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新人発信イン四日市
ふるさとの民蹄をたずねて

創作舞踊会
第16回春の文化祭

パッションひろば
四日市川柳会

漢詩

訪問レポート｢Y･Y･フラグループ｣

[童彊]ホールより練習場を

表紙　｢もみじ谷｣を訪ねて-- (N･Ⅰ)

字カット:中ロ　晴舟/写真: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｡

〒510-0057　四日市市昌栄町21 - 10　｢市民生活課分室｣内

TEL･FAX　05　93-5 1-3　72　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)

目次創立十周年を迎えて
四日市市文化協会名誉会長　石田克久

を存分に発揮することによって町を明るく楽しくすることを期すべきであり'その担い手である自覚を持って益々活躍し生々発展することを期したいものである｡

四日市市文化協会が四日市市にお
ける市民の文化芸術活動の向上を図り楽しく住みよい町づくりをすることを目的として発足以来ここに十年を経過しましたが'草創期の混迷を克服LI翻って今日の生々発展した姿を見るにつけ今昔の感に耐えない｡

舞台は大きく転回して画面は新し

く構成しなおされ清新の気に満ちている｡誠によろこぼしいことである｡

そうした変化発展に伴ってこの度
かねてからの念願であった北部　｢あさけプラザ｣　を中心に活躍されていた　｢四日市市文化団体協議会｣　との合併が成立し'会員数も五千有余名に成長した｡

よろこび

孔子は政治の要諦を　｢近者説　遠

老来｣　にあると言っている｡近き者が喜び集まって楽しむことによって次第にその輪が大きくなり'自然と遠き者も参集するようになることが理想であるとの謂である｡四日市の文化協会が大同合併して一本化したことの意義は大きい｡文化協会の力が二倍三倍と増加したのである｡

昨今町の景気が沈滞して嘆かわし

い限りであるが'この時にあたり協会として如何にあるべきか'如何に力を発揮すべきであるか'この時こそ倍増した力を結集して文化芸術芸能の持つ力'人々に慰めと活力の息吹をあたえる内に秘めた大いなる力



特集～私たちの街の景勝地と人～

特集
～私たちの街の景勝地と人～景勝地は風､香り-四季折々に訪れる弘たちに感動や､元気をくれる泉ですね｡この他を守り育て､町づくりに取り組んでおられる市民の方々をいくつかご紹介しましょう｡

四日市市水沢山の坊｢もみ墓｣

水沢地区社会教育推進員

水正茂晴

三交バス停宮妻ロより西へ歩き'
谷へ下りれば'東海自然歩道に出合う｡この谷一帯がもみじ谷である｡

遊歩道として整備され'多くのモ

ミジ･シデなどの大木があり'樹冠は広く谷底を包んでいる観がする｡

美しい紅葉の季節はもとより､新

緑も格別で'思わず声を発したくなる自然の姿がそこにある｡

菰野藩主土方侯の探勝の地であっ
た往時が偲ばれる｡

郷土の俳人･内藤まさをは､風切れの　如意ナほ禽ふ　屋のえ

と詠み'自然石に自筆の句碑が建てられている｡嵐の中の光景が'はっきりと目前に迫ってくる｡

多くの文人がこの地を訪れ'詠ん

だ詩･和歌が残されている｡

経済･文化交流の地
集落山の坊　(今の宮妻町)　は'古

くから水沢峠越えに江州と往来があり'経済･文化の交流の地であった

ことが古文書に記されている｡

『紅葉名所ナリ』　『水揮モミジト

称ス』　などの記録がある｡

今では毎年植樹が行われ'史蹟名
勝の地の保全･整備に地域挙げて力を入れている｡

遊歩道を北に登りつめ'少し歩け

ば遠くに市街が望め'伊勢の海が眼前に広がる｡足下には一面の茶畑｡目を見張りそう快な気分に浸る｡
自然に親しみ'探勝する絶好の地｡

心が和み'ゆとりを感じさせてくれる地｡

ぜひ一度訪ねてください｡

半世紀の年輪-海蔵川堤防桜-

海蔵川桜まつり実行委員会

会長　舘　　増男

五十年ほど前'堤防改修により新
たな堤防を'後世に残る名所にと'近所の有志により桜の苗木が植えられた｡その後皇太子殿下のご成婚記念植樹によって拡充され'四百本ほどになった｡

支柱を立て下草を刈るなど私ども

の先代が丹精込めて育て上げた｡
この　『染井吉野』幹周りの太いも

のは三メートル'樹勢は今が最高､満開時の見事さは将に桜花の真髄の披露といっても過言ではない｡

桜まつりは三十年ほど継続し'十

五年前から実行委員会形式により'地区各種団体が分担してまつりを盛

り上げている｡

提灯明りが川面に映える夜桜を対
岸からも鑑賞してください｡

㈲民族衣裳文化普及協会

いつでも入会OKです｡
11月のみ4回2,000円

かんたん着付教室
手持ちのもので練習･見学可

内田量子
〒510-0096　四日市市中町9-5

TEL.52-6390　FAX.52･6391
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ツソレ　粕　.蛋

714J)

営々と二十年余-

四郷粟の木林をつくる会

汁-ノ　葛止掩

庶務担当　岡

ゴミの埋立てや大気汚染で荒廃し
た市の管理地南部丘陵公園'それに隣接する里山を廷らせようと有志達が集って奉仕作業を開始した'その時は昭和五十七年であった｡

以来市当局と協定書を交Lt　結成

当初の善意と奉仕の心を受け継いでつぎつぎ人は変ったけれど'営々と奉仕作業をつづけている｡

毎週金曜日を全員出勤日ときめ'

努力しているが'その努力は梅林'栗林'菖蒲園'バラ園の造成となり下草刈'植樹'散歩道の設定など'維持管理に努めている｡

季節になると花いっぱいで多くの

人々がこれを楽しまれる｡さらに小学校､幼稚園'保育園'養護学校及

山幸一びその団体と連携Lt　青梅刈､栗ひろいで'自然教育にも寄与している｡

最近歩かれる方が増えている｡そ

の人達が我々が整備した林間の道を歩かれる､その姿に接すると本当に嬉しい気分になる｡そして我々は次のような会話を交わしている｡｢緑の中で思いきり体を動かし汗いっぱい流す'これは我々自身のためだ'まさに元気な老人対策だ｣　と｡

今後も大平幸男会長を中心に'こ

の元気な老人対策をつづけることと思う｡

新しい方の入会は大歓迎です｡お待ちしております.　　巨.i;

今後の計画について

四日市市都市整備部公園･河川課

課付主幹　伊藤　　修

南部丘陵公園は'市の南部にあり

四郷､日永､内部の各地区にまたがる四日市市最大の総合公園です｡
もともと雑木林などの丘陵地の里

山を生かして昭和48年より整備を始めてこれまでに約3 5haが公園として利用できるようになりました｡北ゾーンでは'芝生広場や大型遊具'マンドリンの森には'市民壇等'子供の遊び場として広く市内外の利用者でにぎわっています｡家族､仲間とのふれあい'自然散策にと一日中楽しめ'リフレッシュのできる公園です｡

またボランティアの管理によるデ
イキャンプ場や栗の木林'更に梅'桜､バラ'ツツジ'アジサイ､菖蒲等の花木も多く'四季の香りを楽しむことができます｡

また南ゾーンでは'太陽と縁に包

まれた自然豊かな中に､小動物が配備されており､毎週日曜日にはウサギとふれあったりすることができ'小さいお子さんには大人気です｡

また'ヒツジ､ヤギが放牧されて

おり'アライグマ'クジャク'アヒル'カメ等も近くで見ることができます｡

今後の計画は'南ゾーンの一部5

haの自然を生かし'また教養･学習の場として活用できる自然観察等の整備を行うと共に'災害時には十分なオープンスペースとして活用できるピクニック広場'ユニバーサルデザインに配慮した園路･広場'多目的便所等の整備を進める予定です｡
広大な芝生広場を思いっきり遊ん

だり'散策して自然を満喫してみませんか｡
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里山の復活を夢見て

｢日永梅林･登城山｣を復活させる会

会長　堀

私の住む日永地区は'西に丘陵地(含
南部丘陵公園)が連なっています｡その丘陵地は'かつて｢日永梅林｣と呼ばれた梅の名所でした｡

ずい分古い歴史をもち'数千本と
言われた梅が林をなし'花の時期には近郷近在から大勢の見物客が訪れ'盛大な｢梅まつり｣が催されていました｡私の子供の頃の記憶が鮮明に廷ってきます｡

かの戦争で'梅林は無残な姿とな

り果て'心ある地域の人々が'再び昔の姿を取り戻し'親しめる里山にしようと'この会を立ちあげました｡

その後'隣接する古い歴史をもつ｢登
城山｣も荒廃から復活させ'子供たちや地域の人々の散策など親しめる山とするため'会の事業に加え'実のなる木を植えております｡

光一
会の概略は

一'設立　平成十一年三月二'後援団体等

県緑化推進協会･市役所関係部局･四日市ライオンズ･パワーシティーテナント会等

三'会員

個人　三一四名(会費なし)団体　二九団体(会費なし)

四'事業
･除草　毎年'夏から初秋一回･植樹祭　毎年十一月下旬･｢梅まつり｣毎年三月第一日

曜

･その他　暫定･消毒等は事務

局で随時

･その他　現在までに'梅の苗

木約九百本を植樹

音楽の定義は音を
使って人の心を動かす

小さい頃から音楽好きで　(昔の事

ですから)　ハーモニカ少年だった私が'ちゃんとした?音楽に出会ったのは'高校の吹奏学部でフルートを始めてからでした｡三年生の時には編曲と指揮を｡また'今も活動して

いるエヂソン･ディキシー･バンドを立ち上げるなど'今'考えて見ると良い先生や環境のお陰で大きく音楽の道に進んだ年でした｡この年にお聞きした有名音楽大学の先生の講話の中に　『音楽の定義は音を使って人の心を動かす』　と言うお言葉がありました.1説には　『音楽は音を楽しむと書く』とも言われていますが'本人が音を楽しむだけの音楽をやることは'聞く人の迷惑となっている事が多いのではないでしょうか?

バンドの名付け方これまでに約20のバンドを立ち上
げましたが大切なのがバンド名｡

文化祭の一回きりのバンドは'そ

の時の話題に引っ掛けるのも良いと思いますが'続けていきたいバンドには良い名前を付けていつまでもバンド共々'大切にして頂きたい｡

かって全国規模のコンテストで優
勝に漕ぎつけた『ぴんふ　でんでん』電話で　｢ぴんふ　でんでん'と申します｣　と言っても　｢ピン･フレンドさん?｣　とか　｢中部電線さん?｣　とも言われました｡沢山の失敗を重ねて良い名付け方が見えて来ました｡It　耳から聞き取りやすい名2'バンド･カラーが想像できる名3'日本語でも原語でも書ける名

バンドに限らず命名のご参考に-･



市民文化フェスティバルを終えて

姐

演劇のつどいイン四日市
劇団四日市代表　林　武男

今回の公演は'1 5年前に森けんろ

うが創作した　｢炎と燃えて生命｣　を劇団四日市で公演して以来の復活となりました｡私は劇中に'四日市寓古を広めた山中忠左衛門を再び演じることになり'複雑な思いが込み上げてきました｡しかし'この脚本に取り組むことになった以上'雑念を払いのけ精一杯に演じようと決心しました｡

寓古不易　｢土燃ゆ｣　に脚色された

舞台で'四日市に寓古焼を広めた山中忠左衛門という人物を演じること

市民料理コンテスト

グリル四日市　丹羽則夫

天候にも恵まれ　｢第三回市民料理

コンテスト｣　を無事終えることができました｡市民文化祭に参加する形で始まったコンテストですが'第一回から考えると準備もスムーズに進み'これもひとえに協力してくださる方々のおかげと思っております｡出展作品も回を重ねるごとに手の込んだ作品が大変多く'主催者側と致しましても嬉しいかぎりです｡

今年は特に寓古焼協会のご協力を
頂き'寓古焼の皿を使った料理ということで秋らしい風情と郷土色豊かな作品が多く､グリルのテーブルを賑わせていました｡なお'受賞者を決定するのは市民の投票によるものです｡

来年は是非皆様もご来店のうえ一
票を投じてみて下さい｡

により'今の自分を見つめ直す機会となったのは私にとって大きな収穫となりました｡最後に'この公演を支えていただいた方々に厚く感謝いたします｡ありがとうございました｡

カメラ撮影を通して

(記録係)　加藤　武

四日市で活躍する元気な文化団体
(個人)　がジャンルを越えて一堂に会し'エネルギッシュに文化交流を実施していたことを心強く思います｡

特に演劇の集いの寓古不易　｢土燃

ゆ｣　は郷土の伝統文化を演じたものであり'鑑賞する機会を得て感動しました｡

今回'カメラ撮影を通して市民の

皆様から感想を聞きましたが今一つ参加する人が少なく対策の必要性を感じた｡自分達の活動を発展させ'文化団体の人達とも協力して文化の向上に貢献したい｡

反面'市民文化祭を多くの市民に
知らせるための手段が不足で'新聞報道機関の活用なども真剣に考える必要があると感じました｡



フェスティバルに参加して

シャドウボックス(イデアカラーズ)岩田伸子

昨年に続きラッピングとシャドウ

ボックスの展示で参加させて頂きました｡今回は生徒作品も展示する事になり'当日の飾りつけに不安を抱いていたところ前日に搬入でき'ゆとりを持って納得のいく飾りつけが

シャドウボックスとは--

紙の彫刻ともよばれ'何校もの同じ絵柄を貼り重ねて'立体的に仕上げるアートです｡

できました｡前回より良い作品を数多く展示し'少しでも前進できたことを喜んでおります｡

しかし'天気に恵まれたに

もかかわらず客足が悪かった事は非常に残念です｡次回は宣伝方法と開催日　(あさけプラザでも同日に文化祭を開催)について再検討する必要があるのではないでしょうか｡

｢文化不毛の地｣　と呼ばれ

る四日市において'微力ながら少しでも文化発展のお手伝いができたらと願っております｡

第38回秋の文化祭
地域文化部門　芝田尚輝

この度'あさけプラザでの秋の文
化祭には市内外より'のべ千八百名余りのご来場を頂き'成功裏に開催出来たことをたいへん有り難く'厚く御礼申し上げます｡

今後共ご支援よろしくお願い致し

ます｡

‥市民文化祭

やっぱり四日市が好き-･〇aO

十周年を迎えて熱気が高まっています｡

講演会及びシンポジウム
四日市からは､丹羽文雄､田村泰次郎､伊藤桂一な

ど著名な作家を輩出していますが､まだまだ多くの
埋もれた作家がいます｡

敬(1913-46)

沢賢治研究のほ
-郷土作家研究

かにされてきま
和10年代に障害
く｢白い鳩｣や初

テーマとした｢ひ

等を発表する-
究に余命を賭し

その一人東光
の童話作品と宮
ぼ全貌が近年､
家によって明ら
した｡光敬は昭

者との共生を描
期四日市公害を
ぼりとすみれ｣

方､宮沢賢治研
ましたが､生前は無名のままでした｡

そこで本年は､生誕90年に当たる光敬の業績を顕
彰すべく､第9回みえ県民文化祭行事の一環として
次のようなイベントを来る11月22日仕)午後1時から､

市文化会館第3ホール(参加費¥500)で行います｡

〇第1部記念講演｢東光敬と関西児童文学｣ 
講師児童文芸評論家.鳥越信 

○歌と大型絵本による作品紹介 
○弟2部シンポジウム｢東光敬と宮沢賢治研究｣ 

パネラー衣斐弘行､志水雅明､津坂治男 

〇
〇〇

第1ホール

夏県民文化祭島民文化祭富岡開催
パレエ｢くるみ劃じ人形｣全幕公溝

朋即"(,I(, (.. ,"(:....:i,:.H.............

舞踊Ⅲ部門と洋楽Ⅲ部門という二

つの部門が'共同して一つの公演を行おうという試みが､本年度の四日市市民文化祭の特別企画に､さらにみえ県民文化祭の公募事業としても認められ'昨年の暮れに'石井バレエと四日市交響楽団による企画検討会議が開かれ'チャイコフスキー作の三大バレエの一つ｢くるみ割り人形｣を上演することに決定しました｡



指導にはtNHK朝の連続ドラマ｢さ

くら｣のテーマソングの指揮などで有名な竹本泰蔵氏を迎え､合唱には四日市少年少女合唱団が出演｡低料金でも質の高い､そして面白いバレエを子供から大人まで楽しんでもらえるように'練習を重ねています｡

舞踊‖　石井　亨

争え県民文化祭あさけプラザ｢善ものフェスティバルと
帯結び展｣

〇〇　　　〇〇

〇　　　　〇

1 2月1 4日胤1 3時～1 5時30分

(予定)

第1展示室

･特別展‖無窮展
1 2月1 2日㈲ー｡時～1 7時

1 3日出1 0時～1 7時1 4日㈲ー｡時～1 6時

入場無料

02くらぶの名品盆栽展
チャリティー出店もあります

この頃になると､盆栽達も充実期
に入り真紅の実が'梅もどきの黄色くなった葉の間からのぞきます｡こんなに沢山の実が付いていたのかとにやりと独り言｡

日照不足に悩まされ'台風情報に

ドキドキさせられ'手入れに追われたことも何でも無くなります｡

百年以上'盆上　(鉢の中)　に暮ら

す樹々も冬を迎えれば毎年適齢期の輝きを魅せます｡我々02くらぶの無窮展　(銘品盆栽展)　は'この時を待ち一般公開します｡展示の見所としてじっくり観ていただくと季節感'物語'風景'思い出など様々な演出が感じられることと思います｡

日本の伝統文化'生きた芸術をゆ

っくりと堪能して頂きたいものです｡

生活文化-　原　源信

みえ県民文化祭第2ホール書歌劇｢メリー･ウィドウ｣

諾晋㈲蓋分～料珊抑
_　　　　　　　　l I.F2 1日㈲違～　甥醐2

.ノlI-lrO

.○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ooooo〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇㌔

こんなオペレッタ観たことないE:この度'はじめて四日市でも公演を
催すこととなり'ぜひ新しいスタイルで観ていただきたく'演目は｢メリー･ウィドウ｣(陽気な未亡人)といたしました｡このオペレッタは大人の恋物語です｡酸いも甘いもかみわけた男と女がなぜか純愛に走るのです｡そこには美しく甘いメロディー'心とろけるワルツの調べ'粋なおしゃべり'どこをとりましてもおしゃれなオペレッタです｡

加えて今回特別ゲストに日本で唯

一人のオペラ落語家ウ-ロン亭ちゃ
太郎氏をキャストに迎え'さらに笑いのスパイスをふんだんに盛り込みました｡

乞うご期待

三重オペラ協会　小柴信之

〇
〇〇

〇

〇〇

詩情豊かな日本の
メロディーを楽しみませんか!

四日市市を中心に活躍する邦楽関
係団体二十七社中が､一堂に会し'来る十六年二月七日出'二月八日Cnの両目にわたり'四日市市文化会館第二ホールに於いて'邦楽部門が結集して演奏発表会を開催します｡

昨今の慌ただしい社会状勢の中に
あって'日本で生まれ育った邦楽のメロディーは'人々の心を慰め､癒し'豊かにしてくれます｡

この機会に'詩情溢るる伝統音楽
の世界に'是非とも親しんでいただきたく思います｡

関係者一同'御来場を鶴首してお

待ち申しあげます｡

邦楽　山路泰洲

ちょっとお酒落な

コンチェルト

地元四日市から新人を発信しよう

と始めた音楽会です｡

今回はピアノを始め管弦楽のジャ

ンルで行います｡

前回と同様に新人(出演する)+専

門家や財団+行政+市民有志などから成る実行委員会を立ちあげ'当協会も一員として参加する方法で取り組みます｡

様々な立場の市民の皆さんと協力

しあって　｢一つの音楽会｣　を創り上げようというもので'これを市民文化祭特別行事として位置付けており

ます｡

従って'当協会がこの催しに全責

任をもつものではありませんが'評議員会　(総会)　で決めた自主事業の具体化の一つの取り組みと考えています｡

ステージまであと三か月しかあり

ませんが'急ピッチで準備を進めて'市民の皆さんを魅了する音楽会にしたいと思っております｡

このような趣旨で実行委員も募集
していますので'あなたの音楽好きの友人知人をご紹介ください｡

またこの取り組みに併せて'音楽
好きのファンクラブを作っていくことや'音楽会などのコーディネータ､プロデュースの集団づくりの構築も視野に入れたいと思っていますので'ご支援ご協力をお願いします｡

(事業部　西村邦彦)

?ぜJI A



〇

〇〇

第2ホール

ふるさとの
民謡をたずねて

3月7日胤1 3時～1 6時30分

特に振りは農耕の所作が取り入れ

られ'歌詞には農作業や仕事の合間にくちずさんだりしたものが変化したものがあります｡その意図を表面化するための構成や衣装には心を使いますが'それらの工夫がふる里民謡の理解と実践につながっていくものであると私は考えております｡

そして'これからも地域の人々が

民謡を文化遺産として大切にLt　心

の安定と平和を楽しんでいただける様'私ども踊り手も日々精進していく所存でございます｡

舞踊=　内田逸子

民謡を通じて交流を図りたい!民謡は土から生まれたものである

とされております｡

唄をきいたり､踊ったりしながら

古人の生活や'地域の情景を大衆に伝えるために'どのように表現したらよいかが'民謡での大きな課題の一つとなっております｡

思いでいろいろ-
各種発表会.結婚式配⑳l笹

ノー-- ｡･fl

ビデオ･写真･CDセコ

〒51 1 ･01 02桑名郡多度町香取21

℡(0594)48･3248

舞踊絵巻をご覧下さい
創作舞踊--その名の通り現代に

マッチした曲に､古典を基本として振りを付け会員にて毎年行っております｡

古典から端唄小唄､歌謡曲と流れ

るような舞踊絵巻をごらんいただけます｡皆々様のお運びを会員一同心よりお待ち致しております｡

舞踊=　常磐扇舟

〇

〇〇

田あさけプラザ全館

第1 6回春の文化祭3月20日出=時～1 6時

教育長の挨拶

3月2 1日㈲ー｡時～1 6時

入場無料

〇〇

〇

～あさけプラザ文化団体～
今年度のフィナーレを飾る催しが'

あさけプラザでの　｢春の文化祭｣　です｡当初の予定を一週間早めて､三月二十日出二十l日脚の二日間開催します｡

私たち　｢あさけプラザ文化団体｣

はジャンルをこえた仲間たちとの交流を大切にしています｡来る第十六回春の文化祭も､舞台･展示の全加盟サークルの発表会です｡各サークル間のコミュニケーションを支え'
一般観客の方々にも好評をえている

のが'会員の有志で行う　『軽食バザー活動』　です｡一般市民の方々と共に'うららかな春の二日間を舞台･展示を楽しんで頂きたいと思います｡
ぜひお出掛け下さいますようお待

ち致しております｡

尚､今回も三重郡四町　(朝日'川

越'楠､菰野)　との協賛が予定されていますので一段と賑やかさが期待されます｡

地域文化部門

田本舞踊桑押流桑神会

家元泉神泉施
桑名市嘉例川1 24-2

Call:0　5　94-3 1 -2　8 1 5

教室:桑名而･大安町･四日両市･鈴鹿市



軍書ン誓ば
四日市川柳会敗北を帰る泣き出しそうな空まだ仕事出来る幸せかみしめるまだ元気カンナの朱にまけられぬ昔から土間が湿ると梅雨明ける

一日は人よろこぼすいい湿り白い息して手紙の言葉探してる父さんが本当に惚れたはお母さん揺れている私はいつも淡水魚手をかりぬ覚悟が出来た古希の坂失敗も後日の宝親の声星空よ逢えば別れの涙降る

菱川　麻子矢田はるみ伊藤　せき森　よしゑ矢田　照子八木　火砂内山サカ枝樋口恵美子井垣　和子山田　　龍松岡　華風

海鳴りに神の小言を聞く岩屋燃えなけりや生きてゆけない蝉しぐれ労働が出来る悦び今日がある優しさに優越感が少しあるジョンウエンの駅馬車何回観ても酔う水溜り嬉しい予感ジャンプする火の前で女は愛を煮続ける悲しみも流れる時が消してくれ美人の隣で笑っているのが私です愛のあるうちは料理も手間かける虹わたりすぐそこにある遠い日々週末にとじる白紙の厚い東風鐘に目覚めて生のありがたさ自問自答一人よがりの風になるさりげなく人と付き合うむずかしさ

川合　典生村山　　了後藤　　覚堀　かず美吉田　紫水波部裕具子小河　柳女川崎はつ子坂崎よし子松井　潮青城塞　弘子松本きりり伊藤　多恵高橋　　忠加藤　昌良

群衆にまじると急に勇気出る明日がある好返球に刺されてもアルバムの中を流れてゆくホタル孤独が一人日暮れの街のスリガラス
一杯のコーヒーにも有る権利の輪

今もなお母の器にすっぽりと

森　　繁生樋口　　仁保地　桂水橋爪吉五郎村山たけ子山本美智子

気がつけば似た者同志傘の中定年前名札早くも外される異常なしドクター神に見えまする縄のれん引き合わされた飲み仲間パソコンに指図をされて生きているゴミ収集という美しい提

位田　悦子若山　　衛矢田　　哲榊原　良郎清水　健吾坂井　　兵

懐戯叩常一二着荷門

○　●　●　○　●　●　◎

鼻丁昔▲丸艶費馬食
●　○　●　●　●　○　◎

要八埠中馬倒骨.初.･?●　○　○　●　●　○　●港湾修養速嵐就○　●　○　○　●　●　◎郷-エ菅栄h感性深

(久起式使胡)

『芙埴』=笑って堪え忍ぶ｡『感悦』-‥～に感じて与ぶ｡

いなば　<,ん　う1もん　　　おも

稲尊三者衛門を使う

山路泰山叫

しんく

手書
わら

笑って
)うわん

港確の
I.Iようと

郷土の

こ-かん　　はんさん　　つい

え敷　馬食を費やし
ば　とう　　た　　　　　　　　し▲しん　　　り･..T･血

罵倒に埠えて　初心を甘-
しゅ･りちく　つい　　.JlうL?■

修暴　速に嵐乾す
はんもい　　　かん1つ　　　ふか

菅栄　感悦　探し

渓帝

障害者の方々と介護者の方々をペアでお招きする　｢プレゼントチケット｣　をご提供ください!讐■1'?. i:.jI. (: 't;tH;:. 'l,;::I:... '::. ':-.:'帆.:ir,.. 1:::. :I..tJ''i':1.I Lt:, i(, -'



趣味教養部門

｢Y･Y･フラグループ｣
ハワイアンの愛好家である橋本さ

んご夫妻が､老人施設'保育園'障害児施設などへのボランティア活動

のをつくろう｣　と考え'ご主人や娘さんの協力を得てアレンジした曲にオリジナルの振り付けをLt　独自の

として､フラダンスの指導や発表をしたことから始まったY･Y･フラグループ｡名前の由来は'お二人のイニシャル　(やすこさん'米治さん)　だそうです｡

地域交流として始められ

たフラダンス指導も現在は3歳から約歳までの方々を対象に'四日市･桑名など数カ所の教室に広がり東京･大阪のグループとの交流も年に数回はあるそうです｡

やす子さんは　｢フラダン

スはハワイの人の根底に流

踊りを創作されています｡その一つが今年の四日市市民文化祭で発表された　｢花｣であり'他に　｢見上げてごらん夜の星を｣　など日本の曲を使って親しみやすいフラダンスを観せていただけました｡

現在'助手をされている

長女の楠旺子さんは　｢フラダンスは高齢者向きという先入観もあるようだけど'若い人にも浸透するようなカツコいいものを作っていきたい-｣　との熱いお話も

れるもので'日本人には所詮真似事しか出来ない｡だったら日本人にとって踊る人も､見る人も楽しめるも

伺い'並々ならぬ情熱を強く感じ感動しました｡

取材　(石井亨)

石井アカデミー･トバレエ
-お知らせ-

｢くるみ割り人形｣全幕公演
12月7日(日)　午後2時開演
四日市市文化会館　第1ホール

出演　石井アカデミー･ド･バレエ

演奏　四日市交響楽団･指揮　竹本泰蔵
合唱　四日市少年少女合唱団

入場料(前売り) 3,000円(一般)1,500円(小学生以下)

お問い合わせ　TEL(0593)52-9058　54-1269　(生徒募集中)

投稿　ホールよりも練習場を

洋楽Ⅲ部門理事(四日市交響楽団団長)　水谷　　達

皆様は　｢金沢市民芸術村｣　をご存

知でしょうか｡この施設には'マルチ･ドラマ･ミュージック･アートの4つの工房とオープンスペースの里山の家があります｡
マルチ工房は'演劇･音楽などの

練習用に'ミュージック工房にはスタジオが6つあり'練習･発表の場に使われています｡アート工房は'美術作品の製作･展示に使われており'オープンスペースは誰でも自由に入ることができます｡

いずれの施設も'　｢いつでも'自

由に利用可能な創造活動の場｣　のコンセプトどおり'年中無休で24時間いつでも自由に使えます｡また'使用される方々の負担を軽減する料金設定も実現しており'運営面でも利用者自身が責任を持って使用する　｢自主運営方式｣　を取り入れているのは'

全国的にも珍しいのではないでしょうか｡｢金沢市民芸術村｣　は'もともと大正末期に建設された7棟のレンガ造りの旧紡績工場の倉庫群で'撤去する-週間前に'現場を偵察した市長が解体工事に疑問を抱き'この建物は残した方がよいと直感的に判断したことから､これを保存利用することとなり'改修整備されて'芸術文化の創造そして成果発表の場として'さらに利用者間の交流･研修の場として再利用されることになったそうです｡

そもそも音楽に携わる1個人とし

ては'現在の市文化会館のような多目的　(=無目的)　ホールではなく'音楽専用のコンサートホールを理想とするのはいうまでもありません｡もちろん､新潟市民芸術文化会館　｢り

◎ /Tuペ硝子株式会社
営業品目

アルミサッシ･網戸･硝子工事･鏡･ブラインド

アルミ室内建具･防犯(鍾)関係
バルコニー･テラス･フェンス･門扉･シャッター

カーポート･サンルーム･システムキッチン･コニットバス

〒510-0081四　E]市市北町　9　-　8

TE Lく0593)51-4828

FAXく0593)51-1 758



ゆうとぴあ｣　のような､パイプオルガン付きのコンサートホール'劇場'能楽堂'茶室'スタジオ'練習室'ギャラリーといった複合文化施設に'電子情報図書館が併設されれば最も望ましいのですが､いかんせん財政難の現況では'むつかしいことは承知しています｡

しかしながら'全国には立派な文
化施設を持ちながら'有効に利用されないところも多いように聞いておりますが'幸い当市では'音楽に限っても'私たちをはじめ'数多くの合唱団や吹奏楽団'そしてマリンバやギター等'多くの団体が年中活発に活動しています｡言い換えれば'現在の市文化会館の稼働率が高いということは､それだけ活動場所の確保も困難になりつつあるともいえます｡つまり'我々の一番の悩みは'演奏会で年数回使うホールよりも'毎週利用する練習場が確実に確保できないことです｡

具体的には'私たちは現在､1 2月

7日に本番を迎える石井バレエとの｢くるみ割り人形｣　公演に向けて'

毎週日曜日に市文化会館リハーサル室で練習を重ねておりますが'そこが確保できない日は地区市民センター(もちろん有料)　を利用しています｡ところが'こちらは地元の団体･サークル等が優先され'空いていれば貸していただくという肩身の狭い思いをしているのも実情です｡

私たちだけでなく'練習場を求め

て市内の小中学校を渡り鳥のように転々としている音楽団体もあります｡また'最近では活動拠点を市外へ移す音楽団体も現われつつあります｡

今後'芸術･文化に対する地域へ

の期待はますます強くなってきており'　｢金沢市民芸術村｣　のような創造性あふれる個性豊かな地域芸術の振興に役立つ施設を'待ち望んでいるのは私だけでしょうか｡

時代を担う若者たちを中心とした
芸術文化活動の育成を図り'新しい芸術･文化の醸成の場として'また'活動の拠点として多くの市民から愛される施設が早急に市内に建設され'こけら落としされる日を期待します｡

《編集後記》

☆四郷栗の木林をつくる会の取材で

原稿を頂いた岡山幸一さん　(笹川)今年の市美展　(日本画)　で見事に市長賞に輝かれたと聞く｡

☆熟年のがんばりが若者を元気にさ
せるとアグネス･チャンさんの講演を聞いた｡正に- 0

☆第2 2号　(秩)　は節目を重んじて'

優しさと活力を貰いたくての思いを込めてお届けします｡　　(延)
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再生紙使用

スポーツクラブ
･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面)

･リラックスラウンジ
･露天風呂

･大駐車場(ヨoo台)

四日市市末永町8-33
TELO593-32-4848会員募集


