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‑出会いと感動を求めて‑

/'二心.=j>q穏紹雌Ib.Aくt7‑qTE<･旺俳

痩

四日両市文化協会

き'住むようになってから変わっているように思ったの

だほんとうに変わっていると思ったのです｡こちらで働

カリフォルニアより良いとか悪いとか うのでなく'た

虹欝r一㌢佃
｢四日市から世界へ｣州飢…甥水谷由佳子‑8

映画館は都市文化のバロメーター

訪問レポート

外国人から見た日本'円本の文化

旅と私 テナーサックス奏者田辺信男 ‑ 3

四日市シネマホール支配人杉野健二 ‑ 6

出します｡それは私の故郷の南

わってる｡｣と思ったことを思い

ー'この国って､ほんとうに変

口本に来た頃を振り返ると｢わ
まだほんの7ケ月前､初めて
クリスティン･キング ー ‑

様ない 匂いを楽しんでました｡1週間ずっと一生けん

大入道の出る夏祭りの色とりど の景色､騒音'誘惑する

ちらに来て二日目に四日市の街 雑踏を歩‑機会があり'

は働きものか知れないけど､遊び方も心得ています｡こ

‑の共通の価値観を分け合ってます｡

私の心中に強‑植えつけられてきた｡即ち'日本の人々

は外見だけで東洋の人も西洋の人も､心の奥深くでは多

私の第一印象の一つは何度も 思い出され'益々

四日市 文化協会部門内容三見表 私たちのサポーター

9 7アメリカ･ジャパンウィーク･ロングビーチ

四日市文化団体指導者研修会(まとめ)‑

パッション歌壇 細貝武司選‑

川柳よっかいち 保地桂水選‑

●文 芸

表紙写真 ‑ 広田 五夫

から｡

が好きです｡子供は国の将来を担う人です の若者と仕事をしました｡子供と過ごすの ション課に勤務して'そこでロングビーチ
来日前ロングビーチ市の公園レクリエー

クリスティン･キング(3 5才)
カリフォルニア州･ロングビーチ市出身

斉藤立美 ‑

nTHu

9
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LnHu
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もこの現象が見られます｡

さん達が山車を引‑山に一化けんめいになっているのに

いるのをはると明らかです｡土地のお祭でも地域のお父

まわりを幣え､化粧する手伝いをする為に力を合わせて

様な協力的な態度は川体の上部人々が自分達の職場

され'学校で何年にも亘って益々強‑なるのです｡この

とです｡協同で'団体で共に働‑ことは幼い時期に習得

この社会が力を合わせて一緒に機能しているかとうこ

達の楽しみや､娯楽活動に参加する時には情熱を傾けます｡

てます｡そして一生けんめい長 時間働きます｡でも自分

歩いて ました｡大抵の人々は自分達の仕事に誇りをもっ

は8月の熱さを我慢し､小さな子供を連れ'にこ して

きました｡それまで人を楽しませる機会のなかった人々

をたいりするエネルギーが沢山残っているのに気付

全員が一つになって跳べるようになるまで､お互いをは

る努力の例は､クラス全体が跳ぶ縄びです｡生徒達は

じめてクラスが成功するのです｡又'もう一つの協力す

‑れます｡みんながグループのために一緒協力しては

生徒が競い合うのも､グループで活動することを教えて

い合う時'協力態勢が発揮されます｡合唱コンクールで

めい働 てきた人々が'それでも盆踊りをしたり､太鼓

もう一つ'最も印象深い日本の文化 一面は'いかに

旅と私
テナーサックス奏者(四日市出身)

田辺偉男

否やある種の禁断症状が出て

回の旅のほとぼりが醒めるや

気持ちは募るばかり｡

｢又あそこで旨い酒を飲みた｣

津々浦々まで旅行をしても尚

い｡又この間仕事で日本全国

中｣ の感覚が抜け切っていな

あれば東京に末だ｢長期出張

えてはいるけれど'会社員で

三十数年'東京都下に居を構

今'故郷の四日市 を離れて

海外旅行も全‑同じで､前

すが‑)

大体この歳(五十六才) の

ています｡

学生の作文のタイトルの様で
私は旅行が大好きです｡(小

とし

ふきj#=:,tllBF‑Zf7Jz,ggtm5‑‑54J'
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○
四日市℡く0593〉52‑9645.東京雪空く0424〉66‑2928

田辺音楽事務所
3

日本の人々やその人信念を研究することです｡日本の

んでいます｡私が気に入っている外国に生活する一面は'

を吸収しょうと心掛けて'日本の短い滞在を存分に楽し

とは社会の良き一員になる大人への道を礎いてくれます｡

私は見つけられるだけ伝統'芸術歴史'そして文化

四日市教育委員会指導課四日市英語指導員
●●●●

人々の中に深‑根づいた価値観は私自身のも によ‑似

げます様子を賞賛します｡クラス全体で企画して競うこ

学校では文化祭や運動会などで'生徒が参加して'競

その後四日間､色々なライブ

して来た｡うま‑乗せられて

ト奏者が片目を限って握手を

リンズ在住の有名トランペッ

前東京で知り合ったニューオ

と思いながら中に入ると'以

交渉した覚えもないのになぜ〜

看板があるではないか｡出演

ス･田辺信男･本日出演｣ の

｢東京の有名なテナーサック

お前の出演まであと三十分し

かない｣と急かされ大急ぎで

駆けつけると何とその入口に

ストリートのライブハウスで

空港まで来ており｢バーボン

連絡もしていないのに友人が

提携十周年記念の音楽使節､

国'天津と四日市の友好耶h巾

ねた海外旅行が結構多い｡中

今まで〃酬いことに什小を兼

なるlのである｡

杵外川に.日ソた肌ではないが､

だ‑｣ という一言でなんとか

調整等､大変な思いをしなけ

ればならないが ｢旅行が好き

｢ブロークン･イグリッシュ｣

の酷さ加減'スケジュールの

る訳がな‑'懐具合'自分の

けど

バT<ポートがまっ黒になる

てしまう｡

無意識にスケジュール表を見

アメリカ､カリフォルニア州

もちろん楽に旅行など出来

せ

つぷ

お話がある｡

ャパンウィーク｣ に出演する

会の中島さんとご一緒Lt ｢ジ

市｢ロングビーチ｣ に文化協

も楽しい｡

な‑拡がる｡想像するだけで

たい所も多々あり夢は果てし

もっと見聞きしたいLt行き

の様々な習慣'列車の旅等々､

木の様､動物､土の色'人々

りにあきれ果てる｡

今年六月'四日市の姉妹都

我ながらこの｢音楽馬鹿｣ ぶ

目をこすりながら演奏した｡

ハウスで朝の三時頃まで眠い

日本と異なる気候風土'草

楽しい｡

プニングもそれはそれで結構

気ま な旅のちょっとしたハ

故に遭っていないこともあり､

経験は一度もな‑'大きな事

何回もある｡但し団体旅行の

トを買い求めての貧乏旅行も

シナトラの ｢香港｣公演等｡

演'｢ハワイ｣公演､フランク

歌手の伴奏で ｢メキシコ｣公

ャズフェスティバル｣出演'

シスコ近郊の ｢コンコードジ

ティバル｣出演'サンフラン

の ｢モンタレ‑ジャズフェス

窓から怒鳴る｡

渡ろうとすると車の運転手が

通りが全‑ない所で赤信号で

ところがカリフォルニアの人

視(Jウォークと言うらしい)'

りの歩行者の堂々たる信号無

観光が目的で安売りチケッ

さま

IJと

m……因

いちめん花貴覧鹿国定公園御在所岳

に行こうかと思っていたら'

オータ ) へジャズでも聞き

と一緒に繁華街 (フレンチク

さてホテルに落ち着いて女房

襲来で飛行機のダイヤが目茶

目茶'夜八時頃空港に着き'

ニューオリンズに遊びに行っ

昨年の冬'ルイジアナ州の

石井アカデミー･ド･バレエ
教帥

高山植物がいっぱい

たときも楽しかった｡大寒波

今から楽しみである｡

イT'Jl二ITA.八

イ川‑

J

柿.l.･場IlulT rlillJIFH′l:町

llL日日lJIh松本

無品一芸.BDf7nT3.‑1L㌫
ゆaJbまTEL(0593)92‑2261.FAX(0593)92‑2526
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イT')r‑ IlL'i I

イ川一･北,L希/･
人',jl.=ビル4F

ときわ文化センター

EJLlllIrHJJ'一茶維i lIHl文化センター

津rlJ‑センターパレス.llH文化センター
鈴鹿IIi rll･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

ニューヨークの五番街あた

館が息絶えたら'四日市 の

れる｡そして､もし現在の四

減少して二十万人強と予測さ

場者は三十万人｡今年は更に

夢をふ‑らませたものだ｡

の時も'新しい刺激に酔い'

ドキしながら見た映画｡いつ

一人で見た映画｡恋人とドキ

連れられて見た映画｡そっと

けの場所なんだろうか｡父に

映画館は'ただ映画を見るだ

手軽で安上がりだ｡しかし､

も見られる｡むしろその方が

ビデオでも'家庭のテレビで

しか見られない時代ではない｡

が､バブル経済の破綻から閉

会社が経営する四つの映画館

陸の富山市で地元の古い興行

昨年'四日市の映画館の入

願う｡

もっと敏感になってほしいと

チャー(都市文化)に対して､

マスコミにも'アーバンカル

した｡

一条の光が見えたような気が

れた方々には申し訳ないが､

万で'弥生会館で働いてこら

業者として寂しさを感じる一

その話を聞かされたとき'同

閉館となった｡私は'事前に

三館が'去る二月二十八日に

永い歴史のある弥生会館の

というのは'五年ほど前'北

映画館は都市文化のバロメーター耶市';マ離支;i

が'その一方で'市民にも'

を企画するなど努力を続ける

私たちも､料金サービスデー

れてこそ'町は活性化する｡

プツーデートな言語が発せら

なってしまう｡市民からアッ

たら､新しい刺激のない町に

するだろう｡

ある町へ流れ､三十%は死滅

映画人口の七十%は映画館の

張る四つの映画館の実態や四

行の案内だけで､市内で踏ん

閉館に至る理由とさよなら興

と期待していた｡しかし'記

事として取り上げられたのは'

ンペーンを張っていたからだ｡

ような状況が生まれるのでは'

れながら､‑か月近‑もキャ

館を惜しむ市民の声を取り入

しているにもか わらず'閉

のマスコミは他に五館が存続

館すると決まったとき､地元

いった問題には三百もふれら

目市の映画文化の行方などと

当然､私は四日市でもその

町に劇場や映画館がなかっ

口惜しくてならない｡

き二･i‑.̲ ･?∴守

‑映画館の反応の低さには､

れなのに'わが町から消えゆ

で支えている自負もある｡そ

こそ､低迷の映画文化を必死

が一番大きいのだが､だから

たしかに､映画は映画館で

衰退は､私たち当事者の責任

した｡

れず'正直なところがっかり

もちろん､映画や映画館の

I. I‑I‑e室‑I‑‑I‑‑:‑‑‑#‑笥

l▲.

●･'』≠

書材の店

了阜敵L林蜜

日本アマチュア

将棋連盟

唇465名古屋市名東区朝日ケ丘63

将棋でひとときを
楽しみませんか

TEL(052)776‑l88l

〒510四日市市諏訪町3‑15

FAX(052)776‑l88l

いらかどノレ2F
TEL0593‑54‑0625

担当:西村

7

E7,ノ.アンサンブルLYRA
リラ

大重建設

薬しい音楽をアレンジします.

演奏､講師紹介など
事務局

〒510‑01三重郡楠町本郷1092
TEL.FAX(0593)97‑3522(中島)

〒510ETLl‖■rーJ‑‑rfJ‑赤堀1丁目1番16‑'FI

電話く0593〉52‑8287

53‑2031
FAXく0593〉51‑7795
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する事ばかりだが､気持ちは

かった私達にとってビックリ

ようなコンサートしか知らな

らない｡日本でのお決まりの

のステージが始まるのかわか

と拍手のうずになる｡いつ次

か請をするたびに会場は笑い

かし進行のためではない｡何

司会帯川が登場して‑る｡し

いった｡‑ステージ終わると

も楽しい気持ちで曲は進んで

雰囲気の申'とまどいながら

喜の声､いつもとは幾分違う

一曲ごとに拍手かっ朱､歓

まった｡

びりムードのま 演奏会は始

は､様々なハプニングもあっ

なった｡8日間の旅の途中に

期待よりも不安の多い出発と

んどが海外は初めてという中､

西先生をはじめ'団員のほと

うや‑かなった夢である｡中

年少女合唱団は､初の海外遠

征を行った｡結団訓年目によ

｢四日市から世界へ｣

平成7年3月'四日市 少

訪問レポート.

e:H心市少年 女人=:‑E川水谷由佳子

こういうものではないのか'

笑顔になる｡本来､音楽とは

やまない拍手､団員も自然と

手を‑れた｡一曲ごとになり

時には､みな立ち上がって拍

り付け､せまい舞台で踊った

ディズニーの曲に合わせて振

なっていたのである｡私達が

舞台と客席とがもはや一体と

からでもそれに答えていた｡

声がか ると､ステージの上

ージにあがったが'客席から

人の合唱団とがそれぞれステ

グラの少年少女合唱団と､大

に巻きこまれていた｡コイン

高まり'いつしかそのペース

日間に渡り'2度の演奏会と

インブラ市とアベイロ市で2

なった事と思う｡

の胸に仕舞われ､成長の糧と

の貴重な体験は団員1人1人

観客が前に座りはじめてもリ

では考えられない事である｡

ーサルが長びいたから｡日本

‑珍道中ではあったが'多く

をか‑こともあった｡まさし

た｡ちょっとした事件に冷汗

ってしまった｡理由は'リハ

たが､実際は9時半開浜とな

る｡ただ予定では9時であっ

渡航先は'ポルトガル｡コ

れた者同志が､互いの歌にひ

合わす事すら恥ずかし‑思わ

楽である｡出会った頃は目を

事が出来た｡それは何か､音

経験した事のない感動を得る

い｡なのに､私達は今までに

所だ｡設備も決して良‑はな

いえば市民センターのような

ホールというよりも､日本で

体が自然に盛り上がってい‑0

がお互いをつなぎ､その場全

音楽という一つの共通のもの

然意味などわからない｡でも'

れぞれの国の言葉で歌う｡当

たいしたホールではない｡

1相ll一､!Lti:A̲LlllLlp■Ptd/h:1̲7A̲tlt+lil

と私はこの時強‑感じた｡そ

‑れるのである｡そんなのん

またリハーサルにまで拍手を

ハーサルは続けられ､観客も

演奏会も開演は午後9時であ

全‑違う｡コインブラ市での

く 生活のリズムも日本とは

ふれてみたいと思う｡

かったコインブラ市での事に

交流会を行った｡特に印象深

ポルトガルは日照時間が長

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
四日市市富士町1番147号TEL(0593)32‑6600FAXく0593)32‑6688

鈴鹿市寺家TELO593(86)2477

記さむ

花柄の表紙美し家計簿にさかり過ぎたる生活

面のひきしまる 石村 悦子

■り

髪飾りに生花をつけてス‑チ女史年頭の演説

ゆたふ 森 幸子

春浅き陽射しに光る紺碧の入江にかきの筏た

斉に声をあげる｡力感あふれる歌である｡

るやかにまたはげしさに､会場の人々は1

｢評｣力強い和太鼓のひびさは､ときにゆ

よもす 神田しづ子

和太鼓の力限りの棲さばき緩急ありて会場と

その子供達を見ていて'私は

パッション歌壇

た時､団員1人1人の顔は輝

最後の合同ステージをむかえ

後にはしっかりと結ばれた｡

しずつのびてきた何かが'時

間の経過と共に長‑なり､最

も必ず返して‑れる｡

それを伝える事により'相手

好きか'どれほど歌が好きか､

題ではない｡どれほど音楽が

なっていた｡上手､下手等問

表現し合う事が出きるように

り合い､体いっぱいで喜びを

きつけられ､いつしか手を取

ルトガルの人々｡あの人達の

倍にもふ‑らませて‑れたポ

そしてその夢を何倍にも何十

こ までやってきた子供達｡

過去の団員達の夢を背負って

うや‑実現された長年の夢｡

団の2 0年の歴史があって､よ

色々な想いがよぎった｡合唱

ている｡

ると今からとても楽しみにし

わり'また違った経験が出来

出かけることになっている｡

オーストラリアのシドニーへ

ステージと共に互いから少

細貝武司選

加藤 正子

き､喜びに満ちあふれていた｡

得られる事がうれしい｡

今春､二度目の海外遠征で

も変えられない貴重な体験を

しかし'それ以上に何ものに

外へ行‑事は容易ではない｡

事はない｡

笑顔は二年たった今も消える

何十人もの団員をつれて海

たつき

うらは な応えで冬をやりすご 菱川 麻子

夢買いに行ったわ しに背を向けて坂崎よし子

まだゆめ追ふ 松浦うた子

夢を見し青春去りて半世紀うたか なれどい

せばにっこり笑ふ 亀井 千夕

鍵っ子のいつも淋しげな幼子にコスモ 持た

川柳よっかいち 保地桂水選

癌は進みぬ 安藤 晴江

美しい顔のま にて生きたしの願ひはむなし

は風邪をひきたり 堀 典

節分を過ぐればタイツはかないと言ひし女孫

とそっと手に掘る 赤井 重規

積む雪の屋根より落ちて埋もれし枝折らさじ

しかむ 早川 初代

娘の嫁ぐ神社に使ふ楽人の笠を温めて音色た

こ

前回とはメンバーも少し変

平成9年度四日市市民文化祭

総合フェスティバル

WHAT'SNEXT?
無限人のr.T能作を秘めて‑飛PJL三. aJ監薫プ株式会社

●日時/11月9日旧)午後1時30分

小さな箱に夢を詰めて

フランス葉子

エトワール

●場所/四日市市文化会館
第1ホール

各種発表会.績婚式など⑳!鬱
i

‑や瑠

ビデオ.写真.CDセコ

描Fi:,

〒510四日市市北町5‑12
〒510三重県四日市市高砂町3番2号
TELO593‑53‑831川匂FAXO593‑53‑1270
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思い出いろいろ‑

℡く0593〉51‑9928

桑名郡多度町香取21

℡(0594)48‑3248

お話も伺った｡

ほか､参加者の活発な意見交換や市教委松本文化課長の

られる文化のリーダとは｣の演題で基調講演があった

で行なわれた｡

県文化館次長である谷口忠孝氏を講師に迎え'｢今求め

名が参加して'四日市 文化団体指導者研修会が湯の山

研修会は㈲三重県文化振興財団舞台企画指導監兼三重

行目氏の講演要旨は以卜の通り｡

文化団体指導者

去る三月一日･二 と市内文化団体の代表者ら二十一

四日市市

不整脈いのちひとつを曇らせる

手を洗う春と捉手をするために

深呼吸でっかい話まだ続‑

涙もろい父に演歌が合っている

行き詰まる夢の重さよ無の時間

煩悩があるから酒がまず‑ない

拝むかしの思い出積んで日向ぽこ

落ち椿なげさの人を置き去りに

坂井 兵

加藤 H=良

森 繁生

吉川 文子

伊藤 せき

耳底を出てゆかぬさ やきのコント石出 寿子

偽善者の靴で火も水も恐い

掌を返すと広い母の海

生命線 伸びて期待と不安など

生返事拒否する心あからさま

時差出勤ゆっ‑り読書でもしよう

ポカポカの部屋で一人のHが長い

小河 柳女 堀 かず美

伊藤 多恵

矢凹はるみ

内山サカ枝

田辺 逸子

森 よしゑ

け､鮮やかに､日毎に朱を増して来たポス

びていた思い､作者のあた い心の語りか

｢評｣中七､座五に長い冬から､春を待ち詫

煙草買う春のポストは赤でした 酒井 英男

その外の事で尻尾が揺れている 高橋 忠

樺L九つ冬の心を真っ二つ

研修会(まとめ)

清水 延和 樋口 仁 橋爪吉五郎

トは‥ ‥春の彩である｡

文化活動家が住民に教え

住民はより文化人となる｡

を育てることによって'

らない｡つまり'芸術家

を育てる人でなければな

にする為には'良き芸術

ある｡住民をより文化人

住んでいる人たちの為に

る｡

文化行政は文化団体の為にあるのではなく'その街に

して'より住民を文化的にするのが｢文化活動家｣であ

文化都市であり'その住民こそが｢文化人｣である｡そ

が観客･鑑賞者である｡このような住民が多くいる街が

動を人々に与えているものをいう｡その感動を受ける人々

｢芸術｣とは､自然を意識的につ‑りかえ'美という感

■‑■■l■■

市制1 00周年記念市民文化祭
やっぱり四日市が好き/ ▼▼▼
つ<
̀97みんなで創造ろう

はない｡

回

三豊≡∃

べきであって'発表会等の催事に行政が助成するもので

を育てることであり'行政と文化団体の役割分担をなす

るかをはっきりと考えるべきである｡

ら､文化団体は四日市の産業にどのように貢献してい

文化を起こす とは産業を起こすのと同じであることか

も入れる文化団体にすることが大切である｡

家) がある｡その為には､門戸は広‑あるべきで､誰で

又､文化施設によって街が発展しなければなら いし､

今後'文化団体がやらなければなら いことは芸術家

ていく｡

を育てることによって'四日市 はより文化都市になっ

誤った認識である｡私たち文化活動家が意識的に芸術家

を上げると もに'芸術家を育て いって欲しい｡

の活動を広‑pRすることが第一で'自分たちのレベル

ることによって､住民は文化的になると思っているのは'

全ての住民を文化的にする為に'文化団体 (文化活動

'977刈カジャパンウイーウ･ rZWピーf
■と

き:平成9年6月11日〜15田

■ところ:カリフォルニア州･ロングビーチ市(四日市市姉妹都市)
■主

すので､あまり時間はありま

市 制lLE7周年の年でもありま

催: (郷国際親善協会カリフォルニア州政府

たLt 今年は記念すべきE:H

ら国際交流に興味がありまし

H一巾 文化協会では'以前か

れるということなのです｡M

今年はロングビーチ市で行わ

れているジャパンウィークが

米国の地方都市で毎年開催さ

画で'日本文化を紹介する為'

いてみますと､日本旅行の企

の話が出てきました｡よく聞

アメリカ'ジャパンウィーク

でしょうか'どこからか急に'

今年の2月の理事会でした

オニールロングビーチ市長

束して下さった'ビバリー･

会議長､祭典への出席を約

上哲夫市長､小林博次市議

おいでになっていました井

で公演が行われました｡

制百周年祭典のアピールに
最後には'八月一日の市

て'次のようなプログラム

で ″四日市ナイト″ と題し

ビーチを訪れました｡市内にありますセンターシアター

ができました｡六月十日から十七日までの日程でロング

公演をすることにまとまりました｡

石田克久理事長を団長として'二十八名の文化使節団

せんでしたが'出演者を募って文化使節団を作り'海外

を大事にして頑張ってやって下さい｡

を構成する人を疲れさせないようにすることなので､人

プが必要である｡

を揃えているか｡それと同時に'大切なことは文化団体
自分たちの団体を見て'考えて欲しい｡このうち幾つ

⑨プロデューサー‑組織をまとめてアピールする人

②トレーナ1‑人を育てる人

①プレイヤー‑芸術家

最後に､組織を継続させてい‑ためには'三つのタイ

文化団体が住民の指示を得られるようにするには'そ

JAPAN WEEK
プログラム
(よっかいちアワー進行案)
『テーマ:日本文化へのお誘い
MC

テーマ

入場

M‑1さくらさくら(バント)

MC

目米代表あいさつ
MC

かぐらめん

日本舞踊

M‑2

神楽面(テープ)

M‑3

浜辺の歌(ピアノ)

M‑4

九十九里浜(ピアノ)

M‑5

花かがり(テープ)

M‑6

さくら音頭(テープ)

MC

はまベ

独唱
(sE波にかぶせて)

くじゅうくりはま

MC

日本舞踊
創作舞踊
MC

コーラス

(Withバンド)

M‑7

ねむの花(ピアノ)

M‑8

わすれな草(ピアノ)

M‑9

ラブ

ミ‑

テンダー(バンド)

MLl

テナー演奏

M‑10

サニーサイド

オブザ

ストリート

すずかまごうた

M‑11鈴鹿馬子唄
コーラス

M‑12ディズニー

バンド演奏

M‑13上を向いて歩こう

MC

llL‑よっ

参加者全日

か

メドレー

し'ち

M‑14大四日市まつり音頭

1/le

フィナーレ

M‑15

さくらさくら(ハント)

■出演団体(順不同)
●日本舞踊･創作舞踊(6)
にしかわLF'ヾ/)ね

′)わ]+

Jlず

ほ

か

f>

わ/J･

西川章恒と恒美会､瑞穂華那若
●独唱とコーラス(5)
さいとう/̲′ノみ

斤藤宣美と女声コーラスあぼろんの会
●バンド演奏(12)
′,,Jj･L t;王しめ

中島‑とサンセットポップスオーケストラ‑
{ー′㌧ ､レ)" 1,

●テナーサックス演奏

tH辺信リl

IL一｡､｡､｡.1｡､｡.〜‑は｡.1…｡､､.L一..､｡､｡一｡､｡.i.t一｡t一｡､｡.1｡.I.L､.､一.､､､一三
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四日市市文化協会

日本トランスシティ㈱

平成薬品㈱ 四日市中日文化センター 武田薬品工業㈱

北勢インフォメーションサービス㈱ オリンピアスポーツクラブ

大宗建設㈱

(法人会員)

毛利 彰男 日置 記平 中島 隆平 永田 正巳 田中 俊行 加藤 栄

(個人会員)

私たちのサポーター↑

部門内容一覧表

生

1.文

芸(俳句･短歌･川柳･散文･評論など)

創
造

き
る
歓
び

の

を

5.洋楽Ⅰ (合唱･声楽･オペラなど)

深

6.洋楽] (吹奏楽･軽音楽･民族音楽など)

ア

岩名 秀樹 古川 錠子 中瀬啓之輔 中川 正春 田中 武 中井 道夫

2.美術I (絵画･書道･写,rri･･映像･グラフィックデザ

インなど)

3.美術] (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)

㈲信誠薬品 コスモ石油㈱四日市製油所 富士印刷㈱ イング㈱ 昭和薬品㈱ 柳岡田文化財団 ㈱cTY ㈱シーシーワーク 東海出版㈲ ㈱八神製作所 ㈱松坂屋四日市店 中北薬品㈱ ㈱中部近鉄百貨店 水九印刷㈱

7.洋楽Ⅲ (器楽･管弦楽･りトミックなど)

要望

ヽ

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)

ブ

10.舞踊Ⅲ (創作舞踊･民謡おどりなど)

ナレ

ll.舞踊Ⅲ (子羊舞･バレエ･民族舞踊など)

○

順不同､敬称略

12.生活文化Ⅰ (茶道･煎茶･盆石･華道･香道など)
13.生活文化Ⅲ (盆栽･菊花･山野草･園芸･水h‑･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･

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

込書に添えて下さい｡ たは､貴会の名簿を､入会申

務局までお送り下さい｡

正会員(団体)会許は構成人数により異なり

川‖小心文化協会

ンス･フォークダンス･レクリエーション

など)

入会のF. )案内

構成人員
2 ‑1()日

.･13,000+ (Co120日>脊録名)

ll‑20‑.･

･ 4.000+ (Ca･2()()×今録名)

21′‑30･‑

19.芸

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

●団体の場合は､登録リストま

正会員(個人) 3,0川)円
ます｡

芸術鑑'Ldi'など)

17.自

●年会費

31‑5日･

･.･･5.000十((n200×発録名)
･‑6.000+ (Co200×常緑名)

51‑1()O

.･‑ti.0001 ((02日)×発録名)

101‑1,000

･･lf),0()0十((｡200×常緑名)

※但し､当分の間､年会野の占妄高額は､ 50.00()

能(歌謡･落語･演芸など)

20.その他(どのジャンルにも拭きず活動する部門)

円とする｡又､中学生以下は免除する｡
賛助会員(個人) ‑｢15,()0(1円
賛助会員(法人) ‑｢11(),()()OPI

※プレゼント･チケットにご協力‑ど

胃腸科･消化器科･旺門科･外科

石田胃腸科病院
院

長

石

田

克

ださい｡ ぜひチケッ‑′ど事務局までご送付く

ご1緒にご招待したいのですo て介助をして‑ださっているi: 々を えた方々と､日々ボランティアとし

さい(何校でも結構です)｡際岩を抱

〔お願い〕

ストなどもお寄せ下さい｡ 提言､情報のほか､写真､イラ

ちしています｡文芸'歴史､ご

●発行所 ●発行人 ●編 集 ●発 行 パッション第8号嘉9号合併号

●誌名のパッションは､燃える

会員の皆様からの原稿をお待

●原稿募集

ような″情熱″の意味です｡
o593(5 1)3729

TEL･FAX 四日市市昌栄町2 1のI 0

四口市市文化協会 石田克久 情報誌編集委員会

平成9年8月3 1日

久

四日市市朝日町ト15(｣R匹旧市駅前)℡く0593)53‑3313㈹
●診療時間/AM9:00‑PMl :00

●休診

PM2:00‑PM7:00

日/日･祭日･土曜午後

編集の都合で今回の発行は合併号となりました｡早くに原稿をいただいた
方々に申し訳ありませんでした｡深くお詫び申し上げます｡

(お詫び)

4銀光/ L'スなどチャータ‑のLI'･予細､ LIT.辛

賛助会長さまの名簿を8年度の.まま掲載してしまいました｡
荘んでお詫び申し上げます｡
9年度の賛助会員さま掘､つぎの皆様方です｡
今後もご支援のほど､よろしくお願い申し上げます｡
く賛助会員〉法人

厨も迅速でT.
*国内･屈原親駄空券のご予JWと発券.
4鉄道･舶･高速ノじスのLIT･予,Wと乗車券､

(順不同､敬称略)

責戯券の発券.

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‑㈱

(令)水九印刷所
㈱中部近鉄盲貸店
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
隙CTY

㈱岡田文化財田
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

ク‑/ボンの発券ができまT.

4炭先でのさまざま臓のLl'予微から､
畜産クー/ボン券の発券もOK.
4お友達やクループでゆった0禁しめる､

アムスクエアの滝の広場で

毎B出発のG'=一交ノL.〟′ツク』

4易経15クループの尿を貞由に嵐封する
『ウインカー9､お店打をさが大好評『符
得ノrツク』も充実｡

4社員粛行､脚行に入京のLg紺行
療治プラン『名辞婁』
I,･'5m ･園内/ rツケージツアーの入京フラ

く賛助会員)個人
加小田 永中 日古毛岩平青石瀬後近浜土市中 藤井中 田川島瀬直川利名田藤 戸藤 口井川森浮島

/′了′

4全国の/fテルおよび旅腰のLT･予JW､療治

各種展示会･発表会をいたしませんか?
アムスクエアはBOの専門店街と松坂屋と都ホ
テルにて構成されている県下有数のショッピン
グセンターです｡その中にある滝の広場(オープ
ンスペース)にて展示会や発表会を行い､多くの
一般の方々にPRいたしませんか｡

詳しくは､下記までお問い合わせ下さい｡

ンドもお節クmL IいたL/こおりまT.
(滝の広場概要)
所在地:四日市市安島ト3‑31

栄道俊武正 隆啓記錠彰秀昭邦都美弥基義教正慎目線
夫行 巳春平之 子男樹義夫 那平祐元馬徳二義

2利用日:毎日〔ただし専門店街の定休日は
除きます〕
使用時間: 10:00‑20:00

料
助.

子

金:無料(企業･商品PRは有料)

広

さ: 240me

設

備:長机5･パイプ椅子70･イーゼル30･

スポットライト10
(こ使用例) ●展示イベント

絵画展､押し花教室

旅先は地球｡

齢≡交旅行株式会社
穐

広 4 〒510四日市市城東町21番18号TELO593‑53‑2488 FAX51‑9113
四日市営業所〒510四E]而市城棄町21番18号TELO59315315911 FAX51‑9113

四田市旅行センター(パティオ近鉄内)

TEL0593‑52‑9218

●ステージイベント
弦楽演奏会､ダンスショー

【問い合わせ先】
アムスクエアオフィス担当/茂木･佐藤
雪空0593‑55‑81 50

