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もう一度文化について考える
｢文化とは何ぞや-｣今また人々

がいろいろ想いをめぐらし'語-合いはじめた言葉のようだ｡確かに文化という概念は､人それぞれに受け止めかたには違いがあり､時とともに移り変わっていくところもある｡

市政八十周年を記念して建てられ

た文化会館や設立された文化振興財団は､市民の文化活動を一気に活気づけ､広がりも深まりも目を見張らせるものがあった｡そして約三十年を経ようとする今､｢文化活動も､もうひと皮むけなければ-｣との言い廻しも聞こえて-る｡その意味するところには､多様な想いが込められていると思う｡特に長い景気の低

迷は､文化活動､文化事業というものの真の位置づけを浮き彫りにした｡

日常'私達は皆一様に快適な気拝

を支えるどうしても切-離すことのできない生活部分を持っている｡そこに文化性を認識するか否かは別にして､何にも左右されない不可欠な部分であることには変わ-がない｡そうした部分は社会経済活動の中にも当たり前の姿で組み込まれるが､その程度の差が社会の熟度を示す指標にもなる｡文化､文化とあたかも特殊な分野があるかのように考えると'景気に翻弄された一部の企業メセナや文化の一%上乗せ論のようなグリコのおまけのような話になって

しまう｡

現在､市では文化振興審議会が設
けられ､これからの本市の文化の方向性ついて熱い論議が続けられている｡今年度中にまとめられるという報告書に心から期待をするところである｡



特集～わが街なかの挑戦者たち～私たちの願い'文化を通じてたくさんの人とコ(I(ユニケーションを図りたい｡熱く'力強く､今､街なかで活動してみえる方々を紹介しました｡

行動を始めました｡

やがて'様々な人の賛同を得て､

集団には名前が必要だろうということで､｢人生は楽しいものであり､舞台は人生を描-もので"お客様とその楽しさを共有できたら"と考え

者が衣装を用意することも小道具を用意することもなくなりました｡

また､劇団というからには芝居好

きが集まっているように思われがちですが'半数以上が舞台芸術に興味のない人ばか-です｡それでも彼ら

劇団と作品

劇団楽人主宰

伊藤　佑

この度｢劇団楽
人　(ら-じん)｣を旗揚げすることが出来ました｡しかし'劇団を作ろうと始めた訳ではな-､作品を創作したい､上演したいという思いから

劇団楽人と名付けました｡

私ははっきり申

し上げて何も出来ません｡私を知る人は　｢なんでお前が代表?｣と思っていることだと思います｡何もできない割-に悪知恵が働-ので'出来る人達に助けても

｢die Mauer｣のけいこ風景

は自分の専門知識･技術を生かして活動してくれました｡劇場からセット'照明に到るまでをプロに頼らず作り上げることが出来ました｡

私の尊敬する先輩方にも参
加してもらえ'貴重なアドバイスを頂けました｡

全てが順調

という訳では

らおうと考えました｡

助けてもらうにあたって一つの条

件を自分に課しました｡それが　｢自分の得意な分野一つの作業しかしない｣ということです｡これによ-役

-巨･.-　ありませんで

したが'一つの作品を全員で完成させることができ嬉し-忠います｡

特集～わが街なかの挑戦者たち～

音楽に国境なし
～ギターで外国人との共生を!!～

ギター演奏家　高橋　邦男

私がギターを始

めたきっかけは､中学時代に友人が演奏した　｢禁じられた遊び｣を聴い

なかなか扱いに-い友人です｡

ギターを始めてから3 0数年になり

ますが'最近一つのテーマをもって活動しています｡それは単にギター音楽を演奏するだけでな-'音楽を

中学よりギターを始めるo過去3 

回中国で演奏し＼各地で好評を得るo 

その他＼桑名,六華苑での十六積 
コンサート＼パラミ夕コンサート＼ 

ギターフェスティバルなど精力的 

に活動し＼ギター菖楽の普及に力 

を注いでいるoジャンルにこだわ 

らない自由な演奏が好評o 

たのが始まりでした｡ギターは､よ-｢小さなオーケスーラ｣と言われます｡メロディーも伴奏も同時に演奏できt Lかもどこにでも持ち運びができるということから'非常に

十'･:.･::･･ I 'r,壷~L:
名古屋能楽堂にて　中国琵琶･パーカッション奏者と共演

通して何か社会に還元していく､音楽を社会に役立てようということです｡

今､四日市には､

た-さんの外国人､特に南米ブラジル人が住んでいます｡笹川団地には約2千人ほどの外国人が住んでいます｡全国的にも南米外国人との共生が大きな問題とな

愛好者の多い楽器です｡しかし､どんな楽器でもそうですが'追求すればするほど奥深- '

ってきています｡文化や習慣の異なる国で日本人と外国人が共存するには'お互いの理解が必要です｡

私は､そのようなことからブラジ

ルの情熱的なボサノバやサンバの音

楽を主に演奏活動を展開しており､音楽で日本人と外国人の共生を進め､仲良くなるきっかけづくりができないかという取り組みを進めています｡お互いを理解しようとするとき､お互いの国の文化や習慣を理解する必要があります｡音楽に国境はないとよ-言われますが､音楽は'言葉がわからな-てもすぐに仲良-なります｡そのリズムや言葉から国民性など特徴などもよ-わかります｡学校や地域などイベントに出向いて演奏するとその手ごたえを肌で感じます｡

今後も常に'新しい目標と

刺激を自らに与え､人との出会いを大切に社会に役立てられるよう活動していきたいと思います｡皆さんもぜひ応援して下さい｡

私のユニット 

rTOKS｣ホームぺ-ジhttp://15.ocn.ne.jp/～toks/MyPage/menuO.html 



特集～わが街なかの挑戦者たち～

まちかどコンサート実行委員長

柳川　平和

まちかどコンサートは､今年で八

年目になります｡当初は､近鉄四日市駅南の改札口前コンコースで行っていましたが､エレベーターが設置されたことにより昨年から四日市近鉄百貨店さんの正面入り口横をお借りしてやっています｡

毎月行いたいのですが'予算の関

係で毎年四月から七月までの第三金曜日にやっています｡
コンサートの趣旨は､日常生活の

中でいろんなジャンルの音楽に生でふれて楽しんで頂こうというものです｡

ジャズだけしか聞かない人'クラ

ッシックが好きな人などみえますが､雅楽を聴いた-邦楽を闘いたりしてその良さを知ってもらいたいということです｡

出演して頂-グループは'

前もってテープを送ってもらって審査します｡セミプロ的な上手なグループばかりなので､審査は大変で､五時間-らいかか-ます｡

今年は､雅明会という本格

的な雅楽のグループが出てくれました｡衣裳も立派なので､すごい聴衆でした｡また六月に出演したオンド･マルトノという楽器は電子楽器で'四日市市では初めての公演でした｡

私たち実行委員会は､より

よい音楽をより楽しく市民の方に生で楽しんで頂こうと今後も頑張っていきたいと思っています｡

特集～わが街なかの挑戦者たち～

･女子美術大学付属高等学校卒 

･武蔵野美術大学美術科油絵学科卒 

･父母経営の大橋写真館で修業 

･四日市プラザホテルアネックス内フォトスタジオアネックスを独立開業 

･市内商店街に写真館｢カモンイクレツク｣オープン 

･印画紙研究会会員 

･志士営業写真コンテスト｢優秀写真アルバム寅｣受賞 

写真って素晴らしい!

写真家　加門　賀子

私は小さい時

から絵を描-ことが大好きな女の子で'写真館を営む父母の仕事場で幼稚園の頃から'毎日絵ばか-描いていたものでした｡そんな私を両親は中学から絵画教室　(小林藤四郎氏に師事)　に通わせてくれ､高校は東京の美術学校へ入学､大学卒業まで思う存分､絵の勉

強をさせていただきました｡卒業後は､まだ自分は何をやっていけばいいのか仝-わからず､何とな-写真の仕事に入っていったのです｡

その頃の私は､絵画と写真は別の

ものとしか思えませんでした｡ところが写真の仕事をさせていただいているうちに､写真と絵画はカタチは違っても同じものだということが分かってきたのです｡風景や素敵な人物､きれいな花や水々しい果物等々､感動した時のものを絵の具と絵筆で表現した絵と､カメラという機械と光という照明器具で､表現した写真に写ったものには､措いた人の､写した人の心が-感情が‥思いが全てそのまま出るのだということが分かったのです｡

ご結婚のお二人､赤ちゃん誕生の

ご家族､七五三の可愛いい着物姿や入園入学の成長を祝うご両親､成人式の晴れ姿､還暦'喜寿'米寿と人生の大先輩の素敵な笑顔-｡お客様のお写真を撮らせていただ-ことで自分の思いや'幸せであ-たいと願う気持ちを表現させていただいてお-ます｡そんな私は今'とても幸せです｡絵と写真を一体化したアート作品



特集～わが街なかの挑戦者たち～

音楽は障害を越えて　音楽警講師

坂倉　絹子

私のピアノ教室には'いろんな障

害を持った子が健常の子の中に入ってレッスンしています｡その教室に平成八年九月'筋ジストロフィーと戟っている芝崎洗君がやってきました｡手を動かすことがやっとの子が'ハーモニカと出会うことで､自分の力で楽器を演奏する楽しさを知りました｡呼吸して演奏するのにも､私
坂倉絹子 
･音楽教室講師 

･ドレ三キッズ(あさけプラザ4F) 

障害の子の古楽サ-クルo 
･諏訪太鼓｢糊｣ 

障害の子と健常の子と活躍o 
･ミュージックポット 

障害を持った子に理解あるピアノの 

先生方とのコンサート活動仲間o 

達以上に体力を消耗してしまう彼ですが､曲を吹ける楽しさを私達以上に実感していました｡

その彼にチ

ャリティコンサートでギタ

-奏者の高橋氏と演奏する機会がありました｡曲目はお得意の　｢かえるのうた｣と｢もみじ｣　です｡彼は舞台で堂々と二曲をギターの音色と共に演奏しました｡彼の奏でる音は彼だからこそ出せる-そんな音色でした｡会場全体が彼と共に呼吸をし､聞き入っていました｡演奏直後われんばか-の拍手の中､彼は満面の笑顔で答えていました｡この頃の彼は

体調もあまりよくなかったのですが'この日は少しもそのようなことを感じさせない演奏でした｡

演奏終了後ロビーで一人のご婦人

が｢あなたから生きる力を頂いたわ｡ありがとう!｣と声をかけられ､そばにいた私も感動しました｡彼の演奏はた-さんの人の心に感動と活力を与えて-れるものでした｡

その彼も現在'ハーモニカを吹-

体力はな-なりましたが､彼は音楽を楽しむことを忘れることな-､日々自分にできることを最大限､笑顔でアピールしています｡

メリノ-ル女子学院高等学校卒 
武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒 
東京.名古屋.四日市.鈴鹿でソロ､室内楽＼ 
伴奏などで活動中o 
後進の指導にもあたる○クルーブ`M''主宰 
四日市諏訪町在住 

ピアニスト

鶴田麻須美さん

父の転勤に伴い､中学三年の二学

期よ-住むことになった四日市｡高校卒業後､東京での大学生活を終えて帰省し今では他のどの地よ-ここでの生活が長-なりました｡

そんな『地元』と呼べるようにな

った四日市市文化会館で'この五月

に行ったピアノ･ソロリサイタルにたくさんのお客様に来て頂けたことは'私にとってこの上ない喜びでした｡

兎角難解に思われがちなクラシッ

ク音楽ですが'心のひだに深-しみ入るその響きは人間の本質に語りかけ､ある時は共感しある時は慰めてくれます｡五歳から始めたピアノを今も月に一度'東京の師の元に通い修業しているのもその真髄に少しでも近づきたい所以なのかもしれません｡

残念なことに最近では'学校での

音楽の授業時間も減り､益々子供たちの心からこの潤いが失われるのではと危倶しています｡言葉では言い表せない繊細な感情を音楽を通して体験することは､子供達にとってかけがえのない情操教育だと私は思います｡思いやる心を育てるのです｡

そのためには､日常氾濫するた-

さんの音の中で少しでも『本物』　に

接する機会を提供することが必要ではないでしょうか｡

私自身現在'演
奏活動'後進の指導､公開講座の企画､地域コーラスの伴奏等に力を注いでいますが､これからもこのような活動を通して地域のクラシック音楽の普及に､微力ながら貢献できればと思っています｡

ナ

新文化会館の建設に向けて 
賃金nンI{活動にご協力を.I 

21世紀部会では､5年先に実現を目指すための青写真を作りますo 

四日市市文化協会21世紀部会小森秀幸 



鯵馳囲帝展真偽療始嚢あここ十年の市民文化祭

～今後の課題､視点は何か～

第5 4回を迎えた市民文化祭は､間

もなくオープニングです｡全事業内容を記したプログラムは'文化会館など市の施設をはじめとして､市民の皆さんのできるだけ身近なところにお届けさせて頂きます｡
この市民文化祭は､市の中心部に

ある文化会館を主会場にして､ジャンルの違った催しを月1､2事業'年間を通じて開催しております｡

市民文化祭は'市民参加主体の｢市
民文化フェスティバル｣と加盟団体

(者)　中心の　｢部門別文化祭｣　の2つの形態で毎回2 0事業程度を展開しています｡

後者は'協会の中にある2 2の部門

に集う出演　(展)　団体が'文化祭要項に基づいて事業内容を企画立案して'市民の皆さんに出演　(展)､参加を呼びかけて開催しております｡
この部門別文化祭では､近年､み

え県民文化祭と合同開催したり'異なった部門同士で開催を試みたり､また2㌧　3事業を特別企画として認定して記念行事を催したり'昨年の洋楽Ⅱ部門の四日市交響楽団と舞踊Ⅲの石井バレエによる　｢-るみ割-人形｣仝幕公演を実施したり､市民が主体の実行委員会に協会が委員として参加する形で､新人発進イン四日市主催のコンサート　｢ちょっとお酒落なコンチェルト｣　の開催など､

将棋 
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l呈宗.Z話芸讐琵琶 
〒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 

市民の文化的パワーを柱にしながら様々な形態を模索しっつ実行しています｡

前者の　｢市民文化フェスティバル｣

は'文化会館を2日間'全館使用して楽し-お祭り感覚で軽いテーマ　(今年は､元気な文化との出会い)　を設けて､舞台や展示に分けて参加団体
(者)　を公募し､参加者による実行

委員会を組織Lt　話し合いにより事業内容を決めて行っています｡

ちなみに､総事業費は概算で千五
百万円　(内､市からの委託金四百万円､残-は加盟団体と参加者による参加費などで充当)　位です｡昨年は参加二百団体　(者)'入場者数三万七千人でした｡

今年の市民文化フェスティバルは

1 0月2日　(土)　3日　(日)　です｡

現在､出演団体　(者)　を募集中で

す｡

また当協会10周年記念事業として
1 2月1 9日　(日)　14時30分､四日市

市文化会館にて　｢もういちど四日市で第九をうたおう｣　の成功にむけて､全力投球しています｡

募集した合唱団員は2-0人'いよい

よ7月3 1日に市長を迎えての結団式と第一回目の練習が始ま-ます｡ご期待-ださい｡

(副理事長　西村　邦彦)

･-小窓の演出から了-/-------
ノヽ

増改築まで｣
総合インテリア

片　　岡監雷詰慧監東　3丁｡_8_22
TEL　(0593) -46-7933(代)

FAX　(0593) -46-7913

E-rTlaiI: K-Kataoka@rnx.baycky,neJP



やっぱりE)日市+.Q好き-･JJJ
市民のみなさんとごl緒に楽しめる

部門文化祭にします!

田　　　団　　総合会館視聴覚室民話を語る会
～つくしの会～

券円

9月2 6日胤は雰～糾2

●●●●●●●●●●●

民話を語る会｢つ-しの会｣という

のを発足して四年程になります｡

四日市という地に埋もれている昔か

らの伝説を見つけだLt何処かで語る機会があればと望みを託し発足いたしました｡

語り部という話術を身につけ聞き手

の想像力をかきたてることができたら-と'一カ月に一度ですが'会員が集まって､会員自身自分で語りたいと思う作品を見つけて会員の前で語り'感想･批評などし合いながら練習に励んでおります｡

そして'平成十六年九月二十六日総
合会館八階視聴覚室にて｢語る会｣を開催する運びとなりました｡今その目的に向かって練習に精進しています｡

(演劇　山本淳子)

●●●●●●●●

田　E3　Ⅷ　　第二ホール
マリンバフェスティバルMIアンサンブルの祭典-

…1 0月2日拙1 4時～1 5時30分

入場料

500円(当日700円)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

今年度の市民文化祭に'洋楽Ⅲからは､

マリンバが出演することになりました｡近年､マリンバはアンサンブルが好まれるようになり'当教室も'講師で構成している"マリンバトリオ∴ンユティム"をはじめ'子供たちで構成している　〝中日マリンバキッズ"社会人で構成している"フラワーマリンバアンサンブル" ｡その他にも'中･高･大学生によるアンサンブル等｡いずれのグループもマリンバを愛し'練習やステージで楽しさを共有しています｡

今回は'会場の皆様にもその楽しさ

を心ゆ-まで味わっていただこうと'選曲やイメージづくりに会議を重ね'『マリンバアンサンブルの祭典』として出演することにしました｡

(洋楽Ⅲ　藤井　聖子)

文化交流部門の四日市社交ダンスサ

ークルです｡

今年も恒例の市民文化祭の一行事と

して行われる第十一回市民社交舞踏会が十月に開催されます｡

社交ダンス愛好家の皆様'私達ダン

スサークルの舞踏会で素敵なダンスを踊って楽しんでみてはいかがですか｡又社交舞踏会で知り合えた多くの方々との交流も大切にしていきたいと思っております｡

社交ダンスは一見､マイナーな趣味

のようで実は一般市民の間に定着しているカルチャー活動のひとつになっているのではないか､と感じています｡

社交ダンス愛好家の皆様のご来場を

お待ちしております｡

(文化交流　北村　勝)

四日市市文化協会に席を置-私達に

とって豊かな生活'豊かな心でいたいと願っています｡

現在は科学'技術が発達し'子供か

ら老人までパソコンや携帯電話のメールで話をする時代です｡これもこれからは必要なのでしょう｡しかしバブル



がはじけて日本の景気も一向に好転しません｡でも我々伝統文化に携わっている者として､温故知新､の精神で伝統ある文化をもう一度見直し'一人でも多-若い世代の方々にも参加して頂き共に楽しく花を愛し'日本の自然を愛し､今年も素晴らしい文化祭になるように努力して行きたいと思っています｡

(専正池坊　北川　春堂)

第三回四日市短詩型文学崇郷土文学ゼミナールみえ県民文化崇と市民文化祭の合同開催講演会とシンポジウム日月3日㈲1 4時～入場無料(参加費要のところあり)

第1 -3会議室､和室
第3･4ホール

●

●●●　●●●　●●

●●●●●●●●●●●●

郷土文学ゼミナール

郷土作家顕彰会

四日市は文学士壌豊かな地です｡五

～八月の第三土曜日'午前十時から文

化会館第二ホールにおいて'郷土ゆかりの作家･作品を(　)内の講師が鋭意'紹介していきます｡

①岩成達也ら現代詩人　(詩人･津坂

治男)②歌人･中村徳之助(歌人･大井力)③小説家･近藤啓太郎(評論家･岡正基)④俳語師･片岡白華と安垣相泉(評論家･志水雅明)なお'⑤文学散歩～長島の大智院･願謹寺(曾良研究家･岡本耕治)　を九月十一日午前九時から現地で予定｡ただし'各回とも参加費は五百円です｡
さらには'十月三十日　(土)午後一

時から'総合会館8F視聴覚室において､明星派歌人の董月一露･太田軽舟の顕彰会も開催予定です｡

(文芸評論家　志水　雅明)

大正琴｢マリオアンサンブル｣映画音楽･ポップスなど親しみのある曲を大正琴の哀愁を帯びたサウンドで､心地よく演奏したい-

､　L

小崎さと子さん

｢マリオアンサンブル｣｡平成11年
に結成された大正琴のバンドです｡リーダーは小崎さと子さん｡四日市近辺を中心にライブ演奏を-りひろげ､昨年のライブは2 6回にものぼ-ました｡月2回のペースです｡大きなステージでの演奏のほか､病院､福祉施設の慰問や近鉄四日市駅ホールでのまちかどコンサート､地域の夏まつりなど積極的に参加しているのでいちどは聴いた方も多いのでは

O｢大正琴｣というと哀愁を帯びた
音色で､古賀メロディーやナツメロ

を連想しますが｢マリオアンサンブル｣が主として演奏する曲目は映画音楽やポップスです｡そのモダンな演奏スタイルは｢これがあの大正琴?｣と思わず聞きなおしてしまいます｡

メンバーは通常'ソプラノ　(大正

琴は音程の高いパートはこう呼びます)　二人'アルト'テナー'それにベースギターです｡ライブによってはアルトサックスなどを加えて演奏にバリエーションをもたせています｡

小崎さんはこのマリオアンサンブ

ルの他'あさけプラザ文化サークルの　｢ライリッシユ.m四日市｣という大正琴の代表でもあり､小学校でのクラブ活動として大正琴を指導しています｡
｢もっと若者に興味をもってほし

い｣｢新しい演奏形式を求めたい｣｢もっと多くの人たちと楽し-演奏したい｣‥と､大正琴にかける意欲はなみなみならぬものを感じました｡

(リポーター　伊藤　洋史)



パッションひろば.

t

大井　力選

ふきのとう短歌会ライトバンに子を乗せて牛乳を配りくる人の笑顔を朝々に待つ

長崎　清子

墓の下の夫に頼むもはかなかり子等また孫の行末のこと

伊藤　光子

｢おばちゃん｣と声を掛け来る幼子に｢おばあちゃん｣よと返して笑う

小山　たか

思い立ち茶畑の草抜きに出でたちまち疲れ木蔭に休む

伊藤すみを

市に出す秋蒔き野菜の種選ぶ去年の売り上げの傾向を見て

服部小ふさ

新しき道を渡りて町なかに残りたる田に蛙鳴くこゑ

岩谷きぬえ

ウインドウに映るくの字に折れる腰まさし-吾のいまの姿ぞ

伊藤　貞子

餌を食まずインコ逝きたり薬袋の｢ピーチャン｣といふ名前残して

∴.〉　　　　　　　　　　　　　前田千鶴子

テニスする爺と涼馬ボール追ふ強き西風の吹き過ぐるなか

久世　久美

離れゐし首つながれて石価は口元を締め吾を見おろす

丸々　風子

据付の望遠鏡に覗き見る塩-金星にならぶ二日月

松野　好子

背中丸くなりしを姿見に写し母の齢に近しとおもふ

杉本三江子

飢ゑてゐし吾が少女期には聞かざりし十一歳の少女が人を殺むる

下村　幸子

五日の旅より戻りて眺むる紫陽花の紫紺深まり雨滴にかしぐ

服部ケイ子

一人居の寂しきときにベル鳴りて受話器の奥に孫騒ぐこゑ

小川たみ子

短歌むつみ会雨空に耳馴れぬ噸りは何鳥か今朝の声は｢ゲンキダセダセ｣

村上美津江

松の間にながめし忠魂碑こぼたれて吾等拝みしものの消えゆく

人見百合子

こぶし大又最小は一円玉バラの花見るバラ展に来て

内山惰甲枝

羅漢さまの表情が今に問い掛くる｢てる子｣よ何を信じ過すか

高橋てる子

夫ののち全て枯らしし山野草の空鉢にあふるる雑草の伸び

人見　賢子

海軍兵曹としるす大きな墓の前訪ふ人を見ず供花すらもなし

国分　恒子

白々と花を見たるは三日前はや垂且の英連なりてゐつ

築川みゑ子

木立なかの落葉の斜りにうつむきて花びら反らすカタクリの花

荒木美代子

信ずるもの守るべ-この壬生寺に集ひし隊士か百三十年前を

水谷　葉子

とよの岬短歌会いまに土葬の墓地に蒲公英咲きみだれここは渡来種いまだ来らず

坂寄　吉男

病み臥る晩年の今の倖せぞかたじけな友また友のみこころ

生川千代子

村祭りの職破れしがきっかけに又ひとつ伝統行事消えたり

樋口　祥巳

はしあとの残れる英に確かなる実入りを知りて魂豆を摘む

鈴木千代子

お泊まりもこれで最後とドア越しに少年は気持ちの区切りを言ひぬ

渥美　同子

孫二人育てし膝の乳母車友として畑に物運ぶ日々

鈴木　正子

泣きながらゆ-幼子が泣くことを忘れし吾の傍へ過ぎたり

渥美　輝子

テレビ消しカーテン閉ぢて文を読む寝る前に吾に返るひととき

堀木　愛

百人に近き教え子七十七歳それぞれよき児集ひ-れたり

大井　好走

逮-かすむ山の緑に点在のおぼろおぼろの山桜花

菅沼富紀子

風邪の子に昔話をもうひとつこたつに話す外は風吹く

黒川　陽子

浜茶屋の客去りし卓の片隅に残されし浅刷の汁に日が差す

森　　信久

北勢短歌会休耕を解かれてトラクターに田を掻ける野良着の夫が泥しぶき浴ぶ

一木　玲子

足ひきてステッキに頼るべくなりし友があでやかに装ひて来ぬひヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮揮はるの他人の田に落としてはならぬと教はりき長けし草刈るながき畦道

伊藤　節子

筒に糠と山板を付けて配るありし日の父を誰彼のいふ

小寺　朋子

手摺りつけ段着なくしてくるる子に気遣ひうれし少しく寂し

高橋きよ子

三月号に句作残して逝きし友をケーブルテレビ告ぐる四月の二十日

筒井みつ江

舟形に挿しし芋宙首上げてさみどりの芽をはや空に向-

出口　うめ

嫁ぎ来て夫と二人に植ゑし木々残りてひとり芽吹くを仰ぐ

伊藤　きく

夫の絶ちし歌を続けてゆかむため言いたきを呑み臥所にいりぬ

宮木　みち

㈲民族衣裳文化普及協会

いつでも入会OKです｡

かんたん着付赦量
手持ちのもので練習･見学可

認定講師内　田量子
〒510-0096　四日市市中町9-5

TEL.52-6390　FAX.52･6391



かな量目道サークル

書くことの楽しさ

中ロ晴舟さん

自分を表現できる大切さに熱中

小学校時代から書道を始め'現代
も大学時代の先生に指導を受け勉強中という中ロさんは'四日市'鈴鹿､亀山など数カ所でかな書道のサークル活動をされています｡

｢サークルでは､まず字が下手だ
というコンプレックスを解消していきます｡2-3カ月で､ほとんどの人は解消します｡それから'自分の字にあった自分らしい作品を作ることで'字を書-楽しみを兄いだしてい-のです-｣中ロさん自身､字が苦手だったと言い､苦手な人の気持ちがよく分かるとおっしゃいます｡

教授する内容は､実用のものと､

細かい筆を使った｢かな文字｣｡｢いろんな材質の紙を用い､和歌や俳句､詩'文章などを書きます､額や表装もデザインLt　その人らしさを大切に作っていきます｡｣

文化協会の美術展など'年に3-

4回の発表の場があ-､ご自身もお母様が措かれた絵にかな文字を添えて､作品を制作しておられます｡
パソコン'メールの普及などで､

字を書-ことの減った時代に､書-ことの楽しさ'自分を表現できることの大切さを語る中ロさん｡周りと競争するのではな-'自分のペースで作品を作-､かな文字を通して自分の手から出るものの良さを伝えたいと語るその言葉に､自他ともに悪筆を認める筆者も心が動かされました｡　　　(リポーター　石井　亨)

中ロさんの作品

(絵は前川京子さん)

7R Open

ヨガ教室

占い教室･占い鑑定

詩研究会

もじ屋カルチャー教室
杉崎允彦

-全予約帝

TEL 0593-8411 770

鈴鹿市白子本町6329-1 8

もう一度第九をうだおう!へのメtDt:-5'

セントラル雲型讐芸望池田逸雄

音楽の楽しみ方はいろいろありますが､大きく分けて『聴く』と『演奏に参加

する』とがあります｡ 『聴く』ことは気軽に出来ると思いますが､通常､一般の方々

が交響曲の演奏に参加することは容易ではありません｡専門家以外はほぼ不可

能です｡
ベートーベンの交響曲第九番『合唱』は音楽史上最も偉大な作品であり､最

も演奏される機会の多い作品でありながら､一般の方々も演奏に参加できる希有

な作品です｡

私はオーケストラの一員として､過去何度も第九の演奏に参加してきました｡

毎回思うことは★第九は真に偉大な芸術である｡ ★毎回新しい発見と進歩があ

る｡ ★人の声は最高の楽器である｡という点です｡合唱での参加は､かなりの

練習を必要とはしますが､コンサートの本番での感動は得がたいものです｡オー

ケストラの中にも『本当はコーラスで参加したい』と言う方がたくさんいるのです｡

かく言う私もその一人です｡

シラーの詩『歓喜への頒歌』の世界をコーラスとオーケストラが心を合わせて

歌いあげることが出来るように頑張りたいと思います｡

もういちど四日市で第九をうたおうのホームページ 
ホームページ担当伊藤洋史 

もういちど四日市で第九を歌う取り組みの団員も集まりいよいよ本格的な練習がは 
じまりますoこの取り組みのため専用のホームページを開設しました○合唱団員のか 
たはもちろん､鑑賞していただくかたにも楽しい内容にしてまいりますoご期待くだ 
さいoURLhttp://www2.cty-net.neJ'Prybk-jimu/index.html 



平成1 6年7月～日月1 5日

お問い合わせ先　西村邦彦　T･0593-54-0625

民族衣裳普及協会7月中旬会　場　四日市･津主　催　民族衣裳文化普及協会
ゆかたコンテスト膏　ミス､ミセス､ペア募集

お問い合わせ先　内田量子　丁･LLO593I52-6390フォト十彩(とおさい)風景写真研究会写真展7月1 6日～1 8日　9時～1 9時会　場　四日市市文化会館　第3展示室主　催　山下茂樹風景写真実践教室参加者　山下茂樹風景写菖【実践教室受講者料　釜　無料入場者　1000名　　対象大人

第9回小原芳美バレエスタジオ発表会｢夕涼みバレエコンサート｣7月30日(塞)　1 8時～20時会　場　四日市市文化会館第2ホール主　催　小原芳美　バレエスタジオ後　援　E]日市市教育委員会･中日新聞社(予定)料　金　無料お問い合わせ先　小原芳美バレエスタジオ

T･F 0593-22-4782

内　容　ヴアリ工｣ソヨン中心にオリジナル｢バルセロナの広場にて

第1 0回みえ県民文化祭｢将棋フアンの集い｣7月24日(土)1 0時～1 8時/2 5日(日)1 0時～1 7時会　場　四日市市文化会館　第3ホール主　催　｢将棋部門｣実行委員会料　釜　無料

三重県青少年地域ふれあい活動促進事業｢昔の出る地図づくり｣指導者養成講座
7月3 1日(土)会　場　三重県総合文化センター及三重大学建築工学科主　催　ブンテックNP〇･地域交流毒地図チーム後　援　三重大学建築工学科(音響学)､サウンドスケープ協会-∩三重料　金　無料参加者　教職者､子供会役員､高校生､大学生､一般　(3 0名)お問い合わせ先　西村昌子　T･0593-21-9867

F･0593-22-0320

混声合唱団コール歌書　第二十一回定期演奏会8月8日(日)会　場　四日市市文化会館第1ホール主　催　涙声合唱団･コール歌毒後　援　四日市市教育委員会･(財)四日市市文化振興財団料　釜　大人千円､当日千三百円お問い合わせ先　団長中西偉雄　丁･LJ.0593-45-4180民桶と舞踊のつどい9月23日(木)　1 0時～1 6時30分会　場　四日市市文化会館第2ホール主　催　九重会後　援　E]日市市教育委員会･中日新聞社料　釜　無料お問い合わせ先　中村千重子　T･0593-51-4455

･:I ,),･'･f::立

日本舞踊常磐流　秋のをどり9月2 5日(土)会　場　四日市市文化会館第1ホール主　催　常般喜石後　援　中日新聞社料　孟　無料お問い合わせ先　常般至扇丹　T･0593-31-5348

市民文化フェスティ川レ 
～元気な文化との出会い～ 

10/2(土)10:00-18:00慧 3(日)10:00-17:00文化会館全館 

かなえ字､実用文字､ペン字
サークル易募各

場所:四日市市文化会館
時:水曜13:00-15:00 (月3回)

木曜18:30-20:00 (月3回)

8月より新サークル

木曜　20:00-21 :30 (月1回の少人数サークル)

字がにがてな方､コンプレックス解絹のチャンス./連絡先52-1643

(中ロ)



文化協会加盟団体活動報告蓮かなる悠久の時をこえ'
平安王朝｢源氏物語絵巻｣

実演に参加して

民俗衣装文化普及協会‥つてご存

じですか?｢日本の伝統文化を広-

斎王まつり

理解してもらおう｣という文部科学省認可の法人です｡毎年､様々な公的イベントやセミナーを国内はもとよ-､ニューヨーク､ボストン､ハワイ､パリ'オーストラリアなどでも積極的に開催しています｡

新緑の美しい去る五月九日'新潟

市芸術文化会館-ゆ-とぴあ能楽堂にて､装束より垣間見る源氏物語絵巻の実演に参加して参りました｡

田園風景の広がるのどかな町で､

少し小雨の中'とてもロマンチックな気分で平安時代にタイムスリップをして頂きました｡

秋紅葉の頃､名古屋･三重県のど

こかで､貴女がモデルとして参加をしてください!タンスの中で眠っている着物-をご自分の手で掘り起こしてみては如何でしょうか-｡

(財)民族衣裳文化普及協会

内田　量子

《編集後記》

☆熱-､輝-夏の到来です!素晴ら
しい催しに参加してみませんか｡

☆この季節､夜空は感動の宝庫･･･

市立博物館は楽しみの宝庫･･｡
☆広報新部員は､笑顔とキラキラの

瞳です｡新しい　｢パッション｣　へご期待-ださい!
☆感動は私たちを元気にしてくれま

すね､ご提言､原稿をお待ちしております｡　　　　　　　　(延)パッション第二十四号●発　行●発行人●編　集

平成1 6年7月1 5日木村道山文化協会広報部会
石松　延伊藤洋二山本淳子小原芳美

石井　亨内田逸子北村　勝山口香魚

●発行所

四日市市文化協会

〒五一〇-〇〇五七四日市市昌栄町二一-一〇TEL･FAX〇五九三　(五一)　三七二九

再生紙使用

第11回発表会10月24日(日)

楠町福祉会館

尋神線番神谷
家え　尋神美龍
TEL 0594-31-2815

四日市にオー7ンしました

血MjZUNO G^S
フリザイヤル0720-8;-0278

(育)水野石油店
四日市サービスステーション

〒512-0934　四日市市川島町5391

http://www 1 2.ocn.nejprlpmizuno/


