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-出会いと感動を求めて-

四日市而文化協会qg?



新年おめでとうございます｡
｢変革への決断｣とか｢チェンジにチャレンジ｣とかが

相言葉のようにして新しい年の幕が開かれました｡橋本首相は行政改革を最優先課題に取り上げ､アメリカは史上初､鉄の女性国務長官を登用して変革への強い意欲を示してきました｡ヨーロッパや其他の国々にも夫々同様変化の始動が報じられています｡四日市市もこの度二〇年振りに新市長を選出し､市制百周年を契機として二一世紀を視野に入れた新しい政策路線への転換が試みられようとしています｡

ここにおいて四日市市文化協会も'この現実環境を直
視して適宜適切な対応をしないわけにはまいりません｡協会は設立以来三年間試行錯誤を経乍らも漸-システムの確立に近づいて参りました｡その経験と実績は貴重ですが､今後更なる発展を期するためには'その良き所､基本は何処迄もよ-尊重し'新しい事業路線の開発には

衆知を集めて深重な検討を加えた上で積極的前向きに取り組むことが大切と思います｡協会設立の原点に鑑みれば未対処の課題が尚幾多残されています｡文化祭をより充実せしめるためT層努力することに加えて､規約に明記されている未着手の諸事業の実施に熱意を以て手を着けるべきときが来ているのではないかと思います｡その点､幸い昨年来幾つかの提案がなされています｡この際何とか立派に育成したいものです｡唯､実施にあたっては諸種別途の困難が派生して-るものと思われますが｢多-のことは､それ自体では不可能に見える'だが視点を変えるだけで可能事になるのだ｣と或る古人が言っています｡我々もそれに倣って､ちょっと見方を変えてチャレンジしようではありませんか｡吃度案ずるより生むが易いのではないかと思います｡か-して今年は今までにな-有意義で且つ躍進の年であって欲しいものと切に祈念し新年の挨拶と致します｡



ジャンルを超えた願い
石松(司会)　四日市市民文化祭は､毎年五月から始まって翌年三月まで'およそ一年間それぞれの部門の方たちが参加して繰り広げられています｡

今日は､その実行委員の方たちの中から四名の方々に集まっていただき､オープニング･フェスティバルを中心に､文化祭の裏方だからこそ感じたことや､見えはじめてきたことなどを､卒直に語り合っていただきたいと思います｡

まず､実行委員長の高島さ
んからお伺いしましょう｡高島　-　僕のポジションは､舞台の袖で大道具や小道具を出し入れする黒子役でした｡それにステージで使う竹の切り出しには半日かかりました｡いろいろ大変でしたが､皆さ

んのお陰で観客数は前年を大幅に上回りました｡とても嬉しいことです｡石松　-　赤堀さんは'今年は出演されなかったんですね｡赤堀　-　ええ､受付です｡今年は実行委員会で企画したスタンプラリーがあり'抽選会

や景品渡しなど初めての試みで大忙しでした｡開場前から長い列ができるほどでフロアは大賑わいでしたよ｡私も気持ちが浮き立つほどで､今年は舞台には立ちませんでしたが､そうした賑わいを肌で感じることができて十分満足しています｡石松　-　写真担当の広田さんはどうでしたか｡広田　-　これまでは展示で参加してましたが､カメラでの記録係りは初めてです｡舞踊にしろ音楽にしろ'実に多-の人たちが裏方で働いておら

れるんですね｡それに出番を待つ出演者の緊張の表情や､三味線などのバチさばきの迫力など､レンズを通して本当によくわかりました｡石松　-　中島さんは構成のほか出演もされて大変でしたね｡

中島　-　ともかく､オープニング･フェスティバルの良さは'異なるジャンルの人たちが約二時間の中で共に競い合いながら一つのものを創り上げてゆく'そして､その中から新しいものを発見したり､学ん

でゆ-という面白さにあります｡いわば､文化の紅白歌合戦なんですね｡非常にやり甲斐のある楽しい時間でした｡特に今年は'照明､音響はもちろん､演出も新進気鋭のプロに依頼｡構成は､内部事情の分かった者が担当しそれぞれの希望や意見をまとめる｡しかし､演出は客観的な視点が欲しいというわけでプロに依頼したわけです｡でも､その効果はあったと思います｡石松　-　舞台裏のスタッフの皆さんの気持も大切ですよね｡中島　-　舞台で演ずる人を大



切にするのは当然ですが､準備段階から裏方をつとめる人たちもまた､とても大事なんです｡赤堀　-　そして'その裏方の仕事を通して舞台が好きになる｡自分もやってみようとか､そういうところまで発展して景品集めに協力して下さったし､また､オープニング･フェスティバルに参加できなかった人たちも景品集めという形で参加して下さったわけです｡これは素晴らしいことです｡出演者や裏方だけでな-'こういう参加方法もあるんです｡広田　-　それにお年寄りや体に障害のある方たちも見に来て下さいました｡会場への誘導などもスムーズに行きましたし'何よりも皆さん､とても楽しそうでした｡高島　-　私は､舞台づくりに各団体の協力が必要なことを

いってほしい｡舞台を愛してもらいたいんですよね｡中島　-　それはもう､ジャンルを超えた願いです｡赤堀　-　たとえば部門の異なる人でもお芝居に参加してみるとか--｡協会には先生たちも演出する人もいろいろなジャンルの人たちがいて見てもらえるわけですからね｡そうなれば楽しいでしょうね｡

お祭りが大好きだから
石松　-　文化祭の呼び物の一つにスタンプラリーや抽選会

が企画されましたね｡いろいろ意見がありましたが､実際にはどんな様子でしたか｡赤堀　-　さっき少しお話しましたが､それはもう大変な賑わいでした｡抽選券の端をハサミで切り続けたため､その担当者の指にはハサミの跡が-つきり｡客席だけでなくロビーもお祭り騒ぎでしたよ｡中島　-　景品がないと人を集められないのか'という意見もありましたが'それはそれでもっともです｡しかし､いざ企画を実行してみると､出演者や協会の多-の人たちが
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痛感しました｡オープニング･フェスティバルは､それぞれ異なるジャンルが集まって一つのステージを築いてゆ-わけです｡1見バラバラのよう

だけど､どこかでつながっているものがある｡ゴチャゴチャしていて､まるで″寄せ鍋ステージ″　かもしれません｡しかしそこがいいところだと思います｡毎年毎年目ざすものに近づけていきたいですね｡中島　-　舞台の中央にデンと置かれた獅子頭｡あれは祭りの雰囲気を盛り上げるための演出の1　つでしたが､オープニング･フェスティバルそのものが'日本のお祭りです｡赤堀1私たちは､そのお祭りが大好きなんですよ｡忙しさに乗っちゃうんです｡その

思い出いろいろ- 
各種発表会.結婚式など⑳r轡 
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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 
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雰囲気で盛り上がっていって､そして感激するんです｡

ともに燃える難しさ

赤堀　-　でも'裏方をさせていただいて気付いたのですが'表と裏が1体になって感じることの難しさです｡どうしても出演者は､自分たちだけで燃えがちです｡ステージに気持を集中させて思う存分に演じてもらいたい｡そのために裏方は1生懸命なのですから､私たちを置き去りにしないでもらいたい｡そんなことをしトリー制だったのですが､すべてエントリー作品だけで構成できなかったのも事実です｡エントリー制ですから誰でも参加資格があるのですが'構成の過程で､舞台上に不足する部分の穴うめを､い-つかのグループにお願いしました｡でも､多忙な方々ばかりで､とても苦労しました｡

高畠忠彦さん

赤堀つる琴さん

みじみ感じました｡中島1私も同感です｡そうでないとオープニング･フェスティバルを仕掛けた意味がない｡自分の出番が終わったらそれで満足､というパターンは案外多いですよ｡公演というのは'企画から始まってチケット売りなど様ざまな準備があり'練習もある｡そう

して当日を迎え､後片づけをする｡それから打ち上げ､反省会をやる｡つまり､企画から後片づけまでが一つの流れなんです｡なのに出番がすんだらそれでおしまい'では寂しいですよね｡赤堀1舞台をもっと大切にしてもらいたいですね｡中島1それに､今年はエン

石松　延さん

デジタルで高品質､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｡ロ｡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･丁寧をモットーにライン化を図って品質管理･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｡

〒510三重県四日市市富士町1番147号
TELく0593)32-6600　FAXく0593)32-6688合資会社水九印刷所

広田五夫さん

高島　-　それにしても､自分たちの分野と違うものの中に学ぶものは多いと思いますよ｡それぞれ異ったジャンルの人たちが文化祭を創る｡それが相乗効果となっていいものが出て-る｡それが狙いです｡中島　-　広田さんのように'写真を撮りながら舞台に関わる､そういうことが大切です｡

文化協会の人たちがそれぞれの立場で一つの祭りを創り上げてゆくことこそが'いちばん大切なことだと思います｡みんなで何を創り上げるか広田　-　楽屋に入って写真を撮るとき､なかなか許可していただけないこともあります｡

中島　-さん

石井アカデミー.ド.バレエ 
教帥イ_川二~iJ:.八万1-)T-昭十 

オ_1-.井亨石井41,-.希子 

精一ll丁場17_L1日p｢rrrhJ利1/1-三町人宗ビル4F 

rTLll∃~rhJ'rr1-松本ときわ文化センター 

P_L日日lJJ-[=fi一番街小H文化センタ- 

津市センターパレスr=IIFl文化センター 

鈴鹿市臼イ-スイミングスクール 

※成人初心者クラス新設(日曜)TEL.FAX(0593)52-9058 
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みんな忙しいですからね｡それにカメラが入ることを十分知らされてな-て'｢おじさん､どいて/.｣　なんて叱られたりしてね(笑)｡そんなに邪魔になるようなところに居たわけではないんですが'変なマニアと間違われたのかもしれません｡

それに撮影をしていて気づ

いたのですが､舞台の裏方さんの人手が足りなかったですよね｡私もじっとしておれず手伝ったりしましたが､裏方専門の人があと四㌧　五人はほしいですね｡大事ですよね｡終了後の懇親会にしても'表方と裏方の打ち上げ的な性格を強めた方がよかったのかもしれませんね｡
これで

完成したわけじゃない

石松　-　最後に､皆さん11111Eずつお聞かせ下さい｡広田　-　初めて参加させていただいて､裏方というのは大変だなあ､と思いました｡当日だけでな-､何日も会合を重ねたりするわけですから｡赤堀　-　それでも結果が良ければ幸いこともすべていい方

♂

赤堀　-　だから'出演者も裏方も1　つになって､ということが大事なんですよ｡中島　-　文化祭のテーマは､
｢みんなで創ろう楽しい集い｣

ですからね｡

ところで｢みんなで創ろう｣

まではいいんですが　｢楽しい

集い｣となると､テーマが少しボケてしまうかもしれませんね｡オープニングフェスティバルについて言えば異ジャンルの芸術をクロスオーバーさせること'それに創造の二つの課題があります｡皆さんの努力によって'その目標はある程度達成できたのではと思っていますが'確かに漠然としたテーマで皆んなが果たして同じ認識をもっていたかどうか--高島　-　結果的に良かった､ではな-目には見えない､そこに隠れているものの価値が

むj嘉,tlTB#-2377Jz,ggtm5--gjr 
結婚披露宴､パーティー､学校演奏会､各種イベントの ��

演奏を象りますoお気軽にお電話下さいo 

四日市恐く0593〉52-9645.東京℡く0424〉66-2928 

田辺音楽事務所 

に解釈できる｡今回は大変忙し-て'不行き届きもあったかもわかりませんが､結果は笑って話せる状況です｡高島　-　いろんな団体が出演したり参加して'そうした中から味が出て-る｡これで完成したわけではないし'来年はまた違った味つけで'レベルアップさせるため努力をしたいですね｡中島　-　そう､みんなが早い段階から燃焼できるような､そんな雰囲気をつ-りたいですね｡みんなが燃えていれば周りから見ていても楽しいで

しょうし､それが文化協会の本当の良さにつながっていくんじゃないでしょうか｡石松　-　まった-同感です｡そういう気持を大切にしてゆきたいものですよね｡

皆さん'ありがとうござい

ました｡(附開閉絹㌍事務局にて)

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--

EVENT PLANNrNG　&　PRODUCE

(Li C.C.WORK c｡.,Lm
〒513鈴鹿市住吉三丁目21番5号

℡く0593〉70-0590

FAX(0593)79-2359
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訪間レポート

真多呂人形に魅せられて

生活文化H　藤井真己代さん

昨年秋'四日市市民文化祭

の生活文化合同展に出品された人形作家の藤井真己代さんを訪問しました｡出品された作品は　｢鶴の恩返し｣をモチーフにした作品で'恩返しをした鶴が今にも飛び立とうとする美しい舞い姿を表現｡妖

艶な玉三郎の舞台に感銘して三年の歳月を掛け制作されたそうです｡

真多呂人形との出会いは少
女時代で､雑誌の裏表紙に載っていた真多呂人形の広告でした｡真己代さんは東京の真多呂人形学院に入門｡その後

小学校の恩師の勧めで教室を開いて二十五年､現在'会員は二十数名おられます｡

真己代さんは型通り制作す

るのではな-､骨格や年齢に合わせた肉付けを工夫しながら削り､練り'研-など--納得のゆ-まで実に細かな作業を続けられてゆ-｡真多呂人形はいわば総合芸術であり'染色､和裁､彫塑を熟知された真己代さんなればこそのわざです｡

作業を続ける真己代さんは､

｢この教室で習ってよかった､
そんな声に励まされてね--｣

四日市市中川原三丁目1番7号 

小魚砺子店装賢 
電話51-0666 

と､まるで少女のように瞳を輝かせて語って下さいました｡

文化協会に入会されたのは､とお尋ねする

と'｢いろいろ分野の異なる方たちとも通じ合えて､とても人形づ-りに役立ちます｣　ときっぱり｡来年の市民文化展で､また素晴らしい作品に会えるのを楽しみにしています｡

(レポーター･石松　延)

パッション歌壇

td　　　■　▲

藤井真己代さんの作品

第四十六回市民文化祭短歌大会
市長賞

雲間より洩るる日差しが杉苗を植ゑゆ-夫の背に届きをり　　　　　　　　　　坂井　敦子

教育委員会賞
離り住む父母には話せぬこと多し文には家族健やかと書-　　　　　　　　森田　則子

議長賞
み墓辺に虫のほそぼそ鳴-さへも母のつぶやく声かと思ふ　　　　　　　　　　飯田トミ子

◆と　き1997年3月16日

PMl :00-4:00

◆ところ　霞ヶ浦オーストラリ

◆料　金　会員400円/一般500円



会頭賞
不慣れなる補聴器調節なせる間に望みの番組なかば終はれり　　　　　　　　萩　ひさゑ

文化協会賞
母の忌を了へし車窓に見はるかす起き伏しまろきふるさとの山　　　　　　　佐々木栄子

中日寅
萩ききょう手折りて飾らむ秋の香を八年臥る夫の枕辺　　　　　　　　　　　多川みち子病める身を忘れんとして魚釣りに出かける夫の後につきゆ-　　　　　　　　佐藤　静江病む夫に疲れは見せずけふも又明るき顔に車椅子押す　　　　　　　　　　　小林　愛子役済みの案山子刈田に焼かれゐて竹爆ずる音

とLよ■U

峡に響す　　　　　　　　　　　水谷　房子

開発の予定地と決まりしわが畑を今日も見て立つ母と並びて

伊達はま子主唾

川柳よっかいち

保地桂水選

入り口の少し汚れて入り易し逆らえば倍にふ-らむ風のツケ衣替え想い出を着る傷を着る愛憎のはぎまで欲が絡み合う立秋をすすきの揺れに教えられ白樺の樹へ打ち明けた旅の恋そよ風は健康運ぶ虹の彩まっ直ぐの雨へ素直に傘をさす

松　大　矢　前　伊　高　吉　小

岡　原　田　津　藤　井　田　河

ま

華　栄　さ　和　多　美　紫　柳

風　子　子　子　恵　恵　水　女

ミュージックカーニバル'97 

■とき:平成9年3月23日(日)18時開演 

■ところ:四日市市文化会館第1ホール 

■入場料:前売り1,200円/高校生以下500円 

慢性の病とつなぐ聴診器さよならを上手に言えた無人駅女ですもの女の影に憧れる顔色が読める倖せ不倖せ棟のある言葉が秋を薙ぎ払う信じ合う夫婦で登る命綱覗かれる方の窓硝子を磨-生命線辿る涙の量感よ峠越え心に沌みるそばの味若い樹よ傷の数だけ勲章に色越せた母の針山捨てきれずキッチンも直して余生まだ長い胸の傷冷凍保存して明日へ信号の赤にすがっている歩巾生きている証を竿に乾してある舞台裏椅麗な嘘が1　つある

八　井　柴　菱　古

木　垣　田　川　川

文子麻子明美和子火砂

矢田　照子坂崎よし子佐野　硯泉横井　絹代石田　寿子内山サカ枝村上美津江田辺　逸子矢田はるみ伊藤　せき瀬古　明子

次のポストへ試されている男達身勝手な人間様にゴミの乱愛を得た梅は程よい色に染み赤ちゃんの笑顔世の中広-する針山に静かにもどす負の時間満月の高さを歩-ことがあるもう一度夢をのせたい夜の汽車手を洗う父の尻尾を放す時夫婦劇だれも拍手はして-れぬ三番手-らいに着けて旗を振る胃カメラは僕の鉢の羅針盤年金も駆り出されての茶摘唄鈍行の旅で拾ってきた昔正直に写る鏡に妻の愚痴空っぽの器らしいよ冴えぬ音やみ-もに打って白けた句読点

島村友紀子一見三枝子
森　よしゑ松林志津江堀　かず美樋口蘇高橋清水酒井榊原矢田坂井

英　延　　繁

男　和　忠　生　仁

加藤　昌長保枝　長英橋爪吉五郎

四日市洋舞フェスカバル 
●とき平成9年2月9日(日)15時開演 

●ところ凶日市市文化会館第1ホール 

●入場料1,000円 



(文化協会主催･後援イベント)
｢吟と舞｣創立1 5周年記念大会

青年劇場公演
｢キッスだけでいいわし

日時　1月1 9日㈲9時3 0分会場　千寿会館三階ホール主催･お問い合わせ先

天洲流吟詠会三重県総本部

圏0593⑳0754

テアトル･エコー公演
｢馬かける男たち｣

日時　3月8日出1 8時1 5分会場　四日市市文化会館

第1ホール

主催･お問い合わせ先
四日市市演劇鑑賞会

園0593⑫0371

日時　1月24日㈱18時15分会場　四日市市文化会館

第1ホール

主催･お問い合わせ先

四日市市演劇鑑賞会

園0593⑳0371

平成9年度評議員会(総会)のご案内9年度の日程は'つぎの通りです｡万障お繰り合わせのうえ､ぜひご参集願います｡※詳細につきましては､後日

ご案内させていただきます｡

◆

日時　4月2 7日㈲1 3時会場　四日市市文化会館

第3ホール

内容　12‥30-13‥00　受付

13‥00～14‥30

評議員会

15‥00～16‥30

文化講演会

講師‥藤本統紀子氏

1 7‥00～　懇親会予定

[享]　　国際文化交流情報　　堅≡
797ア刈彬やIlLウイーウ･払ヴピィ

.と　き:平成9年6月11日(a)～15日(8)

rとこう:カリフォルニア州･ロングビーチ市(四日市而姉妹都市)

p主　催:脚国際親善協会カリフォルニア州政府

D参力□要:実費(20万円～23万円)

■対　象:舞台部門･展示部門

t問い合わせ先:四日市市文化協会事務局交流研修部会　電話51-3729

～みんなで創造ろうたのしい集い/～第4 6回四日市市民文化祭

3/2 3ミュージックカーニバル9 7

-JAzzとPOPSコ

ンサート

第1回市民社交舞踏会

1月から3月のプログラム1　2 6t..(能ジョイント･フェス

･.-fパル
■舞踊･奇術･歌謡と舞

踊

2　1･2日本芸能まつり

■民謡･詩吟･琴曲･尺

八･長唄･剣詩舞･三味線･大正琴など

2/9四日市洋舞フェスティバル

■クラシックバレエ･モ

ダンバレエなど

2/2 2民舞会

■民踊

2/2 3創作舞踊会

■創作舞踊

日時　平成9年3月1 6日㈲

午後1時～4時

会場　霞ケ浦オーストラリア館会費　会員4nO円

一般500円

主催/お問い合わせ先

四日市市文化協会事務局

市制一〇〇周年記念式典大合唱
日時　平成9年8月1日㈱

午前9時30分～12時(予定)

会場　四日市ドーム参加方法

洋楽-の会員を中心に参加団体募集中

参加条件

月1-2回の練習に参加出来る方

お問い合わせ先

四日市市文化協会事務局
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四日市市文化協会
部門内容一覧表

1.文　芸(俳句･短歌･川柳･散文･,-.tl;A.諭など)

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.美術皿(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] (創作舞踊･民謡おどりなど)

ll.舞踊Ⅲ (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)

13.生活文化] (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(どのジャンルにも属さず活動する部門)

胃腸科･消化器科･虻門科･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-PMl :00　PMZ:00-PM7:00

●休診　日/日･祭日･土曜午後

(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㈱日本トランスシティ㈱

(個人会員)
加藤　　栄田中　俊行永田　正巳中島　隆平日置　記平毛利　彰男

中井　道夫田中　　武中川　正春中瀬啓之輔古川　錠子岩名　秀樹

㈲水九印刷所㈱中部近鉄百貨店中北薬品㈱㈱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㈱富士印刷㈱コスモ石油㈱四日市製油所㈲信誠薬品

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)会費は構成人数により異なり

ます｡

構成人員
2-10･.･･　　　　--3,000+(@200×登怠表名)

1l～20････　　　･.･4,000+ (@200×登録名)

21-30･-　　　　-･5,000十(@200×登録名)

31-50-･　　　-･6,000+ (@200×登録名)

51-100 ･.　　　-･･8.000+(@)200×登録名)

101-1,000 -　　　-10.000+(@200×登録名)

※但し､当分の間､年会Frの右妄高額は､ 50,000

円とする｡また､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活動しています｡(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｡ 四日市市文化協会

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〕

戎プレゼント･チケットにご協力-だ

さい(何枚でも結構です)｡障害を抱えた方々と､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-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･FAXo593(5 1)3729

●発　行●編　集●発行人●発行所

平成9年1月2 6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7号


