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誌名の『パッション』は､燃えるような"情熱"の意味です｡

特集:わがまちのプロを訪ねて

･室内プール(25mX6レーン)

･ウオータースライダー
･マシーンジム
･エアロビクススタジオ
･室内テニスドーム(3面)
･屋外テニスコート(2両)

･リラックスラウンジ
･露天風呂
･大駐車場(ヨoo台)

会員募集中
元気な四日市が好き〝
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田日市市文化協会

YRK

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com

四日市市末永町8‑33
TELO593‑32‑4848

日市市文化会館にて' 九月二十八日･二十九日の両日'四 祭 (市民文化フェスティバル) は' ろうたのしい集い〜四日市 民文化

受け成功裏に完了しました｡ 催し､今年も参加者より高い評価を みえ県民文化祭とのジョイントを開

第五十二回

第52回〜二〇 二年みんなで創造

第一ホールでは'二十九日第八回 ◎㈱cTYによる実演指導｡等 ◎直売ゾーン 新鮮野菜｡他 ◎屋台ゾーン グリル四日市 ◎特設ステージ 十五団体 ◎展示体験ゾーン 十九団体 ◎ステージゾーン･十一団体

関係者各位に心より敬意を表しま

市民文化フェスティバルを終えて
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★ハーモニカ奏者
★画 家
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四日市 文化協会 理事長 木 村 道 山

★陶芸家
第八回みえ県民文化祭｢民謡･民舞の祭典｣
市民文化フェスティバル
第2ホール(舞台裏話)
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(展示部門)
(記録 担当)
しでも皆さんに喜んで頂ける 『市民

頑張っております｡

『市民の皆さんと共に』 を合言葉に き永年の経験と技術力を駆使して' 限られた予算内で最高のソフトを描

成され参画を見たのが特筆されます｡
この様に'四日市 文化協会は'

今後は本年度の反省を踏まえ'少

自賛して居ります｡

とはこの事をいうのでしょう'自画 思いがしたものです｡ 『準備万端』 命に企画を練る姿には､頭の下がる ね'口に泡して 『い もの』 をと懸

す｡

本年も担当役員を先頭に会合を重

今年は文化サポートグループが結

部門別文化祭
もっと気軽にオーケストラ
芸能セッション

フェスティバル

無窮展
▽文化サポーターになりませんか
▽自主事業新人発信in四日市

･10

第4回 四日市洋舞フェスティバル
日本邦楽まつり

･ ll

パッションひろば｢短歌｣

･12･13

｢蕗のとう短歌会｣
｢朝日短歌会｣
｢中日文化センターうるおい短歌会｣
｢短歌

むつみ会｣

わくわくにんげん‑‑‑･‑
宜しくお願い致します｡

を図る所存であります｡ 文化祭』 にと'総意を結集して前進
どうか､従来通りの御支援の程'

郷土作家顕彰会

公募写真

竹腰

葵･ ･ ･14

清水

正明･ ･ ･15

渡辺

‑範

日置

記平･ ･ ･16

｢世界の港を描く絵画展｣を開く(取材)
企画委員長

一1.

f･‑ゥい

表紙 鈴鹿山系でひときわそびえる鎌ガ岳
元気をもらいたくて

･
(N･Ⅰ)
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カット(美術1)俳画 森 葉穂
写 真(美術1)加藤 武
四日市市文化協会に関するお問い合わせや､入会のお申し込みなどについては､
文化協会事務局‑ご連絡ください｡

(俳画)森

葉穂

〒510‑0057
TEL･FAX

0

四日市市昌栄町21 ‑ 10
5
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3‑5

1‑3

72

｢市民生活課分室｣内
9

開局時間‑火曜日から金曜日までの午後1時‑5時(除く祝祭日)

ーわがまちのプロをたずねて‑
砂漠の縁の世界に変 グツト砂漠) の草原 地 (グルパンチユン 界からジュンガル盆 ン砂漠) の褐色の世 ム盆地 (タクラマカ 山の峠である｡タリ

わるのである｡ハミ

なく分色嶺となる天 界に入る｡分水嶺で を越え､一面緑の世 ハミから､天山山脈 二千kmの行程をいう｡

=

ll

ll

ll

=

=
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り'天山北麓'伊千
天山北路は略蜜 (ハミ) から始ま

｢

嘘に響き渡った新井克輔氏 (ハ‑モ

過ぎた歳月出会いと感動

戦い終わり焦土化した四日市の廃

天山北路を行く

..♂.垂

の方々に登場していただきました｡ のいざないとして先達であるプロ とする若者たち､私たちも感動へ 今､私たちのまちから飛び立とう

EiiE3

私のハーモニカ人生

名古屋芸術大学講師 モダンアート協会会員
汐ふ 川t銀 塊

解れ招伯に
(イリ) までの

1919191919 現505283糾85 在 年年年年年

褐色の世界の
.

̲

̲

新井克輔(ハーモニカ奏者)に師事

全日本ハーモニカコンテスト入賞
P I Hジャパン主催コンテスト入賞

第咽日本ハーモニカ賞受賞
四日市市文化会館にてリサイタル開催

'1‑121こi‑I

日本ハーモニカ芸術協会理事(師範)
同協会中部支部副会長
前日本ハーモニカ連盟理事三重県支部長
KX)黒川農薬商会経営

/
最も幸福な時を送っているように感 する遊牧民や動物たちは'地球上で

した群れの連続である｡そこで生活

うになった｡ れ'やっと外国人の往来が出来るよ

つづく｡点在する包 (パオ)0
羊･牛･馬･ラクダの'のんびり

より入るこの天山北路は最近開放さ

淡いグリーンの平原が地平線まで

なのだ｣ と話されます｡ であるならハーモニカは大衆の楽器 好者の数は多い､俳句が大衆の文学 の文学であり全国津々浦々にその愛 俳句の様なもので俳句もまた'大衆

もしれないが'それは文学における 意味においては音楽の単純化なのか

にしたのがハーモニカ音楽で､ある

く編曲して誰もが楽しく吹けるよう

味を少しも損なうことなく'やさし

哀愁を帯びた音色だった｡ として大人気を博したハーモニカの それは昭和の始め頃大衆楽器の王座 二カプロ奏者) の奏でる銀の横笛'

｢ハーモニカ音楽はその曲 もつ持 新井先生は何時も話されます｡ 五十年の歳月が流れてしまいました｡ 五年の秋でした｡それ以来いつしか 早速新井氏に師事したのは昭和二十

その絶妙な演奏技法に魅了され'

私は最近種々の団体より依頼を受

誓二̲‑喜L藍⊇̲‑i
モンゴル旅の包 おばあさんと子供たちと小生
り､全員車座で中

る｡

多い｡ ル族'カザフ族が 遊牧民は'モンゴ

内に歓待してくれ 子供たち'快く包 人なつっこい目の

主人は上座に座

ホームページ
へのお誘い

じられる｡

この辺りに住む

包に立ち寄る｡

とは思えない｡ い色彩と甘い香りは'この世のもの

の心｡緑した る風景と果物の美し 風景とそこに生きるお らかな人達

低地に移動してゆく｡ にいて九月初旬､家畜と共に暖かい ている｡六'七､八月と夏のみ高地 包の中は実に美しく整理整頓がされ ンで全員歓談｡簡素な生活であるが' 心のストーブを囲む｡バター茶とナ

香りが行きかう人の食欲をそ る｡ 整然と並べられ'美しい彩りと甘い

日本人では想像も出来ない雄大な

街角のバザールでは新鮮な果物が

す｡

い思い出がありま

お楽しみ下さい｡ て気の向くままに モニカを椅麗にし 仕舞ってあるハー 引き出しの片隅に 見ようハーモニカ

名曲には懐かし

楽器なのです｡ 心の中に生き奏でられる素晴らしい
もう一度吹いて

ホームページ編集担当

伊藤洋史
四日市市文化協会はホー
ムぺ‑ジを開いております｡
｢ガイドブック｣もありま

す!気軽な気持ちでホーム
ページへアクセスください｡

今後も皆さんに親しまれ
るホームぺ‑ジを目指して

ゆきます､どしどしご意見
ください!

鍋‑懇望灘

軸翻噌掛取
H14年11月24日(日)四日市市総合会館8F
開場PM1:00/開演PM1:30
入場料¥1000

い｡そしてハーモニカは多くの人の

して'これからの人生を共に歩みた

り孤独に耐えるエネルギーの源泉と

らしい楽器が同行いたします｡

楽器ハーモニカこそが私の分身であ

表現力の豊かな手の平に乗る夢の

にと私の行くところ常に'この可愛

ております｡また野や山にドライブ けて仕事の余暇に'演奏活動を続け

‑わがまちのプロをたずねて‑

‑わがまちのプロをたずねて‑
殊な例を除いて考えられないと言う｡ま 子供が親の仕事を継ぐと言う事はごく特 陶芸家であった｡英国では陶芸家として 二人が特に興味を抱いたのは3組の親子

わろう等と心に決めていた｡ を打った｡彼等にヨーロッパの陶芸を教 妻の配慮と陶芸家としての信念が私の心 生として入学させてくれた｡コックス夫 彼等にお世話になり､又美術学校の聴講 留守中だった息子が､語学終了後数カ月

交流を重ねた｡ 寓古を紹介した｡又今年は5名が参加し JApNフェアーの中で日本の陶芸､ 家8名の作品を送り7名が渡英Lt英国 pOTFESTに2年前初めて寓古陶芸 い縁があったのか'彼の主催する陶芸祭t

リスと共に私の招待に応えて来日した｡

ックスのギャラリーをたま 訪ね'深 英国中部レイク地方'その街でジェフ コ 展する事の幸運を､今特に痛感している｡

ヨーロッパ個夢の現状と商店

ある家族旅行が日英の陶芸家交流へ発

ジェフ コックスは3年前陶芸家の妻ク

来日中彼等に寓古の姿を見てもらった｡

苦陶芸協会副会長を主局

ち作品の題材も動物や人間をテーマとし 躍動的､動物的'能動的である｡すなわ 違い狩猟民族の彼等の作風は'いかにも 無い｡また農耕文化'植物文化の日本と 除けば窯変等とはほど遠い｡火の神など もの｡だから東洋かぶれの一部の作家を 壊れない様に火の力を借りて焼きしめる 己の主張をたまたま土を通して表現し' に日本の陶芸の姿とは異なる｡彼らは自

スである為50 人もの人々が訪れる｡ みの作品を手に入れる年に一度のチャン にとって芸術との触れあいの場であり好 並べる｡POTFESTはその地域の人々 地よいそよ風の中でテントを広げ作品を んだ作家が集まり真夏の緑の芝の上'心

8名の作品を送るよう依頼された｡ 驚く｡最初のpOTFEST参加はこの た親子で作風が全く異なると言う事にも

ーロッパ各地からキャラバンに作品を積 つである｡イギリス国内はもとより ヨ ヨーロッパ各地で催される陶芸祭りの一

出展している陶芸家の作品は'根本的

彼が主催するPOTFESTは'夏､

遅しい体､少し小柄な浮田さんがにこやかに迎えて下さいました｡
仕事場は､伊賀上野にある｢伊賀流忍者博物館｣｡忍者の歴史を講演し､忍者の武
器(本物をどの様に扱って居たかを専門的に見せて居られるという)上野市をは
じめ､武器､歴史家等の力強い強力を得て､継承された伝統芸の技を並外れた鍛錬
の達人芸で､生身の人間がやってる‑これが客の心を捕らえて放さないと｡
月並みですが､この世界に入られたキッカケは
｢中二の時､千葉真一､ブルースリーの影響を受けその後アクションスターを目

指して上京｡師匠の影響を受け数々の大会に優勝｡年末の｢かくし芸大会｣で｢とん
ねるずと中森明菜｣に演技指導をして以来素人扱いされなくなりました｡その後
を痛感する｡ 芸家も逗しくなる必要に迫られている事 を土によって成すがごとく我々日本の陶 達が民族を超え'環境を超え'自己主張 かじっと見ている｡ヨーロッパの陶芸家 家は我々がこの高い壁をどの様に超える 化はもう手伝ってはくれない｡また愛陶 この壁を越えなければならない｡特殊文 かなり容易に歩んできた日本の陶芸家は

意欲が将来の寓古を左右する｡ るだろう｡待つのでは無く出かけて挑む 自分達の水準をより高いステージへ運べ 陶芸を通して異国の文化を研究する事は 英国作家との交流を継続し'市民と共に パ陶芸の現状を知る為'寓古陶芸家達と
今後も四日市寓古焼のpRとヨーロッ

程のものがある｡ 放な発想とそれをまとめる技量は恐れる は全く無い事に気付かされる｡自由で奔 のであり 彼等の技術や感性が鈍い訳で やお花に関わる特殊な世界を言っている る事はジェフも言う｡しかしそれはお茶 等が東洋の､特に日本の陶芸を崇めてい た陶芸文化が特殊なのだろう｡確かに彼

今日本の陶芸は一つの壁を迎えている｡

じさせる｡

むしろ日本に於ける'お茶を中心とし

た作品が中心となり歴史文化の相違を感

フジTVの富田プロデューサーに抜擢され､世に名がでました｣(鎌を扱うことは
日本一)0

ずいぶんお若いですね｡
｢今､内弟子が5人居りますが､鍛錬の仕方も並外れているので一人前になるま

で30年は掛かります!小学生からやらないと‑｣

講演は年中でしょうか?
｢冬季は充実の時ですが､関が原400年祭､再来年は今治城400年祭などに依頼
があり､又TV,映画､それに海外への講演や世界的バレエダンサーの忍者の振付
けも頼まれています｣
｢四日市も歴史文化に力をいれて､四日市の文化を盛り上げて欲しいですね! ｣と｡
瞳の奥に鋭い光を感じながら､それでも温かいお人柄にふれ胸の高鳴りを感じ､
辞しました｡

も手際よく対応できたことが幸いし

ープが多かったこともあり'転換等 て少なく又何回か経験しているグル る｡今回の出演団体は'昨年と比べ フの前向きな協力の賜と感謝してい

終演を迎える事が出来た｡ 行し'大したトラブルも無く無事に 配したもの 思いの外スムーズに進 幕開けとなる｡どうなることかと心 ま 不安を抱えてのぶっ付け本番の
これも､主演者並びに裏方スタッ

来た ｢市民文化フェスティバル｣｡

前日の通しリハーサルも僅ならぬ

今年も慌ただしい中で取り組んで

の取り組みの課題とし検討する必要 的イベントはこれっきりにLt 今後 督を頼まれたが'通り一辺の発表会

たのかもしれない｡

市民文化フェスティバルを終えて

ステージ･ディレクター

有るのではないかと思います｡

を協会側として準備しておく必要が それらを包み込む効果のある風呂敷 なりに意義が有るのかもしれないが' 文化の輪を幅広く広げる事は'それ

が有るのではないでしょうか!

今大会は従来の民謡のみにこだわ

第5 2回四日市 民文化フェスティ

｢民謡･民舞の祭典｣を終えて

〜文化にかおる三重のかぜ〜

第八回みえ県民文化祭

四日市で行われた

第2ホール
ります｡

あげます｡ りいたしま て関係各位に深謝申し 謡･民舞集も大好評で'誌上をお借 もあり'古き良き時代の四日市の民 踊部門'邦楽部門所属の民謡の協力 されました｡その他四文協の創作舞 得て思いがけない楽しい舞台が展開 様に依る民謡メドレー等の御参加を の指揮のもと､都山流尺八楽会の皆

て次年度の企画に取り組み始めてお はこうした自然現象もあるものとし たしましたが､長い文化活動の中で 大会では経験しなかった事に直面い の足にも影響するなど'過去七回の 生し'出演団体の欠場や来場予定者 地方より南勢がひどく土砂災害も発
今大会は天候が不順で'特に伊勢

裏方として､今回三度目の舞台監

協会以外の一般市民に呼びかけ'

たことを心から御礼申し上げます｡ にて盛会の裡に終了させて戴きまし 誠に有り難うございました｡お陰様 には'何かと御協力を賜わりまして 員会はじめ四日市 文化協会の皆様 典｣ に際しまして'四日市 教育委 回みえ県民文化祭 ｢民謡･民舞の祭 バルと共催で'同日実施された第八

四日市 文化協会 長の木村道山氏 菓子屋と若き日の藤堂高虎の講談' かくらぶの谷さんの四日市の名物餅 る民謡的感覚の演奏'みえ･はなし 四日市四郷高校吹奏楽部の皆様によ として一般公募の形を採用し'県立 を考え第一部に四日市ふれあい広場 らず'ジャンルを越えたセッション

おーい裏方さん より

l暫1 実行委員長

t

斎藤敏三

展してゆく事を祈ります｡

って'文化都市四日市が明るく発

おります｡ にも力を入れてゆきたいと考えて

今後多数の出展者のご協力をも

したい｡ また新しい分野の開拓

一日になったようです｡

うな所もあり､今後の研究課題に ブースが狭いせいもあって窮屈そ 多く喜ばしく思われましたが'一
今年は期待にふさわしい作品が

参加を戴き出展者も説明に忙しい の状態で心配しましたが'大勢の 子でしたが'翌日曜日は今にも雨 う事もあり'見学の方が少ない様

一日目は土曜日の午後からと言

藤本秀敏

広範囲に出展がありました｡
芸術'伝統'生活'現代文化と

画風鳳皿 小林秀峯

を得られればと願う｡ 次世代の四日市を担う若者の参加 い知る事ができた｡が･ 今一つ' 交う人々の多さから盛況ぶりを伺 出展させてもらったがそこを行き は'まちかど美術館が特設'私も が印象的だった｡第2ホール前に 満足そうに持ち帰って行かれる姿 を交えながら手を加えてもらって に生けた花を小森秀峯先生に注釈

ら持ち込まれたアートだそうである｡ 見る作品である｡いずれも海外か して居られたが'これは じめて

生花入門教室では'各々自分流

ので御指導の程願いあげます｡ ての自覚のもと'精一杯頑張ります
ーとラッピング&シャドウを出展

今回はじめてブリザードフラワ

画胤鳳且 本郷信輔

私も四日市 文化協会の会員とし

掛けなど) が'山もみじの葉が一枚

(木枯らし､春の突風'猛暑下の水
落葉の頃になると'一年間の苦労

チャリティー出店もあります｡

名品展(特別出品あり)

居ります｡ の発表会は何処にもないと自負して

愛好家による盆栽

うな太鼓･舞踏のジョイント曲7 0曲

す｡

ポピュラーコンサートを企画いたし

っと気軽にオーケストラ』 と題した
今年の第5 2回市民文化祭では'『も

四日市 '鈴鹿市周辺でもこのよ

ぜひ見に来てください‑･

ご一緒に

洋楽Ⅲ部門の四日市交響楽団です｡

やっぱり四日市が好き‑･O

お楽しみください
芸能部門 杉 田軍次

今年は一味違う部門文化祭を
元気一杯楽しい集いにします‑

文化サポーターtZ
なりませんガ‖

るのです｡ でこんな事を何百年も繰り返してい

きません｡ある樹は'小さな鉢の中

に喰われたものへ なかなかうまくい

も待ちわびた季節となりました｡ がします｡盆栽愛好家にとって'最 一枚落ちる度に報われていく様な気

いません｡枝が伸び過ぎたもの'虫

曲を'四日市シンフォニックコーラ

純氏を偲んで'交響曲 ｢四日市｣ 全

6月に逝去された作曲家の故山本直

しかし'機嫌の良い樹はそう沢山

盆栽の展示は'主木と下草で一席

容となっております｡ ストラを充分堪能していただける内

など会場の皆さんと もに'オーケ

す｡

皆さんが良く知っている曲ばかりで フスキーの序曲 ｢18 2年｣ など 楽物語 ｢ピーターと狼｣'チャイコ

又'指揮者体験コーナーも設ける

それに加えて'第一部では'去る

ました｡

曲目は､序曲 ｢天国と地獄｣ や音

｢文化サポーター｣一言でいえば文化
行事のボランティアです｡

四日市市内で行われる文化活動･行
事にボランティアとして参加いただき､

主催者を応援し､活動をしやすくする
役目です｡

四日市市文化協会の一部門として今
年からはじめた活動です｡まだ形にな
るまで至っていません｡構想はまずこ
の活動に興味をもち､意欲をもつ人材
を固め同時に｢サポーター｣を集め､
メンバー登録する｡ ⇒文化協会が取り

の方々に観て頂きたいと思います｡ 員一人づつ一席を楽しみながら市民

せに思います｡

組むまたは応援する行事､活動にサポ

生活文化Ⅱ 02くらぶ

ーターを派遣する‑という段取りです｡

いま､その基礎固めの段階です｡

そして'少しでも緑が増えれば幸

す事が出来ます｡ 思い出'景色'空想を自然以上に現 の飾りとなります｡その中には季節､
今年も機嫌の良い樹を探して､会

曲5 0曲そして奇術コーナーもありま

の歌謡とのジョイント曲7 0曲'歌謡 文化です｡その伝統文化と現代文化

開演致します｡

太鼓･舞踏は神世の昔からの伝統

一日 (日) 第二ホールにて十時より

O
〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇o 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ㌔

〇

〇

私たち芸能部門の発表会は十二月

1 2月1日胤ー｡時〜1 8時

入場無料(協会基金カンパ箱あり)

フェスlTィパル

きたいですね｡ 非とも'多くの方々にご来場いただ 追悼演奏することになりました｡是 スと四日市少年少女合唱団と もに

l云能セッション

今取り組んでいる事項としては､ ｢文

洋楽Ⅲ部門 水谷 達

化宅急便｣事業のスタッフ､四日市出
身の文人などを紹介する｢四日市の先
見たち｣の運営スタッフ､文化協会自
第2ホール

主公演｢ちょっと素敵なオペラの夕べ｣
のスタッフなど､事業をサポートする

仕事に､取り組み中です｡

原 源信

コンサート､出版､イベント活動に
興味をもつ方､ぜひご参加ください!

サポート部会

伊藤洋史

していく所存です｡ えるよう'これからも努力､工夫を が'一人でも多くの方に喜んでもら

います｡

無理ばかり押しっけているわけです ためスタッフ他'関係者の方々には

り上演する者とお客様が一緒に楽し

める時間を作ることにあると思って

ことなく'さらに上質の作品をつく

可能な限り安い入場料に設定した

皆様のご来場をお待ちしています｡

になったと思います｡ て'第3回までは成功と言えるもの 客様もいらっしゃいました) もあっ

o q3瓦Y鼓e 顎訂e蔓…警

極的に自主事業を行う』 という総会
この事業は 『今年から当協会も積

私たちの使命は'これに慢心する

☆出演者

文化協会が取り組む自主事業

第一部 ガラコンサ‑ト

(オペラのアリア)
浅井

舞踏Ⅲ部門 石井 享

聖子

伊藤

暗

榎本

頁美

関

千英加 夏嘉祭

一色

奈美

岩田

千里

笠木

犀遜

新人発信in四日市

西脇久美子
三輪 悦子

松本
山上

ちょっと素敵なオペラの夕べ

第二部 菖歌劇｢こうもり｣
アイゼンシュタイン 稲葉 祐三

ロザリンデ

第2ホール

谷村るい子
馬喝 浩子

アデーレ

田坂

恵子

12/14は)18‥30･15(日)15‥00

山口 光子
プアルケ

碓井

土郎

アルフレード

ー海

活菖

入場料2,500円(前売)

オルロフスキー 伊藤 理絵

｡｡ ｡. I.Y叩脚紳卿｡骨ee.珊柳｡ ｡脚.鴨脚…卵桝桝.桝桝㌔

東川 恭子

て来た先生方の大変多い部門であり

一部門として活躍しておりますが'
半世紀近くに渡り永く地動に活動し 四日市に於ける邦楽の団体としては
経て'今日では四日市 文化協会の 協議会･旧四日市文化連盟の時代を 身であった'旧四日市文化団体連絡 日市 文化協会邦楽部門は'その前

〇〇

〇

日本邦楽まつり

数ある文化団体の中でも'我々四

3月1日地謡〜遥 鮒

お一人でも多い

祭特別企画事業です｡ 振興基金活用事業･四日市 民文化 館開館2 0周年記念事業･三重県文化

(口本邦漉木葉日ソ

ています｡ 楽を愛する各位のご来場をお待ちし

ますので'市民の皆さん､とくに音 奏者ほかスタッフ一同､頑張ってい

ーケストラでお届けします｡ にした有志による特別編成の豪華オ ただきます｡また演奏は地元を中心 版) をダブルキャストで堪能してい

ら全国発進できるように出演者､演

ちなみに本事業は四日市 文化会

うもり｣ (演奏会形式･ハイライト

を披露｡第二部は本格的オペラ ｢こ

さんのご支援を切にお願いします｡ 方針によるものです｡協会加盟の皆

よるオペラのアリアを一人1‑3曲

近い将来､この音楽会を四日市か

内容は､第一部で新人の声楽家に

2日㈲諾〜諾 梢
事業担当 西村邦彦

御声援を!

第2ホール
"書一.'章一.t

いご来場を期待申し上げます｡

します｡ 第二ホールにて精一杯歌い'演奏致

と邦楽二十八団体が二日間に渡り'

る内容があります｡

張っております｡

文化協会員の皆様のお一人でも多

来る十五年三月一日 (土)

今では現代的要素も取り入れ'頑

り'豊かな日本人創造の糧とも言え

日本人が好み喝采した伝統音楽であ 邦楽のメロディーは､最もかつての

って'日本で生まれ'日本で育った

わただしい世相'社会環境の中にあ 踏み状態の感もあります｡昨今のあ 部門に比して'その観客動員数は足 は'や 低調で他の現代音楽'洋楽

ます｡

しかし昨今の音楽関係部門の中で

の方が多かったこと (県外からのお

モダンダンスを愛好する四日市 民 前向きな姿勢がありそれにバレエ'

か｡採算はとれるのだろうか｡ たして､入場者はどのくらいだろう

幸いなことに'参加団体の情熱と

はないし'予算も多くとれない｡は

民文化祭のように'参加団体も多く

当初'全く手探りの状況でした｡県

五年前に始めたこの合同公演は'

〇〇

バラエティにとんだ演目を

用意しています

〇

四日市にあるクラシック'

3月9日㈲1 4時〜1 6時3｡分

モダンバレエの団体が

第4回四日市洋舞フェスティバル

邦楽部門 山路泰洲
三月二日 (日)

入場料二〇〇〇円

〇

〇〇

第1ホール

秋の蝶今日いくたびか庭先にただようは父母のみ魂来ますか 人見百合子

指先に生妻の匂うに思い立ち残暑見舞いを姉に書きたり

短歌 むつみ会

七夕の短冊吹かれくるを読む静かなるお迎えを待つとの墨書

蓮の花咲き乱れたる田の畔に水牛放たれ草を食みおり

崩れたる土砂のにおえる濁流の低きうなりは地鳴りともなう

少年の日 頑なも陰ひそめ職に落付く子に今日は会う

悲しみが俄と吾をつなぐのか若きも座して合掌の日々

八十 過ぎたる姉の手すさびの和紙の花々部屋に飾りぬ子

たかが三段の階を手摺りにすがりつ一歩 と踏みしめてゆく久世 美

幾光年経ていま届く星の光り果てしなき闇の宇宙を思う

中日文化センター｢うるおい短歌会｣

傾きて汚物あふれし引揚船に産声高く男の子 生まれき

誰の投げし紙の芥か水浅き海蔵川に長く漂う

秋じゃがを植えて畑土かむせ終え藁敷くときに日の登り来ぬ 服部小ふさ

残りいるニトロが一錠となりしゆえドライブの誘いに従てはゆけず伊藤すみを

孟蘭盆にうから等の来て独り居の気侭押えて居場所をさがす 小山 たか

ヘリコプターの次々八機飛びゆくを幼子と数える夕焼けのもと下村幸子

夏祭の夕暮れに大太鼓ひびき来て思うは日野の友如何に在すか 伊藤 貞子

孟蘭盆に新しき仏垣の入仏会子等と共々営み終えぬ 小川たみ子

早朝に帰りゆく吾に手を振りていつ迄もいつまでも立ちている母久世 美

南風吹いて汗拭く日もわずか枯れゆくひまわり蝉の声 杉本三江子

やわらかな日差しのなかにパラソルを洗いて干して迎うる九月 長崎 清子

.(ウlhヨンひろば｡

蕗のとう短歌会

指導者 大井 力

高橋てる子

川上輝佐子

堤下 孝一

坂井 敦子

細野 拡子

竹上 温

杉野 静子

竹本 茂

小井 房子

岩谷きぬえ

横綱の怪我せし仁王の形相も程遠し平幕に四つ張いの敗け

土の火照り落ちし夕方庭草を引くに浴衣の少女過ぎゆく

嫁ぎし子糖尿病みて十幾年入院退 繰り返し来ぬ

乗鞍の頂上に火口湖見下ろして再びは来ざらむと深呼吸しぬ子

波しぶく礼文の島 岬鼻帽子をおさえ岩道をゆく

桂林をくだる渦江の悠久の景ながめたし六十八の節目に

自らの命を捨て 報復の連鎖を彼等の神は許すか

子の帰る九月 日藍ふかき空仰ぎつ 布団を干しぬ子

台風のすぎて又蝉鳴きはじめ白雲流れとどめもあらず

無花果をもぎたる軸に乳色の樹液がふつ 沸きて落ちたり

携帯電話の普及せし世にも折々に文交しあう吾に友あり

政官民とめどなく堕ちてゆく国か｢日本沈没｣は小説ならず

水谷 秦子

国府 恒子

村上美津江

人見 賢子

荒木美代子

内山佑甲枝

安達 洋子

水谷久仁子

伊藤 美子

中村南理子

服部あやを

山口 幸三

朝日短歌会

畦の爆ずる音の響ける栗の下昼駒も忘れ篭満たしぬ

子の就職に走り回りて犬の世話おろそかにして病付かせぬ

皆出てゆくとき幼子唯1人戻り来て言う｢食べるものあるの｣

介護資格のわれの証書に喜びを全身に表す善さん春さん

四十年わが夫の墓を守りまL老尼僧去りて草だ々

水光る休耕田に交わらず群る鴨と白虎の位置

寝室の網戸を惑わす真夏の蝉何の前兆かこぞりて騒ぐ

松野 好子

伊藤 光子

伊藤 善子

前田千鶴子

服部ケイ子

平井美保子

丸々 風子

思いでいろいろ‑
各種発表会.結婚式など⑳l笹
一‑‑‑T: ヾ亨

ビデオ･写真･CDセコ
〒511･0102桑名郡多度町香取21

℡(0594)48･3248

えた め'講師の入退場にも支障の 約三百人を文化会館第三ホールに迎

にもか わらず'三重大学生を含む

花が咲きました｡ が参集Lt 次から次へと文芸談義に

歌人･作家など十六人 には県下より一流の詩 を囲んで懇親会｡会場 その夜には大河内先生 村泰次郎関係地巡り) 屋跡や生誕地跡など田

ドセルの商戦に入る頃で'寝て 介されました｡丁度家業のラン

｢文学散歩｣ を実施｡ 河内昭爾先生を迎え､

さて'翌三十一日は生僧の雨模様

前日の八月三十日'

四日市 教育委員会文化課

を持ってみなさいと局の方を紹 月四日に知人からラジオで番組 ブ7‑･8M=Zが開局しました｡その八

郷土作家顕彰会 大盛会裡に終る

FMよっかいち･ボートウェイ
平成十一年九月一日'この日

報 酬
清
(特に四日市 プレイベント

文芸評論家大

水正明

人に巡り会う旅鰍//タケ空毘冨
に過ぎるほどの大盛会でした｡ みの最後の日の半日があっという間

包まれました｡学生にとっては夏休 発言がなされ'会場は熱気と活気で など遠方よりの参加者からも貴重な

のそれぞれの発言のほか大阪･東京

の若き獅子らとその行方I2 6回生

は静けさが一面に｡

よる ｢鈴木泰治｣ の詩4編の紹介で

和み'つづいて読書会･輪の朗読に 河内先生のユーモア溢れる話し方で たちー田村泰次郎を中心に｣ では大

尾西康充 (三重大学)

とコーディネーター･

子 (鈴鹿高校)･清水 治男 (詩人)･岡村洋 ではパネリストの津坂

出るといったシーンもありました｡

なかビジネスには結びつかないです

しかし'記念講演 ｢三重の文学者

最後のシンポジュウム ｢旧制富中

かれたような緊張状態です｡ する都度私の心は'音響板の上に置 お返事はYesかNoですから御依頼 スト依頼を拒否されなかった事です｡ てもし尽くせないのは'番組へのゲ

し上げるかも知れません｡感謝をし

らも'どなたにご迷惑のご1報をさ

した｡今でも進行形ですからこれか

ンタビュー形式でお話をして戴きま

という二十分番組が生まれました｡

ました｡そして ｢人に巡り合う旅｣

かなと行動の一歩を自然に踏み出し

場合はこの心の満足という報酬でし

人が居るでしょう｡まあ'あなたの

す'これは存在する事さえ知らない すが'心の満足という報酬もありま

う心に感動し嬉 くてやってみよう

私をずっと見て 下さったのだとい でないかのためらいより､その方が んでした｡私にその話が可能かそう

ラジオ局が誕生する事さえ知りませ も醒めてもその事で頭がいっぱいで'

今までに九十名余りの方々に'イ

｢あなたのラジオの仕事は､なか

田村泰次郎･鈴木泰治｣

いと思っています｡

｢人は人に巡り合うことから 番組の最後は
というナレーションです｡

南極観測船｢しらせ｣

大切な事が始まります｣

霞ケ浦南港へ来港

渡辺一範さん

に巡り合う旅｣ の旅をさせて戴きた できる方々とかたちはなくても ｢人

お会いできた方々'これからお会い

の中がすっきりしました｡今までに

感じて居たのですが､この会話で胸

ょうね｣ ｢はい･ ｣

これまで'なんとなくおぼろ気に

経済的な見返りを報酬と思っていま 通りの報酬があります｡殆どの人は けているだけです) ｢世の中には二 がスポンサーとして提供代を払い続 ね｣ ｢はい 結びつきません｣ (私

｢世界の港を描く絵画展｣を開く

石井アカデ≡一･ ｢･バレエ

が大事と考え開催にこぎつけま ず次のステップへ結び付ける事 インパクトを一過性で終わらせ 進の輪が広がりましたが'この 施され'国内外へ向けて情報発 百周年を記念して各種事業が実
教

師

稽古場

石井

正人

石井

亨

石井

石井

昭子

｢四日市港は近代開港へ'また

絵を含め30 点余｡ 波切'師崎'‑そして海外の港の 大人たちのは力強く'美しい｡鳥羽' こども達の絵は夢をのせていたり' 日市港｡白い船には大入道が‑

を伺いました｡ 議会議員の日置記平さんにお話

の立つコバルトブルーの海'四

青い空'それに負けじと白波

実行委員のお一人'四日市

亜希子

四日市市相生町大宗ビル4F
四日市市松本 ときわ文化センター
四日市市一番街 中日文化センター
津市センターパレス 中日文化センター

絵画展
企画委員長

鈴鹿市 白子スイミングスクール
※成人初心者クラス新設(土･日曜) TEL･FAX (0593) 52‑9058

日置記平さん

将棋

ライゼイション障害者の参加も｡ ライオンズクラブの協力とハマ 吉氏を企画に迎えたと聞く｡ と話す九十七歳の画伯 杉本健

賑わっていた｡

作者たちの思いを求めて会場は'

きでしたよ｡‑｣

油タンクが見える四日市が好 そして丸いボールのような石

｢ボクはねえ･エントツの高い'

思いを話してくださいました｡ と考えました｡｣と二年間の熱い をアピールする良い機会になる 四日市港の優れたポテンシャル 親しまれる港づくりの一環として'

｢こどもから大人まで住民に

した｡｣

伝統文化の一つ､将棋で楽しみたい人(会)のご相談お応えしますo

当会は､将棋の分野で地域のNPO組織を目指して活動していますo

l事務局lR芸577:qE,吉完讐讐

(取材M)

〒510‑8508四日市市諏訪町7‑17(四日市市市役所北隣り)

TEL.FAXO593(54)0625
☆当協会の歴史部門'石田昇三氏が

☆第1 9号の特集では､プロの方々を
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●発行所
〇五九三 (五一) 三七二九 TEL･FAX 四日市市昌栄町二一Il O 〒五一〇‑〇〇五七

今恒如Jg
本

社/〒515‑2112

‑志郡三雲町

TEL(0598) 56‑2619

四日市本店/〒510‑0086

曽原1 585‑ 10
FAX(0598) 56‑5734

四日市市諏訪栄町3‑3 TEL･FAX(0593)51‑4770
四日市市安島1‑31‑1 TEL(0593)5十4327

グルメ/トク支店/〒510‑0075

近鉄食品店/〒510‑0086

中部近鉄百貨店四日市店内
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四日市市文化協会

文化協会広報部会 木村道山 平成14年日月1 5日
杉田軍次･藤田正明 石井 亨 小林卓司 石松 延 常磐扇舟

再生紙使用

パッション第十九号

しています｡ (延)

皆様からの原稿､ご提言をお待ち せでした｡ だき素晴らしいひと きを得て幸 訪問し'抱えきれない感動をいた

次号でご紹介をさせていただきます｡ を受賞されました｡ 平成14年度の四日市 文化功労賞

《編集後記》

