑この﹁遊び﹂に
こそ文化というものを考えるヒン
トがあるように思う︒
−r

新年度から私のシナリオ提供、
監修で「おはなしきかせて」の新

一人遊びというのもあるが︑﹁遊

文化連盟1四日市市文化協会と時代の

しみじみ思った︒あの頃に思い描いた

代表 志水雅明

び﹂は普通︑複数の人間が楽しみ

流れとともに変遷していますが︑今後

世界は実現したのだろうか︑自分が理

どう思うであろうか。

を共にするためにする︒ひと村が

も引き続き比白枝の﹁﹂理解とこ協力をお

したいと言ってきている。これら

水谷

違

四日市市文化協会

●印刷所 水九印刷株式会社

●デザイン・レイアウト 布田 教

取 捌 〇五九−三五一−三七二九

〒五一〇・〇〇五七 四日市而昌栄町二一−一〇

●発行所

福田 舞粟 宮本 純子・森 次男

中西 まさ子 西村 邦彦 久安 興之

石塚 県木 加藤 恵子 白井 良昭

石井 亨︵編集長︶ 石谷 英子

●綴 集 パッション編集部

●発行人

●発 行 平成祁年日月15日

パッション 苔ち

を考える一日となった︒︵屈︶

た者は何ができるだろう︑そんなこと

か︑これからも一人の人間として老い

想とした生き方をしてきたのだろう

願い申し上げます︒

のことを「四日市に民話はない」
と言った某課や∪氏が知ったら、

集まれば祭りになる︒そこで行わ

民話はない」と言われたという。

尚︑副理事長の加藤愛郎氏並びに伝

著作権などについて打合わせを

れる歌舞音曲︑それが様式化され

文化ということ 西田青沙
知った州民は急きょ私を訪ね、

技術的に洗練され︑人から人へ受

係者州民が「四日市の民話」を
訪ねて市の冥課や児童文字研究
家∪氏を訪ねたが、「四日市には

統文化体験教室でお世話になっている

は保障してもらっているが、今回

け継がれてゆくと文化になる︒そ

を上梓した。丁度その頃、CTY関

伴野節子氏が本年度四日市市文化功労

新たに市民から、番組の映像を
勉強会などの場で活用したいと
の申し出があり、M氏は早速、

してそれはある地方︑ある時代に

平成20年8月に、拙著『みん
なの民話 片目の龍と清太の村』

者贅を受質されました︒おめでとう﹁し
ぎいます︒

シナリオ提供にかかる著作権

彩りを添えることになる︒

ところが︑近頃︑市場経済社会

「民話」と著作権のことなど

叫
の
︑
︑
︑
う
．
︑
耳
．
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