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-出会いと感動を求めて-

四日市市文化協会



表紙pHOTOI中西一男

四日市市内には'ホールのある会館か-舘あります｡発
表会などには､まず文化会館を望む場合が多いようですが'すでに利用率か高く､予約が難しいのか現状です｡

視点を変えて'他のホールにも目を向けてみませんか｡今
回は'市内のホールの調査のみですが'隣の町にもすぼらしいホールがたくさんあります｡

今あるホールの利用方法を再検討して､四日市市文化協
会として'今後なにを望めば良いか､考えてみましょう｡

☆じばさん　みえ

ホール　253人展示室　183"E:研修室　90人など市内安島一丁目3-18電話･53-8100㈹近鉄四日市駅西徒歩3分
☆文化会館

第1ホール　1､816人第2ホール　609人

第3ホール　300人第4ホール　400人市内安島二丁目5-3電話･54-4501㈹近鉄四日市駅西徒歩10分
☆あさけプラザ

ホール　326人展示室　125Nm市内下之宮296-1電話･63-0123㈹

近鉄富田駅西徒歩15分
☆総合会館

視聴覚室　220人市内諏訪町2-3電話･54-8292近鉄四日市駅東徒歩7分
☆市立博物館

講座室　142Nm市内安島一丁目3-16電話･55-2700㈹



近鉄四日市駅西徒歩3分
☆オースーラリア記念館

ホール　1､089NE市内羽津甲5169電話･32-2357三交バス四日市競輪場東　スグ
☆勤労者総合福祉センター

多目的ホール　400～E:市内日永東一丁冒2-25電話･4 7-3000三交バス中央緑地公園前2分
☆地域振興課第2分室

ホール　188･3NE市内昌栄町21110電話･52-3968三交バス尾上町徒歩5分
☆茶室潤水庵

広間(和室)　約20畳市内鵜の森一丁目1 3-1 7電話･52-4960近鉄四日市駅南徒歩5分
★保々ふれあい会館

ホール　450～E:市内市場町電話･39-1781三岐鉄道保々駅西徒歩5分
★ムーシケ

ホール　270人市内安島二丁目3-32電話･53-7361㈹近鉄四日市駅西徒歩1 0分

★メリーゴーランド

ホール　162NE　150人市内松本町三丁目9-6電話･5 1-8226近鉄松本駅南徒歩2分
★中部近鉄百貨店アーーホール

近鉄四日市駅内
★アーナイン

50-60人　(ステージ付)市内芝田一丁目1-1 6　2A電話･53-4936近鉄四日市駅西徒歩1 8分

このほかに､各地区市民センターのホー

ル　(大会議室)　があり'いずれも80-100人の収容能力があります｡ただし'それらは原則として地区内の文化活動などへの貸館に限定される場合が多-'また空室も少ないようです｡

また'学校の体育館などを開放する地区

が多-なっています｡市内には小学校40校'中学校2 1校があり､これらの有効利用について今後の検討が期待されます｡

新しい動きとしては､市民ミュージシャ

ンに､会場を提供するライブハウスもでてきました｡
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四日市市立博物館

海の日によせて

四日市商工会議所会頭

堀木　博

海の思い出となると､私の仕事柄､昔から四日市港へ

入る外国船舶や粋なマドロス姿の船員､また､海外視察の時に訪問した世界中の港'殊にシドニー港､ロングビーチ港など美しい風景とともに見た港湾施設など忘れがたい｡

3分の2以上が海で覆われている地球上でも､特に､
我が国はご承知のとおり周囲を海に囲まれ､古くから海

洋国としてその幸を享受してきた｡
なかでも､当市は､明治17年､私財を投じて築港を成

し遂げた偉人稲葉三右衛門翁の功績が､後の特定重要港湾として花開き､今日の四日市の繁栄を支えてきたわけである｡

ところで､本年から､海の記念日が祝日に指定される｡遥かなる大きな海の恵みに感謝し､その資源を守り､

海との関わりを長続きさせてい-ため､改めて｢海｣を考える良い機会である｡
また､本年から休日になることにもう一つの意義があ

る｡

全国都道府県で巡回している｢海の祭典｣が第11回を
数え､本年は三重県が開催地となり､その主会場が四日市市となったことである｡

盛大な記念式典をはじめ'多彩な行事が予定されてい
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るなかで'実行委員会では波間に浮ぶ1 7文字のラプソディとのサブタイトルで｢海の一句｣を募集し'全国から6万句が寄せられたと聞-0

この冊子が出る頃は､既に優秀作が発表されていると
思うが､その応募数の多さに驚いている｡

海には限りない神秘性とおおらかなロマンがあり､そ

れは､遠い人類の祖先が海に入って二本足歩行が出来るようになったという学説もあるほど人間と海との関係が深いからではないだろうか｡

どのような句が選ばれるか楽しみにしているが'私も
青春時代俳句をやり｢馬酔木｣や｢天狼｣に投稿していた時代が懐しい｡海の句も沢山あるけれども､さびしい､わびしい句が多かったような気がしてならない｡

海は四季の変化や天候による変り方が激しい｡
｢春の海　ひねもす　のたり　のたりかな｣という句が

あるかと思えば､｢荒海や　佐渡によこたう　天河｣という怒涛の波しぶきを紡裸とさせる芭蕉の句もある｡

又'有名な誓子先生の｢海に出て　木枯　帰るところ

なし｣は私の大好きな句で先生がそれを発表された直後に書いていただき､今も時々床に掛けて､ありし日の先生を思い出している｡

言水の｢木枯の行-　果はあり　海の音｣とよく似て

いるので､誓子先生に申しあげたら､その句とのちがいを教えていただいたことがある｡先生の｢炎天の遠き帆や　わが心の帆｣など､今でも時々思い出し､富田1色や千代崎にお住まいの頃の先生を偲んでいる｡

(日本トランスシティ㈱取締役会長)

(注)　｢海の一句｣は6月23日に発表されました｡

4

平成8年度四日市市文化協会役員
理　事　長副理事長副理事長常務理事

(事務局長)
常任理事常任理事常任理事常任理事会計監査会計監査文芸理事美術-理事

石田　克久赤井　重規木下　武1柳川　平和人見　耕次
(イベント部会)

高島　忠彦
(市民文化祭部会)

藤田　正明
(広報出版部会)

水谷　　達
(交流研修部会)

森　　紀元杉田　軍次細貝　武司広田　五夫

美術H理事邦楽理事洋楽-理事洋楽H理事洋楽Ⅲ理事演劇理事舞踊-理事舞踊H理事舞踊Ⅲ理事生活文化Ⅰ理事生活文化H理事歴史文化理事伝統文化理事趣味教糞理事文化交流理事芸能理事その他理事

伊藤　宣郎山路　泰洲斎藤　立美中島　　1田鳥　玲子人見　耕次西川　司女常磐　扇舟石井　　亨小林　春荘飯田紀四男木下　武一伊藤巳代治西村　邦彦小黒エミ子杉田　軍次柳川　平和

胃腸科.消化器科.旺門科.外科 

石田胃腸科病院 
院長石田克久 

四日市市朝日町1-15(JR四日市駅前)℡く0593〉53-3313㈹ 

●診療時間/AM9:00-PM1:00PM2:00-PM7:00 

●休診日/日.祭日.土曜午後 

音響.照明.イベントや発表会のご相談に応じます○ 
格安のものから本格的なステージまで-- 

EVENTPLANNING&PFLODUCE 

@C.C.WORKc.叩. 
〒513鈴鹿市住吉三丁目21番5号 

℡く0593〉70-0590 

FAXく0593〉79-2359 
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オープニング･フェスティバル　舞台･展示部門

日　時:10月27日(日)開場午後1時･開演1時半～3時半

会　場:四日市市文化会館第1ホール

部門名(区分)展示o｢舞台 ･時間入場料 俐8+Ykﾈ�檍�ｩkﾂ�内容 

舞踊Ⅰ �?ｩgｹY�w�-ﾈ,(.��全流派の出演 

ll/3(EI) 入場料500円舞台 ��c(7ｨ�ｸ8ｲ�

責任著名(電話番号)西川司女TEL52-3431 

文コ; 倡9j�%ｨ慄�X橙�作品を公募し表彰 

ll/3(日)ll:00-16=30 ��c87ｨ�ｸ8ｲ�

出詠料500円展示 侘8�)洩ﾂ�6I�)MHﾘb俤x､ﾉY�謨DTﾃCbﾓ�3�"�

文コて ��ﾉoi�X橙�市民参加､作品発表 

ll/4㈲10=00-17:00 当日参加韓l,500円展示 ��c87ｨ�ｸ8ｲ�

員任著名(電話番号)保地桂水TEL45-2870 

洋楽1 俘x㈱ﾝR�合唱サークルの発表 

ll/4㈲ 入場無料舞台 ��c(7ｨ�ｸ8ｲ�

告任著名(電話番号)斎藤立美TEL64-9757 

生活文化Ⅰ1 ��hｨ閏h嶌uHuHﾘy:�5r�盆栽､人形､押し花 

12/6(i)～8(日) 入場無料展示 ��c�5x麌��なと'の展示 

茂住者名(電話番号)原源信TEL29-2069 

万能平成9年 佗ﾉEﾈ5x8x48986x7H4h5�6X4(6�8ｲ�7��ｸ6t��歌謡舞踊など 

1/26(E]) 入場無料舞台 ��c(7ｨ�ｸ8ｲ�

責任著名(電話番号)杉田軍次TEL46-0688 

邦楽 2/1仕)13:00- 2(日)10:00- 入場無料舞台 �?ｩgｸﾇﾉEﾈ-ﾈ,(.��会員の発表 

第2ホール �ｩU�ﾏh､｢�

責任者名(電話番号)山路泰洲TEL52-8490 

舞踊Ⅰtl 俶ﾉ?ｨ�9vﾙY�7H4h5�6X4(6�8ｲ�洋舞の発表 

2/9旧)ー5=00- 入場料1.000円舞台 ��c�7ｨ�ｸ8ｲ�一姫公開 

茂住著名(電話番号)石井亨TEL52-9058 

舞踊H 冕��橙�民舞発表 

2/22(土)11‥00- 入場無料舞台 ��c(7ｨ�ｸ8ｲ�一服公開 

責任著名(電話番号)常磐扇舟TEL31-5348 

舞踊H ��鞐ﾉY�w���創作舞踊の発表 

2/23旧)lO:30- 入場無料舞台 ��c(7ｨ�ｸ8ｲ�-般公開 

責任者名(電話番号)常磐扇舟TEL31-5348 

洋楽Ⅰー �7�8X�ｸ5x6(4�4ｨ�ｸ6ｨ6�8ｲs澱�アマとプロの共演による 

3/23(日) 入場料:大人1,200円 小中学生500円舞台 ��c�7ｨ�ｸ8ｲ�JAZZ&POPSコンサート 

責任著名(電話番号)中島-TEL97-3522 

日本アマチュア 

将棋連盟 
将棋でひとときを 

楽しみませんか 

〒510四日市市諏訪町3-15 
いちかビノレ2F 

TELO593-54-0625 

j旦当:西村 
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創作舞踊 
紀之元流芝流 

常盤流西川流 
深山流≡喜流 
瑞穂流山吹流 

第46回～,96みんなで姦通ろう7:のしい鼠､/～

四日市市民文化祭
●主会場　四日市市文化会館

部門名(区分)展示or舞台 ･時間/′入場料 俐8+Ykﾈ�｢���ｩkﾂ�内容 

伝統文化 僞ﾈｧ�/�ｧ�+X-陞��会員の発表会 

5/12(日) 入場無料舞台 仂驗ｩY�85ｨ985��ｲ�

責任者名(電話番号)伊藤巳代次TEL51-8216 

美術ⅠⅠ ��ﾘﾘyOﾈ��5r�彫刻､工芸､伊勢型紙など 

10/24(木)～31(木) 入場無料展示 傴ﾈﾞ(壹x､ｸﾜ8�｢�

責任著名(電話番号)伊藤宣郎TEL26-3007 

文化交流 倆�ﾏ�5�985�7��ｸ6X4(�ｲ�一般参加パーティー 

10/26仕)18=00-21=00 入場料′大人300円 ��cH7ｨ�ｸ8ｲ�

責任者名(電話番号)小黒工ミ子TEL51-0666 

趣味教養 10/26(土日Z=00-17:00 27(日)10:00-17=00 入場無料展示 偃��ｻ9wｸ-ﾈ,(.��囲碁､将棋､展示など 

第1展示室.第一～3和室 壷�x�����

責任著名(電話番号)西村邦彦TEL54-0625 

総合 �4��ｸ7h6ｨ984�7H4h5�6X4(6�8ｲ�総合プログラム 

10/27(日)13:30-15=30 ��c�7ｨ�ｸ8ｲ�

告佳肴名(電話番号)文化祭実行委員会TEL51-3729 

生活文化ⅠⅠ ll/1鰻)初日のみー2=30-17:00 -3㈱9:00-17=OD 入場無料展示 亳X扞5r��cH7ｨ�ｸ8ｲ�作品展と審査会 

責任書名(電話番号)飯田紀四男TEL65-0101 

美術Ⅰ ��ﾘﾘyOﾈ��5r�書道､俳画､絵画､写真 

ll/1徐)～4御 入場無料展示 ��c2��cI5x麌��などの作品展 

責任者名(電話番号)広田五大TEL39-0116 

ム能 佗ﾉEﾈ5x8x4898*�4x5�6X487�8ｸ7�ﾘ6t��歌謡､マジック､歌謡舞踊 

ll/2仕) 入場無料舞台 ��c(7ｨ�ｸ8ｲ�

責任者名(電話番号)杉田軍次TEL46-0688 

生-;舌文化Ⅰ ll/2仕)-4㈲ ��X.(*�,咽り險旗慊ﾒ��hｨ閏h487�ﾘy:�5r��c�5x麌��盆栽､盆石､いけ花､呈茶 

呈茶券500円展示 ��9D9)洩ﾂ�6I�)MHﾘb傅ﾉ}����DTﾃS2ﾓ�c�"�

生活文化Il �(扎,i��,ﾉ�ﾘﾘy5x麌檄2�石と山野草などの展示 

ll/2仕)～4御 入場無料展示 ��cH7ｨ�ｸ8ｲ�

責任者名(電話番号)八重田康幸TEL22-8115 

四日市市文化協会TEL･FAXO593(51 )3729　●詳しくは各部門へお問い合わせ下さい｡

●本文化祭の会場には､車椅子の方の席が用意されていまToお気軽に係員にお申し出く1=さい｡

小さな箱に夢を詰めて 

フランス菓子 

エトワール 
〒510四日市市北町5-12 

℡く0593〉51-9928 

日舞連盟
●赤堀涜　●藤間流

●内田涜　●宗家西川流

●西川流
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訪問レポート

温故知新

♂

生活文化-小林春荘さん

池坊､石田流'専正池坊､

小原流､竹真流､末生流､草月流t MOA山月の八流派で構成された､四日市華道教授者連盟の会長小林春荘さんの教場をお訪ねしました｡

春荘さんは'昭和九年池坊
入門､父に師事､昭和三十六年に二代目を継承され､今日

まで後進の指導にご活躍です｡昭和五十年には池坊全米いけばな特派講師として渡米､昨年は四日市市文化功労者賞を受賞されました｡若い頃は運動万能､学生時代はバレーの選手として活躍されたと伺い､お元気な話し振りに納得｡
｢室町時代､伝統文化として

生まれた華道が､今日まで続いてきたのは'それぞれの時代に応じてお花がいけられ､その時代の人々の共感を得たからでしょうね｡生活を無視しては成り立たないからです｡今私達は伝統を後進に正し-伝えると共に'現代に即応して新しい感覚のいけ花も指導していかねばなりません｡一生懸命勉強中なんです｡名も知らぬ新しい花材が多-なり､名前を覚えるのに一苦労｡それに飾る場所も多様化してきましたね｡二十1世紀にはどうなるんでしょうね｣

華道連盟では､毎年'市民

文化祭に各流､特色を発揮したいけ花が展示され'大勢の目を楽しませてくれます｡
｢お好きな花は?｣｢そうねえ､梅かな｡風雪に

耐えた幹の風情や酷しい寒さの中で咲-可憐な花の表情がいい｡人生を生き抜いて来た姿がありますよ｣

小林さんは文化協会の理事
をつとめておられますが　｢雑務に追われお役に立てなくて-｣と恐縮｡どこまでもソフトな物腰の小林さんです｡

訪問レポート

主役は会員一人ひとり

趣味教養　高島忠彦さん

｢演劇鑑賞会って､どんな
会?｣

｢毎回､超1流のお芝居ばか
りよ/　涙と笑いで飽きさせないし､良い作品は'私を新鮮にして-れるの｣と主婦の方｡

｢東京で見逃がしてしまった
作品を､四日市で見られると

は嬉しいですね｣と青年の声｡

当地に演劇鑑賞会が発足し

て四年目｡現在八百五十名の会員を擁する｡全国演鑑連と連携Lt　年に五例会を開く｡
｢どの芝居をやるかは会員のア

ンケートをもとに決定します｡

また有名な役者との交流会
を企画したり'舞台道具の運

亮ト募糾′ 
ジャズ.ポピュラーから演歌まで 

サンセット.ポップス.オーケストラ 
四日市市昌巣町.名四ビル 
TEL52-8262 

97-3522(中島) 

書材の店 

了阜畝L和宮 
泰465名古屋市名東区朝日ケ丘63 

TEL(052)776-l88l 

FAX(052)776-l88l 
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び出しの手伝いなど'この会は会員が主役なんですよ｣と代表の高島忠彦さん｡
｢もっと気楽に参加して欲し

いですね'会の魅力の一つに会員同士の交流があります-｣事務局長の岡野由美子さんが胸の内を語る｡

東京からプロを呼ぶためス

ケジュールの調整交渉'会場の確保など二年先の準備に東奔西走する苦労話などもお聞きしました｡
｢文化協会に期待する事は'

何年後には新文化ホールを作るんだ/そんな方向づけが欲

しいですね｣
7人でも多-の市民に､常

に新しい舞台を提供しようと

いうスタッフたちの熱いエネルギーを､とても頼もしく思いました｡

戦こlj･

四E3市浦刺鑑賞会特別例会　　　会只.｣外の方てら+ケ.トモfI 'て桝ることDLrき7-す

1 0月23日(水) ;雷雲f喜子い三相芸I 5410g.o岩
四日市市文化会館第2ホール

‥ 7月25日(木)より､事務局にて販売開始!　J,軌､たわt2-ま叩信まで

日中l志.‡…■…;}･浩¥:,.;-ど.霊.:'. ;';志謡il川上J､抑　利0593)52-0371

快適なインテリアライフ 
カーテン 

カーペット 

クロス貼 

ブラインド他 

室内装飾施工一式 

有限会社服部美装 
鈴鹿市寺家TELO593(86)2477 

思い出いろいろ- 
各種発表会.結婚式など⑳!笥夢 

し 

一一一や-瑠 

ビデオ.写真.CDセコ 

桑名都多度町香取21 

℡(0594)48-3248 

四日市市文化協会シンボルマーク決まる′四文協のシンボルマークを募集していましたガ､多くの応募作品の中から審査｡次のように決まりました｡第1位平田昭義さん(笹川町)第2位安田修信さん(小古曽東)第3位森　次男さん(尾平町)

∴
パッション歌壇

よ

ひとひらの白雲窓を過ぎるまで呼出音きき受話器を置きぬ　　　　　　東日野　小林　寿子｢評｣だれでも味わう､何でもない生活のひ
とこまを､詩情ゆたかに写している｡下旬の

｢受話器を置きぬ｣のさり気ない措辞が'一抹
のさびしさをうかがわせてよい歌になった｡

息せきて登り来し身を鎮めむと青葉障りの滝に寄りゆ-　　　　　　　山崎町　佐々木栄子残りゐるわれの時間のい-ば-に季移ろひてまた夏は来ぬ　　　　みゆきケ丘　神田しづ子森深き物部神社のしづもりを時をり揺らす電車の風圧　　　　　　　みゆきケ丘　藤井美代子

&上嘉,tllB#-Zf7Jz,ggtm5--彩J' 
結婚披露宴､パーティー､学校演奏会､各種イベントの 
演奏を承ります○お気軽にお電話下さいo 

四日市℡く0593〉52-9645.東京℡く0424〉66-2928 

田辺音楽事務所 



ハーモニカの音色は澄みてひそかなる悲しみ重なる戦友のうた　　　　中古曽　谷口しづゑビニールの容器の中に人工の餌にて育つ百匹
けご

の毛蚕　　　　　　　　馳出町　伊達はま子こぞ去年までは水田なりしが整地なし売却済みの札の立ちたり　　　　　　泊町　堀　　典病める身を魚釣りにて忘れんと出でゆく夫の後をつきゆ-　　　　　小吉曽　佐藤　静江群れ咲けるみやこわすれは華やぎに緑なき花か名にも色にも　　　　　泊町　相原　富子透きとはるみ面に淡-紅さして蝋人形のごと母逝きましぬ　　　　　采女町　加藤　正子

かげ

唐松の林の下の露と光オゾンと聞きて双手に掬ふ　　　　　　　　　　　日永　山内　てゐ病床の弟思ひて見舞状書きしはがきを今日も出したり　　　　　　　　小吉曽　水谷　朝子

川柳よっかいち
本箱に私の入る場所がないうたかたの闇を漂うペンの先ひらひらの情けは薄さ手のひらにゆっ-りと歩けと足に云い聞かすよ-笑う女について-る噂正座して父の説教待っていた流されておこう明日も陽はのぼる登校に少し馴れたかランドセル恥多きこの手も祈る手も同じ母ひとり住む里も春孫が来る

瀬　森　小　菱　井

古　　河　川　垣

よ

し　柳　麻　和

ゑ　女　子　子

明子

一見三枝子
田辺　逸子前揮　和子高井　美恵大原　栄子

ナスもトマトも今は素直に伸びてます

堀　かず美

魂の底まで飲んだ美術館　　　石田　寿子石橋を叩いてブームなど知らず　矢田　照子

後藤化学株式会社 
本社〒5JO三重県四日市市三栄町2番r5号 

TEL(0593)51-1330(佗 

FAX(0593)51-1685 

泣き虫の子に-すぐりの刑が効-　伊藤　せき鼻鳴らし甘える犬も老いている　吉川　文子初夏の風スキンシップの散歩道　矢田まさ子この辺でおしどり夫婦と言われても

横井　網代

過去偲ぶこと多すぎる藤の花　　松岡　華風嘘ひとつネオンに浮かぶ厚化粧　島村友紀子鏡のない部屋でからだの骨を抜-　坂崎よし子山坂を越えて大き-なる心　　　矢田はるみまっすぐに生きよと花にささやかれ気紛れの気候に一枚重ね着るたそがれて晩春に咲-花愛し足踏みを許さず夜明けおとずれる君偲ぶわすれな草と思い出と思い出すためならやろう泣き笑い

伊藤　多恵村上美津江内山サカ枝松本きりり佐野　硯泉柴田　明美

氷河期を突破して今五月病ふる里の椅子で欠伸をかみころす三の矢でよせばよいのに女とは自分だけ好かれていると通いつめ見送りの中に花束ないている舌たらずその後は風に任せよう迷いなど無かったように落ち椿水色の雨がつつんだ花時計深い椅子欲し-て捨てる正義感味方にも一人や二人いる苦手逆算をしている乱の真ん中で温もりが欲し-素足で土を踏む

松林志津江八木　火砂吉田　紫水矢田　　哲榊原　良郎橋爪吉五郎保枝　長英加藤　昌良清水　延和坂井　　兵

忠　仁

デジタルで高E)ロ｡賃､印刷業界もコンピュータで画像を処理する時代になってまいりま

した｡デザインワークはマッキントッシュでクリエイティブな世界を広げ､写真製版

部門はカラー･モノクロスキャナ､カドグラフ､スーパーコンポーザーとフルデジタ

ル化｡また印刷部門はコンピュータプリンティングコントロールシステムを塔載した

印刷機をラインアップして品質標準化(数値管理化)を徹底的に追求｡さらに､フィニ

ッシュワークは迅速･丁寧をモツト-にライン化を計って品質管理･納期管理を最重

視するなど､いま印刷技術最前線が水九印刷の合言葉になっています｡

合資会社水九印刷所FE5Ll<0.諾昆afWFAfx詰3.,3%21g書芸



0円･月会費2000円　7

(文化協会主催･後援イベント)
山路泰洲吟道4 0年表洲会創立3 0周年記念第2 5回泰洲流時剣詩舞道大会

日本合成ゴム㈱写真部

固0593⑮8059

劇団FREE人見耕次

圏0593⑳6244

常磐流秋のをどり

日時　8月1 8日㈲1 0時会場　四日市市文化会館

第2ホール

料金　無料主催･お問い合わせ先

泰洲流詩吟朗詠会

園0593⑳8490

日時　9月2 9日㈲1 1時会場　北勢町さくらホール料金　無料主催･お問い合わせ先　常磐会

囲0593⑪5348

四日市演劇鑑賞会特別例会草笛光子一人芝居
r私はシャーリーヴァレンタイン｣

主催･お問い合わせ

四日市演劇鑑賞会

圏0593⑳0371〒5 1 0四日市市安島2-3-

2 2安島コーポIF

劇団FREE第1 3回公演
｢花よりタンゴ｣井上ひさし作

日時　1 0月2 3日的6時1 5分会場　四日市市文化会館

第2ホール

会員特別会費　4000円
一　般　　　5000円

第-回日本合成ゴム写真部展
日時　8月2 3日鋤～2 5日㈲会場　四日市市文化会館

第4展示室

料金　無料主催･お問い合わせ先

日時　10月19日出

午後1時と6時の2回

会場　四日市市文化会館

第2ホール

料金　大人2000円/子供1

500円

主催･お問い合わせ先

四日市演劇鑑賞会第相国例会
｢ロミオとジュリエット｣日時　1 1月9日出1 8時会場　四日市市文化会館

第1ホール

入場方法　入会手続きは､事務

所で受付｡入会金100

花嵐.JLf国-お花紬届けします 

--凝モト 

西浦本店プラザホテルアネックス店 

御注文は℡52-8490㈹一L 

第2 3回みえ県民文化祭オーケストラの祭典

わらび座｢海｣公演のお知らせ9月4日

日時　10月13日㈲14時～会場　四日市市文化会館

第1ホール

内容　第1部　ジュニアの部

指揮/田久保裕一

第2部一般の部

指揮/草川正憲

前売一般1500円

高校生以下1000円※市内各プレイガイドに

て発売中｡

お問い合わせ先

四日市交響楽団事務局園030-447-9796

今年から″海の日″が国民

の祭日となりましたが､その
｢海の祭典記念事業｣として'

秋田に根をおろして45年のわらび座が'来る9月4日文化会館第一ホールで海をテーマにした歌舞集の公演をします｡
パート-｢海ふたたび｣　(和

風ミュージカル)　は､心やさしい漁師の竜太と'彼に恋をして人間の世界にやってきたイルカの娘ユリとの物語｡恵みの海'怒る海の心を踊りと音楽で描きます｡
パート2歌舞集｢潮の流れ

にのって｣は､海の仕事を通

じて心寄せあって生きてきた人々の仕事唄｡生命の恵みだけでな-この海に深い悲しみを抱きながら生きている｡そんな心の襲をも描きながら'やがてお互いの胸の内をぶつけ合うような祭りになってい-｡えびす宝磯子､入漁祝い蹄など､生活感あふれる元気がもらえる民族舞踊集です｡

すべての生命の源である海｡
あけっぴろげで大らかな海の心｡ぜひ､親子で感動を分かち合って下さい｡海を見直すきっかけにしてはしいのです｡

第46回四日市市民文化祭 

オープニング.フェスティバル 
日時平成8年10月27日(日)13:30-15:30 

会場四日市市文化会館第1ホ-ル 
入場無料.入場整理券は､市内文化施設または､ 

各地区市民センターで 
◎四日市市文化協会会員の皆様には､ 

ご招待プレゼント(お楽しみ抽選券付き) 
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四日市市文化協会
部門内容一覧表

J.文　芸(俳句･短歌･川柳･散文･評論など)

2.美術Ⅰ (絵画･書道･写真･映像･グラフィックデザ

インなど)

3.美術ⅠⅠ (彫塑･工芸･スペースデザインなど)

4.邦　楽(琴曲･三絃･尺八･吟剣･剣詩舞･民謡･長

唄･端唄･小唄･大正琴･現代三味線など)

5.洋楽Ⅰ (合唱･声楽･オペラなど)

6.洋楽ⅠⅠ (吹奏楽･軽音楽･民族音楽など)

7.洋楽ⅠⅠⅠ (器楽･管弦楽･リトミックなど)

8.演　劇(現代演劇･ミュージカル･ニューウェイブなど)

9.舞踊Ⅰ (日本舞踊)

10.舞踊ⅠⅠ (創作舞踊･民謡おどりなど)

ll.舞踊ⅠIl (洋舞･バレエ･民族舞踊など)

12.生活文化Ⅰ (茶道･煎茶･盆石･華道･香道など)

J3.生活文化II (盆栽･菊花･山野草･園芸･水石･フラ

ワーデザインなど)

14.歴史文化(郷土史研究･文化財保存など)

15.伝統文化(能楽･狂言･雅楽･浄瑠璃など)

16.趣味教養(囲碁･将棋･カード･人形･着付け･料理･

芸術鑑賞など)

17.自　然(天文･地質･動物･植物･都市環境など)

18.文化交流(国内外交流･ボランティア･太鼓･社交ダ

ンス･フォークダンス･レクリエーション

など)

19.芸能(歌謡･落語･演芸など)

20.その他

このページのスポンサーは､石田胃腸科病院ですo

77

(法人会員)
大宗建設㈱オリンピアスポーツクラブ北勢インフォメーションサービス㈱武田薬品工業㈱四日市中日文化センター平成薬品㈱グリル四日市

(個人会員)
小井　道夫田中　　武中川　正春日置　記平前田　衡延

毛古中永田
利川　島　田　中

彰錠隆正俊
男子平　巳行

日本トランスシティ㈱㈲水九印刷所㈱中部近鉄百貨店中北薬品㈱船橋薬品㈱㈱松坂屋四日市店㈱八神製作所東海出版㈲㈱シーシーワーク㈱cTY㈲岡田文化財団昭和薬品㈱イング㈱

私たちのサポーター/

順不同､敬称略

●年会費
正会員(個人) 3,000円

正会員(団体)会許は構成人数により異なり

ます｡

構成人員
2--10-･　　　--3.000+ (@200×登録名)

ll-20･--　　　=-･4.000十(@200×登録名)

21-30-･　　･-･5,000+ (@200×登録名)

31-50････　　　--6,000+ (@200×登録名)

51-100 ･.　　　-･･8.000十(Ca200×登録名)

101-i,000 -　･･10,000十(@200×登録名)

※但し､当分の間､年会群の韻高額は､ 50,000

円とする｡又､中学生以下は免除する｡

賛助会員(個人)一口5,000円

賛助会員(法人)一口10,000円

暮らしの文化から芸術まで幅広い分野の仲間がいます｡(入会方法)●入会申込書にご記入の上'事

務局までお送り下さい｡

●団体の場合は'登録リストま

たは､貴会の名簿を､入会申込書に添えて下さい｡ 四円市市文化協会

入会のご案内

会員の皆様からの原稿をお待
ちしています｡文芸､歴史､ご提言､情報のほか､写真､イラストなどもお寄せ下さい｡

〔お願い〕
※プレゼント･チケットにご協力-ど

さい(何枚でも結構です)｡障害者を抱えた方々と'日々ボランティアとして介助をして-ださっている方々をご一緒にご招待したいのです｡ぜひチケットを事務局までご送付ください｡

●原稿募集

●誌名のパッションは､燃える

ような〟情熱″の意味です｡

四日市市昌栄町2 1のI 0TEL･FAX0593(5 1)3729

●発　行●編　集●発行人●発行所

平成8年7月2 7日情報誌編集委員会石田克久四日市市文化協会

パッション　第6号


