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害管主石田胃腸科病院
理事長石田克久
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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｡
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PM2 :00.}PM7:00

元気な四日市が好き〝
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四日市市文化協会

YBK

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com

土曜‑AM9:00‑PMl :00

休診

日/日･祭日･土曜午後

料

市出身の瀬木直貴監督が'郷土四日 金賞を受賞したり､昨年度には､四日 宝塚市のミュージカルコンクールで また､一昨年には｢企画集団ミュー｣が' 校生が初代チャンピオンに輝いたり' 第一回｢詩のボクシング｣で市内の高

からです｡ 様々な文化活動を展開しておみえだ 人を輩出Lt現在でも'多くの方々が

りを見ても'記憶に新しいところでは'

ます｡なぜなら'古くより多くの文化 決してそんな名称を冠しないと思い の四日市 の文化状況を知る人は' のまちといわれてきましたが'実際

パッション第20号

四日市 は'かねてより文化不毛

近年の市民の文化活動での活躍ぶ

文化の嶺都と香る町
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文化の町への熱き思い
四日市市長
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哲夫･ ･ ･ 1

わがまちのプロからのメッセージ(pa叶.2)

四日市をつくりたい

金子

登美子さん(ピアニスト･フランスから) ･ ･ ･2

橘

妃呂子さん(シャンソン歌手･東京から) ･ ･ ･3

特集

いま､わがまちの熱きひと

★ 津軽三味線兄弟ユニット
★ 少年少女合唱団の海外交流
★ 全国合吟競吟大会準優勝
りの情熱と自主的な のみなさま一人ひと

ないでしょうか｡

といったところでは 地四日市の面目躍如 毛ならぬ文化振興の

のもたくさんございます｡ 肯き海｣を制作されるなど'顕著なも

新な取り組みをされており'文化不 業では'従来の枠にとらわれない斬 新人発信.m四日市の開催等の新規事 祭との連携'第一回短詩型文学祭や 市民文化フェスティバルと県民文化

市を舞台とした映画｢いずれの森か

文化協会におかれましても'昨年は､

文化はまさに市民

四日市 長 井 上 哲 夫
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舞踊Ⅱ
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いと思っております｡ と香る町四日市をつくってまいりた なさまと連携しながら'文化の嶺郁 いたしたいと考えており'市民のみ
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ョンを策定Lt文化の振興の一助と 興の基本計画としての文化振興ビジ 化振興条例』の制定を受けて文化振

たしましても'昨年の『四日市 ･文 活動によるのでありますが､市とい

◆文化団体指導者研修会
◆自主事業｢ちょっと素敵なオペラの夕べ｣
◆新春の集い
評議員会へのお誘い

●●

･14

･15

部門訪問
｢四日市交響楽団｣を訪ねて

石井

亨･ ･ ･16

私たちのサポーター(賛助会員)
J硝‑i即J

(絵) (水彩画)前田京子

(書)中ロ晴舟

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､
文化協会事務局へご連絡ください｡
〒510‑0057
TEL

･FAX

O

四日市市昌栄町21 ‑ 10
5

9

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)

‑わがまちのプロをたずねて‑
つもシャンソンが流れていました｡又'

つれていってくれました｡そこはい

帰りにジローという喫茶店に友達が

ったからだと思います｡演劇学校の

とても好きになったようです｡

東京にきて身近に聞くことが多くな

れは熱心でした｡その頃唄うことが

三重県代表にもなり音楽の先生はそ

供たちの合唱の練習にあけくれました｡

小学校の高学年はNHKの合唱コン

クールのためクラスから選ばれた子

葉｣は音楽の教科書にもありました｡

のは小学生の頃だったと思います｡｢枯

シャンソンを唄うようになったのは'

シャンソンとのであい

私がはじめてシャンソンを聞いた

ィ椅ガロて丁

られた方も多いと思います｡世界状 ヤーコンサートをテレビでご覧にな

ア‑ノンクールの言葉

今年もウィーンフィルのニューイ

輝く想いをお届けします｡ ご活躍のお二人から'寄せられた 東京から､フランスからプロとして

メッセージ わがまちのプロからの

予.:チ･＼t､
官々ハイ‑レL ロ コ

四日市生まれ｡武蔵野音楽大学を卒
業し渡独｡カールスルーエ国立音楽
大学大学院卒業｡在学中､(財)ロー
タリー国際親善奨学金､ (財)岡田文
化財団助成金を取得J＼‑ドヘレン
アルプにてデビューリサイタル後､
帰国｡テレビ愛知主催『金子登美子
デウユーリサイタル』､日本シュー

マン協会主催のリサイタルなどを
開催｡現在ウィーン在住｡

へ､憧れをこめてかもしれません‑ 0

を好んでうたっています｡遠い｢パリ｣

ら少しはなれた夢のあるシャンソ

お芝居の勉強も必要なのでしょう｡

レットをみて応募しま た｡ふだん

私は明るい唄が好きですが'現実か

四日市でのコンサートは'やはり

巴里で唄っていらっしゃいました｡

同期に年のはなれた女の方がいて銀

シャンソン･コンクールはパンフ

ョックを受けました｡

い演奏に'平和ボケしていた私はシ けない‑｣という彼らの切迫した熱 儀なくされる中'｢今しかピアノが弾 のため(女性も含め)学業の中断を余 勉強したい盛りの若者たちが'兵役 遠くからの地雷の爆発音を聞きました｡

を見'軍の偵察機の低空飛行' た二週間に'初めて防空壕 い教授陣の指導の下過ごし 耕生活共同体)で素晴らし 会に参加しました｡キブツ(農 はイスラエルでの夏季講習 ヤ人の偉大な音楽家らにひかれ'私

そして今私は'ピアニストである

ンクールの｢音楽は世界共通語｡今年 勢の落ちつかない中'指揮者ア‑ノ

ました｡

うスピーチが'演奏と共に心 響き

オーストリアやオランダでの音楽フ

ノン神殿を背景にした野外コンサート' の美しくライトアップされたパルテ 各地で演奏しております｡ギリシャ オランダ人の夫と'主に四手連弾を

も平和が尊重されますように｡｣とい

ドイツ留学時の一九 七年'ユダ

夫のマルテイン･ファン･デン･クックと

を楽しみにしております｡

今後共よろしくお願い申しあげます｡

のですが､いろんな方に聞いて頂き

かわかりませんが'お会いできる日

今度はいつ四日市で唄う事になる

四日市で育ち､声楽を羽根功二に師事.三船プロへ
特待生で入り､NHK｢みんななかよし｣｢真田太平記｣
｢あしたへジャンプ｣にレギュラー出演o
1986年堀内環にシャンソンを師事.1991年シャン

ソンコンクールで金賞を受賞○
現在､日本シャンソン歌手第一人者として活躍さ
れている.

冊o kc ja.C^ /､ bt2,7ZL2/

/餅/んos‑ ,'ク/タダノfJ

でしょうか｡

でてきたから

として自覚が

たのは歌い手

うようになっ

いたい!と思

さる唄をうた

の喜んでくだ たい‑･お客様

ます｡

唄う喜びより苦しみの方が大きい

い出と唄とが重なったりしてしまい

子供の頃すごしたということで'想

から離れられないのです｡ から'世界共通語である音楽 があるからこそ'私はピアノ斡

して感じられる'そんな魅力

の時代に'生身の人間性が楽器を通 右されるのでしょう｡最新技術優先 精神･体つき･生命力･年齢などに左 が不思議です｡出身国･育った環境･

曲でも演奏者によって違いが出るの 音が出る楽器｣と言われますが'同じ

｢ピアノは断の上を猫が歩いても

の大切さを痛感しております｡

って異なる印象にひかれながら平和

に協力する室内楽活動など､国によ

ネシア初のヤングオーケストラ結成

ェスティバル招待演奏の他'インド

特集‑いま､わがまちの熟きひと‑

特集‑いま､わがまちの熟きひと‑
昭和48年愛知県立芸術大学卒
現在 四日市市立川島小学校 教諭
平成8年度 三重県文化奨励賞
(演劇･音楽部門)受賞
四日市少年少女合唱団 指導者
桑名第九記念合唱団
シャンテクレール 指揮者
桑名市民コーラス 指揮者
コーラスまゆ 指揮者

三重郡などから来ています‑ ｣

‑こどもたちを纏めるのは大変 感で'お話を伺いました｡

団員が百名程で'四日市'桑名､

｢今'三歳から二十一歳までの

て二十八年になります‑ ｣

｢四日市少年少女合唱団を創っ 川島小学校にお訪ねしました｡ どんな方かとドキドキしながら

四日市少年少女合唱団
指導者
正行さん｡テノール歌手と聞き'

ラ｣ でこの曲を熱唱された中西

中西

正行さん
若者よ明日を語れ

ート ｢もっと気軽にオーケスト

タクトに引き寄せられた緊張

四日市の明日を夢見よう

昨年'四響ポピュラーコンサ

人を愛し 天を敬い
風と光と土を愛し

交響詩｢四日市｣より

力に気付きつ ありました｡ ましたが'次第に津軽三味線の魅 その頃にもまだまだ抵抗は有り

兄が大学を卒業'家に帰り私の

は十歳の時からずーっと'今も

ピアノ伴奏者の水谷由佳子さん 楽しみですよ‑ ｡我が合唱団の

ん'永井さんなど､これからも

劇団 (四日市) で活躍の斎藤さ

ールで金賞受賞のミュージカル さん'宝塚ミュージカルコンク

｢そうですネ‑女優の水野みき

た人は?

たちの中から歌の方面へ進まれ

‑長年のご活躍ですが'こども

交流は続いています｡｣

国でのコンサートを行い'今も

オーストラリア (日本代表) 韓

｢ポルトガル'中国 (日本代表) れるとお聞きしましたが?

‑海外交流演奏旅行に出掛けら

ば自然に纏まるんです｣

をする喜びが生まれ､唄を通せ

サート活動を行なっていましたが'

に一人残った私は'父と共にコン バンドに打ち込んでいました｡家

のです｡ ているのを知られたくなかった

りの友達や先生に三味線をやっ 他の理由で報告していました｡周

を休まなければならない時等は' 演奏するためにサッカーの試合 の生徒さんと共に発表会などで

小学生のころ'私と兄は父から

｢異年齢の中で'学ぶ事や世話 では?

ルを手にすることができました｡ の部で私は優勝'兄は三位とタイト 津軽三味線大阪大会｣に出場Lt一般

開させたいと思います｡ して全国へ積極的にライブ活動を展

今後は津軽三味線アーティストと
して辞しました

期待し'年末の舞台を楽しみに

日本中へ'世界へはばたけ‑と

いのひと きを想像しながら'

どもたちの'楽しく魅力いっぱ の場へ嬉々として通ってくるこ

います｣

爽やかな熱血先生である｡学び との交流をやっていきたい‑と

合わせて指導していきたいと思 付けながら'子供たちの流れに

ージカルなどステージに変化を 歌に振りを付けてみたり'ミュ が見えて来た様です､ですから

｢今'子供たちはいろんな世界 考えなどをお聞かせください｡ そうですが､ご指導の面でのお

‑毎年､コンサートを開かれる

ら仕方なく練習していました｡父 だと子ども心に抵抗を感じなが 古い楽器でお年寄りのするもの いました｡当時は､三味線なんて 津軽三味線の手ほどきを受けて

兄は大学時代に京都でロック

す｡｣

大切な伴奏者として活躍中で

更なる挑戦は日本中の合唱団

松永 兼治

レベルアップを知り､再度挑戦｡

ました｡ ニットKUNI‑KEN｣を結成し

20 2年には'念願だった｢全国

20 1年に｢津軽三味線兄弟ユ

特集‑いま､わがまちの熟きひと‑
｢ボクが子どもの頃は'市役所周辺 界が知るトンボ博士である｡

ました｡

感謝している昨今であります｡

受賞された石田昇三さんをお訪ねし
このたび'四日市 文化功労賞を

石田さんと言えば日本中'いや世

丈化功労膏重賞祝賀会

に幾多の御指導を賜った事を心より

い数多くの体験をLt 浅学非才の身 や趣味を通じて'様々な人々に出会 で詩吟の教室を開設｡その間､仕事 年が過ぎ'昭和四十年より四日市

㌧..

歓声のるつぼと

十三歳で詩を吟じ始めて吟道五十

トンボ博士の石田昇三さんを訪ねて

澱車影豪傑jJ 鷹影巌ぷ影舟｢

齢雄踏叫 言83: HiTJI I: .:.7.

.

･‑

‑1･一.I

.範影㌢｢ 解離郵難解Ll

化せり武道館

二重(†i̲
た｡

始まりまし うにお話が と流れるよ

したよ‑｣

邦楽 山路 泰洲

何千と居ま ヤマが何百 社にもギン 多く諏訪神 も田んぼが

ハキハキ

切ですねと弾むように話されました｡ 事の好きな子どもが育つ‑÷｣こが大 目がギラ と輝いてくる｡考える

問いかける｡やがて‑子どもたちの 虫の口は左右に開きます｡何で?と

｢私達の口は上下に開きますが'昆 師としてご活躍の事もあると聞く‑

かった‑｣ と｡

一つの謎が解けるのに実に3 0年もか

棲み分けがあることが判明したが' ロスジギンヤンマでギンヤンマとは けることになったという｡ (後にク

問は大きく膨らみ‑トンボを追い続

‑なんでだろう?‑｣ 石田少年の疑 山道神社のひょうたん池だけにいた1

感動と感激は努力の後に来たるもの

｢ちょっと違ったギンヤンマが､海

ンクールである｡ 百名) 文字どおり日本最大の会吟コ

ーム出演者数五十五名'総勢三千六 鋭六十六チームが'覇を競う (一チ

あった｡

の堂々の全国第二位準優勝の快挙で 平成十四年度全国合吟コンクール｣

てのメーン行事である ｢第三十五回 大会 (別称日本武道館大会) に於い 奉賛｣'第三十五回全国吟剣詩舞道 化祭協賛事業'高松宮妃癌研究基金 舞振興会主催の ｢二〇 二年国民文

ります｡それは財団法人日本吟剣詩 動と感激に涙した記念すべき日であ は'我が詩吟人生に於いて最大の感
さて昨年'平成十四年十一月十日

それは全国都道府県の選抜きの精

心一にし切瑳琢磨して初めて

いま'子どもたちに総合学習の講

花咲くものなり (泰洲)

した｡(延)

な方です｡ Yの番組審議委員など努めるマルチ 文化財保護審議会の委員やらt CT 版著書は六十冊を越えたという､又 と聞く｡美しさにため息が出た｡出 国の図鑑としては'世界最大で最詳 色日本トンボ幼虫･成虫大図鑑｣一

生徒になっていま はすっかり心踊る るトンボたちを観察する話を聞く頃 の小さな羽で'海を渡って飛んでく
五月初め'志摩半島の鎧崎で'あ

おもわずふきだしてしまいました｡ デモナイ!南京虫の交尾の話には' 何か難しい話に思われますが'トン
仕事柄写真はプロ級｡著書の ｢原

であります｡ 斯道発展に全力を傾注してゆく所存

トンボグッズのコレクションの話等｡ ツからトンボと日本歴史の関わり' 学'分類学'生態学､トンボのルー

トンボの驚異的な一生'分布地理

どまらず三重県全域に渡り'一層の

あり'舞台芸術として一流一会にと

に吟詠道は心の芸道であり'音楽で 事を一生の誇りとし､会員諸氏と共 標を達成する事ができました｡この

一地方の小さな会も努力次第で目

ります｡

に対し勝利の女神は微笑んだのであ 気迫をもって臨んだ一人一人の努力 に堪えチームワークを大切に'和と

が渡された｡ である｡出演者一人一人に銀メダル 感動'感激に湧き､歓喜に涙したの 会員はもとより'サポーター全員が 準優勝決定の瞬間は'出演者の女子

余り'かってない厳しい試練と練習
思えば出演の決意をしてより一年

右はその時の小生の感慨であるが

〜パッションひろば一
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さをご鑑賞ください｡ 連句の命なのです｡その面白 渡り｣ と呼ばれる変化それが 付句との響き合いや ｢三句の えのリズムやテンポ､前句と の句と句で描く情景の切り替 笑を誘うこともあります｡こ た世界が現出され､また微苦 句だけでは思いもかけなかっ タージュすることにより'一 のカットを次々と繋いでモン

S
S

'0一'/yHQHQ‑

tOHOHQ･

北勢連句会
長 島 ｢大智院連句会｣

桑 名 ｢白魚連句会｣

I//･

一句は'例えば映画を構成す ないドラマと言えます｡一句
るカットのようなもので'そ

'Q･

'Q･

pQ･

pQ･

tQHO･

'OI

P〃‑

'b･

〃･

らの名称です｡ 諺の連歌｣ というのが古来か でそう呼ばれますが正式には ｢俳 たものをl つの作品とするの 七の短句を一定の数だけ連ね

連句作品はいわば筋書きの

t/y･

tO.

tO.

./y･'VJT./Iy･'4:V /.A･tI〇' /･

加を得て作品を完成しました｡ 多くの出句者と見学者のご参 四日市短詩型文学祭に於いて'
連句は､五七五の長句と七

平成十四年十一月'第一回

四日市 ｢酒楽連句会｣

三重県連句協会事務局長

公開連句作品

./V･y:'tQ/･V.:'y

冨市短尊卑文学祭 歌仙

西田 育抄

S

S
S S S SS S S S S S S S S SS S S SS S S SS S S

各珍ゆ0.

礼‑世も彼の世もあらわ見蕃

五七の碑に泰憎‑rナり

t)̲に染みる相の碕倉

も･)̲れ碑ぬ久の一項島牧争り

政JL･官政所塊‑冬bJR,各

何故か気弱にナ‑‑‥の項

ノルーその時にはみせる愁嘆場

月払で7う‑姫‑たる大都谷
よるさAJ披け‑めil食尽

練り身>,待つ付与増の描工区
丈士‑ド‑に換れる女ナ‑

オヤジ>.ナよるルーズ･ソックス

八十翁絶あわ‑に命かイ

かうっ7度も･1JFめぬ局魯

ケもしか‑㌢守る平叙衡

溝の町屋の速い対鳥

丸接せば実額ばか‑の見違

逃げてゆ‑赤い風船十度へ

遺せ状は白紙一枚

摘草の子にヤけらか‑風

錫の山の露え風淳から冬の月

船舶が武威にナってゆ‑ドラマ

我が持味は三枚可に7

せい杜の十本に骨務r

縁鹿を隼摘路線入念に

ナプキンに ｢お友達でね｣ JL･孟子鈍

紘冬の音吐かたぎは.i,)へやら

テロ撲滅の勇ま‑い論

め1JレJL 紳‑㌢梅やr匂貴摺

ケ何も勝てナい名が舷‑

錦除にバス㌢碑‑つ 敦其す
氷果㌢欣める食ら‑い奇

月昇る路は世界へ伺かれて
tJヰ凄JL･岳に連ナる

敷島の逢‥1Jほぐで秋.岬か

｢.押水の秋｣ の番

丈化の何JLJ7象ふ仏‑人

分 ｢8 市布丈化各館｣

高向奇妙材
大矢か‑ませ 押蕗

春 骨抄 子収 耕史 音後手 徳人

藤ほ

十枚 丈久 徳人 音妙 鼻AJ子

松714

ヰ谷
Lt.Lり

紘輝

ひろみ

辛夷

栄一
播.拝

福井 押蕗 判は 紘蕗 岡本 松島 加藤 小向ヰ相子 岡向 重義 飴ヰ 音AJ子 岡本 耕史 高向 奇妙

よ射場草食泰栄丈泰碕展か上
土史虜央義

一久

良雄Ji'よ

‑･共同参画 あります｡ るのかというと､3本の大きな柱が では主にどういったことを行ってい ネットワークの拠点となっています｡ くりの発信地･そのための市民活動 一言でいうと'男女共同参画社会づ 所なのか‑0

2･ファミリーサポート

子育ての援助を受けたい人と援助

等も企画｡ 啓発･提供を行い､様々なイベント プ(現在70G)に対して､支援･育成

男女共同参画社会をめざすグルー

ねしました｡ ある『四日市 女性センター』をお訪

まず'このセンターはどういった

やわらかな語らい はじまりは集いから

本町プラザ(本町9の8)の3階に

またサックス奏者でもあります｡

亮成さん (7 1歳'四日市在住)0

ィオン奏者としてご活躍された駒井 までNHK全国のど自慢のアコーデ ご登場の人は､昭和3 年から胡年頃 た方も多いと思いますが‑ ｡今号に を迎え懐かしい番組をご覧になられ

駒井さんは'都山流尺八の大師範

今年はt NHKのTV開局5 0周年

四日市 女性センター訪問記 洋楽=小林 卓二

とされているように思いました｡ には'むしろ男性の方の理解が必要

しょうか｡

男女共同参画社会を実現するため

の引き締まる一日でした｡ ったと感謝し'次世代への伝授に身 感激と共に'舞踊を続けて来て良か をえらびます｣｢先生有り難う‑｣と｡ も楽しかった｣｢次の機会も日本舞踊

3･女性相談事業

所有｡一度足を運んでみては如何で なっていたり､また四千冊の書物も れの方も安心して利用できるように 施設の利用にあたってはへお子様づ
受付けます｡ 離婚'家族'人間関係などの相談を の生き方はもちろん'夫婦'男女' 女性のための相談室があり'自身

ました｡｢最初は難しかったけどとて りました｡後に彼等から便りが届き 習するうちに形良く立派な踊手にな つぎ首には手拭い'所作を何度も練 間にとけ､9名の生徒は肩に棒をか

踊りは始まります｡ かつお｣と大きな声でセリフを言い 曲は常磐津｢松魚売｣｡置の後｢かつおオ･

彼等の緊張とテレはほんの少しの

っております｡ より有り難い話をいただき嬉しく思

んでくださればとても嬉しいのです｡ 金銭には全く関係なく､皆さんが喜 アでガンバッテ居ります｡とにかく
ったりします｡

保育施設の休み帯に子どもを預か 会員組織｡保育施設までの送迎や を行いた 人がお互いに助け合う

とです｡ 習の一部を任せていただいた時のこ

彼等と共にお稽古することにした

私は現在'大半は音楽ボランティ

千‑これは私が中部中学校の体験学 等は浴衣を着ることすら初めての様 女子3名｡場所は中学校の武道館'彼

に出来たのは､国鉄マンのおやじが

バリたいと思っております' 会長です｡これからも一生懸命ガン 寿一先生がチドリ会の顧問で'私は 音楽ボランティアは'鈴鹿市の伊藤 あります｡申し遅れましたが､私の コーディオンも大変好評で'人気が か思い出されるのだと思います｡ア

と'す り泣きする女性もあり'何

ィオンを買ってくれましてね‑｣

｢当時'初めてアコーディオンを手

また'名古屋放送局の管轄という

中学校の体験学習を通して

その日のお弟子さんは男子6名'

7万50 円のヤマハ･アコーデ 借金をして (当時日給が170円)

いねいにお話くださいました｡ ます‑｣ 当時を思い出すように'て 楽をやってきてよかったナ‑と思い 事がいっぱいありましたよ‑今'音 ｢NHKで働いていた時代は楽しい

顔を覚えて居る人もあると聞く｡ 事もあり'老人ホームを慰問すると

この度'自分の様な者に文化協会

よろしくお願い申しあげます｡

舞踊‑西川 保歳

(本人談)

尺八でナツメロなんか演奏します

の人の意見によって左右されること

関係もない純粋な団体である｡一部 会である｡そこにはお互い何の利害 めざして結成された四日市 文化協

忌博のない意見が出された｡ 回の組織部会を開いたが､皆出席で

四日市 民の文化の向上'充実を

あると思う｡

織を細分化した結果で大きな前進で このような動きが見られた事は､組 に願いが叶えられるとは思わないが' 市の財政困難のこの時期'一朝一夕 設を市に要望する運動が始められた｡

大きなネックになっている｡ 表する場がないのが現状で､それが

しい当市では折角会員が増えても発 組織の拡大であるが､文化施設の乏

道が開かれた｡ て会を運営していこうという新しい
一番の催しは5 0回以上になる市か

組織部の当面の目標は会員の増強'

舞台グループで多目的ホールの増

昨年七月下旬'手探りの中で第1

れてしまった｡ なかなか理解が得られず'発足が遅

り組んできたのだろうか｡

してもらうことにしたが'理事会で 役員2‑3人を選出して具体案を出 ループにわけて'そのグループ毎に 当協会の部門を発表形態で3つのグ

った｡取り組む母体は事業部だが､ 自主事業の実施を模索することにな 展示､舞台'出版の三つのテーマで

会に提案し'承認された｡ 今年から積極的に取り組むことを総

今年の活動から

当協会規約の目的実現のために'

その一つ'事業部が中心になって

今年は'どんなことを事業部で取

西村 邦彦

というものです｡ 動を通じて文化協会の発展に努める ながる長い展望を持って'幅広い活

あります｡ 付かせていこうという大きな目標が に感じる ｢文化｣ というものを､根 先のためか置き忘れられてきたよう

ている｡ 湖畔圭

い二十一世紀にふさわしく未来につ 会の組織である四部会の中で'新し

二十一世紀は､便利さや経済の優

られながら責務を全うしたいと思っ 問山積の状態であるが皆さんに支え

二十一世紀部会の役割は'文化協

組織の使命であると思う｡ 会の運営がなされる様に努めるのも 会を盛り上げ'和気あいあいの中に

もなく'会員皆さんの総意によって

という流れである｡ る｡④実施組織をつくり実行に移す

を提案'意見を取り入れて成案とす 具体案を決める｡③理事会に実施案 ②常任理事会で予算と内容を考えて ①総会で年間の活動計画を決める｡

動きだしたばかりの組織部で､難

などである｡ 化団体との交流'県民文化祭の参加

ところで事業内容の決定の手順は

講演会や指導者研修事業､近隣の文 集い'バス旅行､技量向上や研修に

さんに参加して頂いている｡ 団体'延べ50 0人の市民の皆 ており'参加団体 (個人) 約30

立場を重点にした内容の検討を行っ を交えた実行委員会をもち'観客の る｡当協会では開催にあたり'市民 文化フェスティバルの二本立てであ に開催するものと'市民参加の市民 当協会加盟団体が一年かけて部門別 らの委託事業=市民文化祭である｡

その他に会員相互の交流に新春の

中ロ 晴舟

皆様'ご協力の程よろしくお願い

i

読,.･･

四日市 文化協会の記念行事を企画｡ 部会は平成十六年に十周年を迎える

思っています｡ るよう充実した記念行事にしたいと 共に文化に親しめる記念の機会とな

致します｡

文化協会の会員と市民の皆様とが

ていく必要があると思います｡ 四日市の文化の情報発信基地となっ

当面の取り組みとして'二十一世紀

尊重出来るものであると思うのです｡ でありそれぞ が良いものであると

割は益々重要になると思います｡ かに生きていく上で､文化の担う役

この私達の四日市 文化協会が'

誰もが平和を願うこの時代､心豊

するものではなく'それぞれが平等 ものはどちらが優れているとか比較 の国 文化であっても'文化という

の地域の文化であっても'またはど
どんな分野の文化であっても'ど

くなるといっても過言ではない｡ 展開しないと当協会の存在基盤がな よさを前面に押し出すような活動を

各々の部会で得られた意見に基づい グループに分けてリーダーを選出Lt 表形態により舞台'展示､その他の れかの部に所属して頂いて'更に発 組織の四部を設け'理事さんにいず

一刻も早く文化団体が結集している

当てにした財政基盤の確立｡ 強みから､自主事業による収益金を 団体 (個人) の大半を結集している の一つとして地元を基盤にした文化 り組みが柱となるのではないか｡そ 協会の活動は'自立を目標にした取 展開を打ち出したように､今後の当
日本経済の長期低迷も考えると､

昨年度より事業､広報'2 1世紀'

本郷 信輔

タ予..̲､.こ.I‑も･.

今年の総会で積極的な自主事業の

風に生き返らせた舞台実現などを話 芸能協力による成功例'洋ものを和 現役で活躍中｡この間の異なる伝統 導にも当り'新国立劇場舞台技術の 達と全国を回り､海外での上演や指 舞台監督･演出家として幾多の名優

くださった｡

.eoBO〇 〇 O○…〇 0 .

ユニークな発想を懇切丁寧に話して 集客率大幅向上｡この豊かな経験と 重県文化会館の館長に就任､そして 持者｡抜擢されて一昨年4月から三 本唯一のドイツのマイスター資格保 フィルからの受注の道を拓いた､日 楽器製作のパイオニアで'ウィーン･

続く小川幹雄先生は'劇団民芸の

の方が来て頂いた｡

先ず梶吉宏先生は'ヤマハの金管

『異なるジャンルとの出会い』
両講師共'今回の企画にはベスト

…減対応など重要な議題をたくさ… …合併'市からの補助金二〇%削㈱ …て活動している文化団体)との… …議会(あさけプラザを拠点にし…

…をして‑ださい｡ … …き'判断し'発言し'意思表示…

Oo

Oo

文化団体指導者研修会
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…午後二時､文化会館の第三ホー㈱ …会)は､四月二十六日(土)の…

…みんなの関心･理解･意欲･協…
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平成14年1 1月

一分間スピーチを頂き'協会役員'

員のみなさんから'文化に対しての

｢新春の集い｣が開催されました

四日市 長の挨拶に続き県'市会議 当協会の石田克久名誉会長の乾杯' 子先生指導) で力強く始まりました｡ 徒によるキッズソ‑ラン (伊藤ちづ いは'オープニングを保々小学校生 催された､文化協会主催の新春の集
四日市都ホテル ｢伊勢の間｣ で開

今年も和やかに

られる｡ 〔副理事長 塚田盛久〕 今後改善すべき大切なテーマと考え かったこと｡このことは文化協会の

確な回答をしてくださった｡ され'会場からの具体的質問にも的

夢をお二人から頂いた｡

惜しむらくは'その出席者が少な

援を取り付けた｡ ラシの配布'前売券の販売などの支 組むことで､なんとかポスター'チ 請も紛糾へ 各部門できる範囲で取り

が入場 (前売券の内訳はスタッフ･

しまった｡当然'理事会への協力要 か り'多分に見切り発車となって けたが'決まるまでに6カ月ぐらい び地元で活躍の音楽関係者に呼びか の討議のための会合を'当協会およ の遅れがあり'取り敢えず企画内容 敵なオペラの夕べである｡取り組み

｢新人発信イン四日市｣ ちょっと素 念の催し物の開催を提案したのが' て'地元の文化会館の開館2 0周年記 自主事業の手掛かりになればと考え

〜本格的な自主事業への

総会の決定に基づいて ｢舞台｣ の

結果は'2ステージで110 人

出席者は'多くのヒントや大きな

取り組みを目指して〜

平成14年1 1月

平成1 5年1月

お詫びを申しあげます｡ さまの顔写真を間違えて掲載'深く

シ商事･代表取締役･社長竹腰 葵 ご登場頂きました'株式会社タケコ

き芸術の彩りを添えて頂きました｡ さんの素晴らしい作品を展示して頂

第19号の ｢わくわくにんげん｣ に

嶋 竹腰 莫様

株式会社タケコシ商事
代表取締役･社長

ました｡

音頭を賑やかに踊って頂き幕となり

さんで会津磐梯山'北海盆唄'伊勢 を恒美会'いづみ会'弥栄美会の皆 三さんの紹介後'故郷の民謡おどり

次の取り組みに自信が湧いてきた｡

です｡後半は'文化功労者の石田昇 各代表者も気持ちを新たにした次第

〔常任理事 坂井 兵〕

いたが'特に新人'ソリストの頑張 決算もかなりのマイナスを覚悟して が､今回の成果に繋がったと思う｡ になって取り組むことができたこと

一定の評価を得たことは大きい｡ いう評を頂いて感激した｡とにかく

会を構成して'曲がりなりにも一緒 会館'行政'当協会ほかで企画委員 が'新人'ソリスト'オーケストラ' を送り出すステージの構築も大変だ あり'それに加えて次代を担う新人 に実施するのは本当に難しいことで の集まる当協会が'一つの事業を共

ただ違ったジャンルの団体(個人)

また会場内には'本郷さん'鈴木

お詫びと訂正

りでなんとか相殺で終わりそうで'

〔事業部 西村 邦彦〕

｢オペラってこんなに楽しいの｣ と

は満員になった｡多くの参加者から プレイガイドなど150枚)'客席 キャスト750枚'協会20 枚'

(個人会員)

(法人A雪貝)

四日市都ホテル 佐藤写真館 日本トランスシティ(秩) オリンピア スポーツクラブ

(有)有美広告社 (秩)CTY

水九印刷(秩)

(財)岡田文化財団

東海出版(有)

営に取り組んでおられます｡ かの部会に所属して全員で団の運 会計で組織され'団員は必ずどこ

演奏会入場者が増えない事'仕事や 会場や指導者の確保が困難なこと'

もご紹介をお願いします｡ Cノ0 〇日です｡友人の皆さんに 年会理は個人.iO 〇円'法人l 賛助会員の槽さんです(順イ同･敬称略)0 当協会の活動を支えて頂いている

一山丹毛津田永岩中
見内羽利田中田名川

うです｡ 後6時から9時まで練習があるそ

画･渉外･広報･管理の5部会と

アマチュアゆえの苦労は､練習

幅広く'基本的に毎週日曜日の午 層も高校生から定年後の方までと 名古屋'上野の方もおられ'年齢

演奏委員会とは別に'総務･企

たアマチュアオーケストラ｡

地元経済界の支援を得て設立され 家の市民が中心となって呼びかけ'

現在会員数は6 2名｡長浜市や'

昭和5 2年1 0月に'クラシック愛好

｢四日市交響楽団｣

政三則彰健俊正秀正
幸郎夫男児行己樹春

洋楽Ⅲ

達成感は至福の快感であると｡ 合奏の感動と演奏会を終えたときの

が､益々期待されています｡

将棋

等々'なかなか大変だそうです｡ 家事'学業の合間をぬっての練習
しかし'その苦労があるからこそ

人形｣ をひかえ'今後の活躍 エとの合同公演 ｢くるみ割り

♪1 2月7日には'石井バレ

ァイオリン協奏曲を予定｡ スターをソリストに迎えてヴ 品と'名フィルコンサートマ 期演奏会｡ブルックナーの作 ♪4月2 7日には､第2 5回定 も上々だったそうです｡ 月の交響詩 ｢四日市｣ が評判 も思い出深く最近では昨年1 のミニコンサートなど'どれ 一度の市民オペラ'病院等で

恒例の定期演奏会'3年に

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

(取材) 石井 亨

l事務局lR,Ef577:7°吉妄言慧警
〒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

〇五九三 (五一) 三七二九 TEL･FAX 四日市市昌栄町二一‑一〇 〒五一〇‑〇〇五七

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

●発 行 平成1 5年3月1 5日

パッション第二十号

てお届けします｡ (延)

気良く'しなやかにの思いを込め

☆当協会も来年十周年を迎えます｡

☆インタビューは'何倍もの知識や

☆第2 0号は (香)若芽のように､元

●編 集 文化協会広報部会 ●発行人 木村道山

●発行所 四日市 文化協会

記者を体験してください‑

感動を貰います｡みなさんもぜひ

にしています｡ パッションへのご提言など楽しみ

《編集後記》

