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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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元気な四日市が好き//
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四日市市文化協会
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休診El/日･祭日･土曜午後

た｡二回公演は大盛況の内'終える

ラの夕べ″なる演奏会が実現しまし 発信イン四日市ちょっと素敵なオペ

れ (20 2年1 2月) ついに〝新人

いです｡

て関わらせていただき'その年の暮

の手紙が四日市 文化協会との出会 弾んだのを覚えています｡この一通

もしろいことが始まりそう｣と心が 絶句しながらも'私は内心｢何かお

それから一年近く'実行委貝とし

に大胆'且つ未知なる内容に思わず 信したいのでお集り下さい〟あまり

〝四日市からクラシッ音楽を発

我が家に一通の手紙が届きました｡ 住まいに引っ越し'てんやわんやの
1 6年住み慣れた居所から'新しい

四年前の
出会いから

JJLI隼llJijの山会いから

声楽家

馬場

浩子
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･
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特集〜郷土の文豪丹羽文雄〜
先生の思い出の一片

藤浪

敏雄

名誉市民･丹羽文雄先生と四日市

志水

雅明

丹羽文学の母胎

津坂

治男

23456

記念室オープンに向けて
市民文化誅
丹羽文雄氏の生誕の地･崇顕寺を訪ねて 石松
延
文化協会の方々はその影で支える

題も持ち上がってきます｡四日市

します｡時には胃が痛むような難 仕事は大変なエネルギーを必要と

支えるプロデューサー､スタッフの

させるため'企画の段階から､裏で れる世界です｡が'その舞台を成功 やかで'観る者にとって夢を与えら

ていただけたようです｡

しめる舞台は大変､お客様に満足し

もり″ のハイライーを披露して'楽

‑'ベテラン陣がオペレッタ 〝こう

験ができましたLt新人を支えるべ ペラアリアを歌えるという貴重な体 望な声楽家たちはオーケストラでオ

ことができました｡出演した将来有

舞台というのは洋楽に限らず'華

わくわくにんげん熟きひと
顧客満足とは

宮崎酒造社長

宮崎

由至

彫刻家

近藤

英子

俳人

川島

雨龍

西田

青沙

市文化功労者

78991 0

評議員会のご案内

パッションひろば｢連句｣

声楽家

第56回市民文化祭始まる

馬場 浩子

いできれば大変嬉しく思っています｡ ではありますが一市民としてお手伝

風景写真研究会｢フォト十彩｣ 写真展伊藤 洋史
第14回能楽を楽しむ会
赤井 重規
第1回四日市2006アート展
まちなかのギャラリー
｢四郷版画館｣
活動報告 新春の集い

ませた気持ちを忘れずに'私も微力

います｡ 標的な役割を果たされるよう願って

四年前に届いた一通の手紙に心弾

豊かな街'と成長していく上での道

を続けられ'四日市が元気な街'心 真の文化が根づ‑ような地道な活動

と発信されています｡ 労力なしでは成立しない事業を次々

今後もグローバルな視野と地元に

サートなど'情熱プラス惜しみない

大成功を収めている ク第九ク のコン

二年前より大勢の市民参加によって 会〟 で三回目を迎えられていますLt

クモ‑ツァ〜生誕250年記念演奏 信のシリーズはこの三月に催される

なされています｡その結果､新人発

もらいたい一心で清 し‑仕事をこ

受けとめ'広‑音楽の良さを知って

〝縁の下力もちクをポジティブに

加藤

武

小坂芝伊石 原井田藤井

喜 尚洋 夫兵輝史亨

111111 455678

秋深まる古都へ親睦旅行
訪問レポート(丑｢華道家元池坊四日市支部｣
訪問レポート(彰｢四日市風の谷ウインドアンサンブル｣

文化協会の加盟団体･後援イベントご案内
(平成18年3月〜平成18年7月)

加盟団体〜活動報告〜
文化サポート部に入って

表紙

南郷

卓宏

･ ･ ･20

春光に輝く市立博物館･ ‑(N･Ⅰ)
カット:山口香魚(敬称略)

四日市市文化協会に関するお問い合せや､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 四日市市昌栄町21‑10 ｢市民生活課分室｣内
T E L･F A X 059‑35 1‑3729
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)

特集〜郷土の文豪丹羽文雄〜

名誉市民･丹羽文雄先生と四日市

の'先生の思い出は数多い｡ のモニユメンー作りにか わった間

ぐれ'だん と先生を身近に感じ 紙･電話での応答で､私の緊張もほ 象が強かった｡その後'度重なる手 虹倒され'ちょっと近づきがたい印 会いしたときは'大御所的な風格に

三鷹の丹羽邸ではじめて先生にお

丹羽文雄記念室と'鵜の森の句碑

特集 〜郷土の文豪丹羽文雄〜
日本文芸家協会会員
著書『文学碑とその風土』 ･ 『発掘 街道の文学』
(1･2集) ･ 『酒水俳話の雄

片岡自筆･安垣相泉』 ･

『天折の月光詩人 東光敬』などのほか､ 『四日市
市史 通史編近代』 ･ 『同通史編現代』 ･ 『多度町
史』 ･ 『菰野町史下巻』 ･ 『楠町史』 (以上､分担執筆)

など

として描かれたことであった｡

して'また失われゆ‑故郷の原風景 の花｣が'丹羽文学のキーワ ドと

志水
で｣をはじめ多‑の作品の中に｢菜

象徴的なことでもあったといえる｡

勲章を受章｡ のことで'前年の昭和52年には文化 著な貢献をされたことが認められて 学活動に'しかも長年にわたって顕 の大御所として'文学界の発展と文 とであった｡一方の丹羽先生は文壇

して発展してきた四日市にとっては' 民推挙は'特に戟後'商工業都市と

丹羽先生の文化勲章受章･名誉市

それは､初期の名作｢菜の花時ま

き‑寄与した功績が称えられてのこ

である｡ 午) の四人で'現在ではすべて故人

市名誉市民
文化勲章受章者

雅明
(同5 1年)'そして丹羽文雄氏(同53

丹羽

藤伝七氏 (同34年)･吉田千九郎氏 は'吉田勝太郎氏(昭和30年)･伊
これまで名誉市民に推挙されたの

先の三氏は市政や産業の発展に大

をわざ 書き直して送ってくださ 葉書の宛名の誤字(藤波の波を浪に)

一方で'私の図書館長就任祝いの

に｣との積極的な希望も強かった｡ 一本の棒ではな‑'丸‑大きいもの あり'第二倍として ｢折角の句碑' 面々と ｢句碑の件よろし‑頼む｣と て､便隻二枚ほどにわたる手紙に'

文雄氏
なさったのだと思う｡ 建立にあたっては'私を随分頼りに るようになった｡とりわけ'句碑の

今までの電文めいた葉書とは違っ

適折のl片遜藤良敏雄

ひとりではないであろう｡ 市の展望が開かれるとも思うのは私 一度再認識することで､今後の四日

務められた｢人間･丹羽文雄｣を今 川賞をはじめ数々の賞の選考委員を 賞ほか多‑の賞を受賞｡一方では芥

『親鷲』 『蓮如』を発表し'野間文芸

編で帰らざる故郷を措くのであった｡

その後は多‑の話題作や宗教小説

｢ある喪失｣｢青春の主題｣などの短

の原動力にもなったのである｡ 郷の念が燃え続け'それが作家活動

そのため'昭和十年代前半までは

もの '丹羽先生の胸中には常に望

ないであろう｡ れていたが'そのことを知る人は少 相場｣と並び'全国にその名が知ら

作家を目指して四日市を出奔した

は｢仕切相場｣として大阪の｢地方 た｡昭和初期までは四日市の油相場 は四日市の重要産業のひとつであっ

は｢伊勢水｣とも称され､明治期に

｢菜の花｣から採られた｢菜種油｣

ことのようにしか思えてならない｡ った仲睦ましいお二人の姿が昨日の

よ｣とおっしゃる奥さん｡お元気だ 間続けて'自信もってやってますの 大皿いっぱいの野菜サラダ｡四十年

ンゴとニンジンのジュース､それに 健康づ‑りは私の日課なの'毎朝リ

ね｣と先生が目を細める｡｢主人の

が私より本のほうでは有名になって 料理が話題となった｡｢近頃は家内 生は始終ご機嫌で'健康と奥さんの

できて満足していただいた｡

句碑除幕式前日の晩餐の席での先

る心遣いもして頂いている｡

結果的にはご希望に副えた句碑が

特集〜郷土の文豪丹羽文雄〜
には本市の名誉市民となられました｡ 和52年に文化勲章を受賞され'翌年

市立図書館内に設けられていますが､

の確立にも貢献されました｡このよ

うなさまざ な功績が評価され､昭

特集〜郷土の文豪丹羽文雄〜
I‑1

制度の創設等'文学者の社会的地位 れました｡また'文学者の健康保険 等の数多‑の文学者を世に送り出さ 戸内寂聴氏や吉村昭氏'津村節子氏 人誌を主宰され'現在'活躍中の瀬 力され'私費で 『文学者』という同

現在､丹羽文雄記念室は'四日市

和期を代表する大文豪でした｡ 流行作家として活躍され'日本の昭

した｢鮎｣で文壇デビューして以来'

れ､昭和7年に 『文糞春秋』 に発表 市浜田町の崇顕寺の長男として生ま
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丹羽文雄氏は'明治37年に四日市

文学者を目指す後輩の育成にも尽
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丹羽文学の母胎

記念室のオープンに向けて市民文化課

津坂

治男

日本現代詩人会会員･日本文芸家協会会員･朝日カルチャーセ
ンター講師｡著書 詩集『石の歌』 ･ 『大きくなったら』 ･ 『パラ
ダイス』 ･ 『新町小学校』評伝『津坂東陽伝』 ･ 『鎮魂と癒しの
世界 評伝･伊藤桂一』ほか
範囲だった｡ 園) も行動 森神社 (公 った｡鵜の までよく行 て諏訪公園 辺‑を通っ 居たという

頃'寺の裏 た昭和七年 日市を離れ

生母が一時 丹羽文雄の 知川沿いの から'阿瀬 崇顕寺の前 ともある｡ 田にいたこ 下宿Lt 浜 は四日市に 年代半ば私

昭和三十

文雄が四

‑1I
‑I1+
‑1･̲

ただけるような工夫を行っていきます｡ 等'幅広‑市民の方々に親しんでい

策路も掲載したリーフレッ‑の作成 の森公園の句碑､博物館をめぐる散 うな取り組みや､実家の崇顕寺や鵜

羽文雄 学に親しんでいただけるよ

産となるようにしてまいります｡ 先人の功績を偲び'市民の誇りと財 の偉人丹羽文雄氏を顕彰Lt偉大な

定しております｡また'中学生に丹

サルビアギャラリーの場所に'郷土 部分を移築･復元Lt博物館の3階 たことから､玄関から応接間に至る

間が 『文学者』 の合評会の場であっ

なお'オープンは本年12月頃を予

した｡

ある邸宅と美術品等の寄贈を受けま

‑I1

今回'ご遺族から東京都武蔵野市に

にあるが'四日市はその後工業都市 が蒔いた麦が育つ情景が小説『青麦』 残っていた｡焼跡の土台石の間に弟 しか 'よき時代の雰囲気も随所に の炎が夜空を焦がしはじめていた｡ ていたというが､私が居た時は煙突 から海山道神社まで菜の花畑が続い

整備にあたっては､丹羽邸の応接

丹羽文雄記念室

でも過ごせた私は幸せであった｡ の'いわば文学の母胎の中で短期間

も盛ん｡ も建った｡市も関わっての顕彰活動 の花もあり父の顔｣ の文学碑(写真) れ'鵜の森公園には ｢ふるさとは菜 年t Lかしこの間､崇顕寺も整備さ

生きる意味を問い続けた丹羽文雄
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四日市市立博物館3Fサルビアギャラリーに12月オープン予定

I r■ 7. /

が訪ねても来たらしい｡ 小説もある｡寺の自室に諏訪の女性 輩と自転車で垂坂山に登ったという

私が四日市から転居してから四十

で丹羽文学などを学んだ｡ プもいくつか生まれ'私もサークル として発展｡ただし'文学のグルー

追いつ‑場面もあった｡卒業後'後 歩しかな‑'羽津の向こうで友達に かれている｡富田中学へは汽車か徒 催の行事が駅前で開かれたことも描 も人通りがあった｡早稲田の学生主 が表玄関で'蔵町から午超にかけて 駅の辺‑も登場する｡大正時代こ

文雄の小説には'今のーR四日市

特集〜郷土の文豪丹羽文雄〜
%｡若い女性の参加も増え'うれし

き酒の全問正解率は史上最高の十五 ロたじ の質問が続出｡今年のき

ね'卒業生は二千名を数える｡ が開講された｡二十二年の歴史を重 只中'二月四日に恒例の日本酒大学

丹羽文雄氏の生誕の地

十月から始まった酒つ‑りの真っ

年々受講生のレベルが上がり'プ

顧客満足とは

〜崇顕寺を訪ねて〜
と言いましてナ' 法名を[海寿院文雄] 七歳で得度され'

｢兄さんはナ'満

雄氏の生誕の地です｡ 郷土の文豪丹羽文 お寺｢崇顕寺｣は' 鵜の森バス停前の

て下さい 頃のお話を聞かせ 文雄氏の子どもの をお訪ねしました｡ 房雄住職(92歳)

そのお寺に弟の

国道一号沿い'

ぷんゆう

ってきたのは経木｡おにぎりを包む
｢あれかもしれない｣

香りがする｣ かしかすかに木の 酒にぴったり｡し

げた｡ 板さんも首をかし いでしょう｡私も

しい｡繊細な日本 験である｡｢おい

ちろん彼には初体

そんなわけはな

ード○

んだ折りのエピソ

参加された｡ スター'ジエラード氏が飛び入りで

肴に日本酒を楽し

い限りだ｡

な酒の審査機構tB･T‑のテ‑

やった‑これもお寺に生まれたご たい!そういう願いの方が強い人 の文学者を育て'お世話していき やったナ｡自分のことよりも大勢

今年はシカゴに本部を置く世界的

前夜'彼と鮪を

白魚がでた｡も

今のご心境は へ行‑ように言われましてナ‑｣ の電報があり‑急速高田専門学校 籍しておりました｡〝すぐ帰れ″

｢兄さんはナ'なかなか立派な人

その時私は伊勢の神宮皇学館に在

｢兄さんがお寺をやってい‑んで'

出られたと､お聞きしましたが 文雄氏は小説家を目指して僧門を 園でよく遊んだと聞いております｣ 元気な子どもで'近‑の鵜の森公

板さんが持

宗顕寺

言を聞くために‑｡

一瞬の手抜きも許されない｡

を使うか｡発酵温度はどうか｡ まで上げればい のか｡酵母はどれ 今年の米はどうか｡精白歩合はどこ

では続いている｡ ながら'今日も地道な酒つ‑りが蔵
お客様の ｢おいしい｣というひと

さまざまなファクターに気配りし

折りしも大吟醸仕込みの最盛期｡

待にどう応えるかが問われている｡ みならず一般のユーザーの方々の期

点になり'しばし言葉も出なかった｡

お客様の舌は正直である｡プロの

私と板前氏'あまりの喚覚に目が

｢ビンゴ‑｣

ため経木の上に並べるのだそうだ｡
経木の香りをかいだジエラード氏

薄い木の皮である｡

房雄住職

柄を偲ばせていただきました｡ な存在'故郷への想い'そのお人

白魚を仕込みの段階で'水切りの

(レポート 石松 延)

て居られるそうです｡ への教えとして'今も大切に続け ぞ思う』 という言葉を子どもたち のきみの､おしえのま に進めと

下さいました｡ す!兄さんのお蔭です｣と話して

お話を伺い'丹羽文雄氏の偉大

最後に｢私は兄さんが大好きで

『法のため'み‑にのために'師
のり

された｡ 念品でお父様が書かれ'白扇に記

住職は文雄氏が得度された時の記 日市の町中に保育園を開設された

がありましたナ‑｣ 兄さんの心の中にはいつも崇顕寺 とよく言っていたと聞いています｡

昭和二十二年'戦後いち早‑四

｢兄さんは病中､四日市'四日市

縁かナ｣

俳人
誰1人会はぬこの路虎落笛

凧や頭上注意のビル工事

小鳥来る火の見櫓の残る町

通る人稀なる路の死人花

少年の眼となりて追ひ赤とんぼ

急がずについてをいでと道をしへ

川島
めだか飼ふ子は輝ける眼をもてり

湧き上がる雲の白さよ花水木

禁煙の未だ果たせず万愚節

彫刻家

雨龍氏
噸りに力を得た‑ウオーキング

飼ひ主に素知らぬ顔の恋の猫

植木市衝動買ひの癖抜けず

子が先に見つけて叫ぶ土筆摘み

鬼やらふ闇へ大きく声を投げ

1 つ目の達磨の脱むどんど焼

小鳥来る

近藤

平成十七年度四日市 文化功労者

英子氏

｢感性を磨‑ということは'
に惹かれたからであります｡ があ‑'そのお人柄と作品 片山義郎先生) との出会い ができたのは'よき師 (故 傍ら彫刻の道へと入ること
り組んできました｡その中 として'長年彫刻制作に取 である｣との師の言葉を旨 ニングを重ねること 同じ スポーツ選手が日々トレー

申し上げます｡ 係団体の皆様方に深‑感謝 いる文化協会をはじめ'関
さて'私が'教員生活の

本当に嬉し‑存じます｡ 化功労者に推していただき'
日頃よりお世話になって

このたびは'四日市 文

1931四日市市赤水町に生まれる
1951三重大学学芸学部卒業
市内小･中学校教諭(38年間)
1983
1989

日展初入選(以後21回連続入選)
日本彫刻会 会員

昭和41年｢ひまわり｣ひまわり寅
平成10年 全国俳句募集第4弾｢道の一句｣津市賞

1992
2003

日展会友
三重県文化奨励賞

四日市市職員として勤務し､職員文学サークル誌『埠頭』の創刊に尽力する｡俳句雑誌『狩』
三重県支部指導員や市広報で俳句の選者を務められ､文化展望(現在のラ･ソ‑ジュ)で市
民俳句大会の選者を務めている｡
現在は地区市民センター(内部､橋北､八郷､四郷､日永)の句会を中心に指導にあたりながら､
地区市民センター俳句交流会代表を務めるとともに､三重県俳句協会の理事を務めている｡
俳句の啓発､指導に重きを置き､広く市民に俳句の楽しみを伝え､本市における市民俳句を
定着させ､優秀な俳人を多く輩出している｡

2005

四日市市文化会館にて個展を開く
四日市市文化功労賞 受賞

昭和39年｢ひまわり｣雑詠賞
昭和40年

三重俳句

三重俳句賞

四日市市文化協会評議員会
時

場

四日市市文化会館第3ホール

内

容

講演会

2006年4月15日(土)午後0時30分開演

･地域伝統文化賞を受賞して･ ‑赤井
･サークル､文化団体の今後(仮題)

評議員会
･平成17年度活動報告(案)
･平成18年度役員選出(寡)
･平成18年度活動計画(寡)

て周りの方々とも関わり'美しきを で感性を磨‑と もに'芸術を通し

今後も好きな彫刻を作ってい‑中

平成18年度(2006年4月1日〜2007年3月31日)

日

まれた作品

重規

ことを追求 を表現する 感じ'それ る美しさを から湊み出 なく'内面 われること のみにとら で形の外見

ました｡ 合って参り

作品と向き

な心の財産となりました｡ てきた私にとって何よりも尊い大き

年間にわたり'ひたすら制作を続け 意見やご指導を賜りました｡三十数 に'ご高覧いただき'いろいろとご を開催致しましたところ'多‑の方々

したいと'

そこで生

たいと思います｡ 感じ合えるような活動を続けて行き

〜各団体の代表者は必ずご出席ください〜

会

どへ出品す 展･日展な 県展･日彫 を市美展･

受賞

く思います｡

昨年は'四日市 文化会館で個展

しでもお役に立て いるのかと嬉し 言葉をいただき'私の拙い仕事が少 ると何とな‑心が癒される｣とのお ご覧下さった方から｢作品を見てい か建立させて頂‑こともできました｡ また'市内にはブロンズ像をい‑つ さんのことを学ばせて頂きました｡ 志していらっしゃる方々からもた‑

ることを通して'さまざまな芸術を

ウ ハーモニカ ｢故郷｣ の曲吹いてみる

ホピッーの行きて帰‑し物語

遠い谷間に響く雪折れ

文学賞の受賞めでたし

▲.‑‑

LH

一､‑

●｣､′

パソコンの恋は短かな暗号文

にこやかに世辞で丸めて肩た く

湯気立てる寒天小屋に月さして

禅の世界は以心伝心

世のしがらみに出来ぬ身動き

幼馴染と出逢ふデパ地下

庭の掃除を念入‑にする

駆け抜けてゆ‑白シャツの子ら

パッションひろぽ

日田臼四日市短薄型文学祭 笠着俳韓興行

ひとすじの筑波の道や文化の日

火こひしの茶席に招‑文かきて

大木の末までのぼる青ぶだう

月に真向ひ謡朗々

歌仙｢筑波の逢｣の冬

..････‑･ ‑Lr∵∴. J.一仰.｢‥㍉.二

叫卿が.!･附す:i ･･:挽け錬'･ rl

{珊

s

>lJ
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(･‑tAh:

■

岡本稗史劫
駒木根マチ 市川 雄二 上田 忠秀 福井 栄一 加藤よしみ 伊藤 文夫 小田中相子 佐藤 清江 小原みど‑ 瀬野 喜代 蛭川 晶代 三洋かずみ 松平菩提子 岡本 耕史 西田 青沙

耕史

料 八m 榊 ; ; 榊 柿 料
ある｡

語の連歌｣というのが正式な名称で 源としたことによる｡連句は､｢俳 国酒折の宮で唱和したのを連歌の起 にある日本武尊が火焼老人と甲斐 二条良基が｢筑波問答｣で､記紀 また｢筑波の道｣は連歌の道のこと｡ を仕上げることからそう呼ばれた｡ 順に旬を付けては去り'一つの作品 不特定の連衆が (笠を着たま ) 社など人の集まる場所で'訪れた

一同に会するのではなく'例えば神 ｢笠着俳静｣とは決まった参加者が

ナ 春探しうれひ顔なる阿弥陀仏

ナウ 秋もはや末の小泉チルドレン

壬葦tYlT人r董

於 ｢四日市市文化会館｣ 平成十七年十一月三日首尾
とりあへず母の小言は聞いてお‑

咲き満ちし花喰ふ鳥の喜々として
輪中の郷に春惜しむなり

裟婆ふたげなる長き馬面

月凄‑長き柱廊照らしを‑

賞味期限の過ぎし生菓子

そぞろ寒げなデルフォイの盃女

潮の流れの速さ海峡

二言が云へず許せず悔やみ酒

鉦の音ひときは高き祭山車

写生子のグループらしきそこ此処に
リモコン飛行機熱中の彼

緑滴々城に憩へば

百選の花房々と長堤に

黙々とマタギが磨‑村田銃

親父ゆずりの腰の印伝

ボートレースへあがる歓声

衆知集めて村起しせん

三重県連句会
事務局長 西田 青沙

ひたきのおきな

葦IYエ7人‑
料 山m 山仰 仰 I I 料 料

多森

秋和まこと 松島なか子 神田ひろみ 奥山 晶子

榊原 由美

村
かずみ

菩提子
耕史

徳人 重義 青沙

青沙

かずみ

みどり

倭子

由美

遼

耕史 文夫

喜代

待ちしてお‑ます｡ いう会です｡沢山の方のご来場をお 少しでも能楽にふれていただこうと

を番組にくみ入れました｡ 神社にゆかりある能｢絵馬｣ の素謡 のです｡今回は三重県の斎宮の絵馬 も多く稽古Lt 大切に考えているも ば台本読みに当た‑ます｡私達が最 す｡素謡は能の基本で､演劇でいえ

下さい｡ 演が予定されています｡参考にして にて'非常に特殊な能｢絵馬｣ の公

十二月二日には'県文化センター

と親睦を図ると共に'一般の方々に 楽連盟会員による日頃の研鉾の発表

内容は'素謡･仕舞･舞嚇子等で

●

‥6月4日冊1 0時〜

●

●

…第十四回能楽をたのしむ会

●

●

●

‑

…眉E9 BE 勤労者総合福祉センタ∴

●●

●●●●●●●●●

●一fr ● r†一●⊥▼†◆●･rI●‥1†● ⊥▼●

｢能楽をたのしむ会は'四日市能

す｡ スー｣ の口絵にも登場する写真家で

景写真を作品にしている団体です｡ して活躍する山下茂樹氏の指導で風

ーの広告写真や雑誌｢フォトコンテ
山下茂樹氏は'キヤノンスキャナ

●

●

… 引日胤9時〜1 8時 … 20日出9時〜1 9時 …5月1 9日㈲9時〜1 9時

… ｢フォト十彩｣写真展 …風景写真研究会
●

● ● ●

● ●▲TP● ● ●一●･+1f ･†rf +･一 ･

｢フォー十彩｣ は'風景写真家と

やっぱり四日市ガ好き‑･J
(伝統文化 赤井 重規)

〜みんなで創る 参加〜

スウタイ ン マ イ マィ ハ ヤシ

第三展示室

入場無料

入場無料

●●●●■●●●●●●●●●●●●■●●●●●●

4●● ●‑●‑●

●●●●●

アート展になることを期待している

●●

●●

●･◆†●▲7▼†● I●i･f†●.ft*◆▲T● I■●

夢と感動を共有できる素晴らしい

6月23日㈲1 0時〜1 7時

●●●●●●●●▲

四日市20 6アート展

第5 6回四日市市民文化祭

第‑回 第壷茎

頼Lt 細心の注意を払って焼き付け 上げも東京や大阪の大手現像所に依

作ばかり50点が展示されます｡ でも出かけ'苦労の末作品にした秀 心に'山梨県や長野県'北海道にま
作品はすべて全紙サイズです｡仕

りたいという思いから'富士山を中

しさに惹かれ'その自然美を写し撮 加している人もいます｡大自然の美 鹿市'養老町'遠‑は東海市から参 ‑'四日市はもとより'桑名市'鈴

ます｡

メンバーの中には､ベテランが多

本年より市民文化祭として開催され
当写真展は'今年で三回目ですが'

25日㈲1 0時〜1 6時 24日出1 0時〜1 7時

協力券200円
●●●●●●●●●●●●●●●●●

す｡ したいとの思いから開催するもので

(実行委員長 加藤 武)

を目指し'四日市の文化振興に寄与 めると共に'新しい芸術文化の創造 的な規模で発展､競演し'交流を深 ように'また日頃の文化活動を全市 んに優れた作品を鑑賞していただく

に1歩前進させ'幅広く市民の皆さ 本展は'昨年のプレアート展をさら

(｢フォト十彩｣副会長 伊藤 洋史)

さい｡

ともいえる写真展にぜひお越し‑だ

｢フォト十彩｣一年間の総仕上げ

めざします｡ らし､ひと味違う雰囲気の写真展を ています｡展示の照明にも工夫を凝

者連盟による生け花､山下茂樹さん

なお会場内では'四日市華道教授

なりました｡

表も気持ちを新たにした次第です｡ メッセージが届き'協会役員'各代 て四日市 長から文化協会への熱い 来賓､賛助会員の紹介と挨拶'続い 長の挨拶'石田克久名誉会長の乾杯' な演奏で始まり'当協会の木村理事 グは四日市交響楽団のダイナミック の間で開催されました｡オープニン 年も例年通りに四日市都ホテル伊勢

トは芝田副理事長の一本じめで幕と 敵な民謡を唄って頂きました｡ラス 敏民謡会のみなさんで新春らしい素 気が漂い一気に後半に入り､藤本秀 り'会場は新春らしい華やかな雰囲 区文化協会の心のこもった挨拶があ

文化協会主催の新春の集いは'今

更に市文化功労者の紹介､北勢地

新春の集い

まちなUのギャラリ‑
壬■一一一Il一一】一¶

◎四郷版画館◎

四日市市西日野町3421 ‑2
TEL&FAX 059‑322‑3228

★バス:四郷小学校前バス停スグ

1996

21 0 ● 01

1998

一報層層

第70回記念国展会友優作賞
第31回文化庁主催
｢現代美術選抜展｣

2004
福光様方記念版画大賞展奨励賞
作品収蔵 バルセロナ大学美術学部､北京･
国立中央美術学院､多摩美術大学

りと秋の一日を満喫出来ました｡ バイスなどもあって'楽し‑たっぷ ンクールや写真のワンポイントアド キーを堪能｡また'車内での川柳コ

冒(土)｡楽しみにご期待‑ださい!

次回日程は平成十八年十一月十八

の写真展が光を放っていました｡

料理が地元料亭より運ばれ大好評｡ 明寺の大広間では京都らし‑竹の器 た｡燃えるような紅葉に感動Lt光 崎工場見学へ一〇七名が参加しまし
サントリー山崎工場では'ウイス

もみじ祭の光明寺とサントリー山

美術館､パラミタミュージアム､
美和町文化会館｡

館長

小原

l

善夫

(国画会会員)
(副理事長 芝田 尚輝)

(常任理事 坂井 兵)

｢夢｣

親睦旅行

私は棟方志功にあこがれ､木版画を
la仙‑ ■■
l

始めて32年になります｡当初､名古屋
に通っておりましたが､地元四日市の

木下富雄氏の作品をみて感動し､自宅
へ教えを受けに通いました｡制作する
傍らこつこつと彼の作品を蒐集し､代
表作を中心に約40点コレクションして
います｡

他の作家の作品も集めて､かなりの
版画が揃いました｡次第にこれらの作
品群を展示するスペースがほしいとい
う夢がふくらんできました｡昨年縁あ
って当館を譲り受け､歴史ある地に｢四
郷版画館｣を開館することが出来ました｡

‑企画展‑
3/1 ‑3/10
小林常晃
沢田憲良

鋼版画展

5/1 ‑5/10
青木繊夫

世界的な木下富雄氏･佐藤宏氏や私

6/1 ‑6/10

の作品を中心に展示して､小さくとも

7/1 ‑7/10

何処にもない個性的な美術館をめざし

小原喜夫

ています｡

木版画展

4/1 ‑4/10

鈴木孝太朗

木版画展
銅版画展
版画展

華展には八千人を超える観客を集め 年市内のデパートで行われる支部の 数は三千人近‑になるとのこと｡毎 いなべ市'桑名市までおよび'生徒 四日市のみならず'鈴鹿市'菰野町'

さを感じました｡ 史の重みや'華道という文化の奥深 作品の写真がずらりと並び'その歴

壁には家元の写真をはじめ'先生の ホールほどもある広いスペースで'

四日市支部の教授者が持つ教室は

した｡

支部長'岡島副支部長をお訪ねしま

今村支部長の教室は'公的会館の

｢花をいける喜びとは､草木の瑞々しい のちに触れ

華道家元池坊四日市支部に'今村

華道家元池坊四日市支部

そのひたすらな営みに感動すること｣

｢入ったよ｣という知らせを聞‑と

〜心に残る想い出'苦労話は〜

進学したら吹奏楽部に入‑たいとか､

楽団にしたいと思っています｡ もっと団員を増やして元気のある ようとした団員ですが､今は約50人｡ がふえました｡1時は10 人に達し 歩むため'｢風の谷｣を離れる団員 験や就職というそれぞれの人生を 高校生もたくさんいましたが'受 の年齢層も広‑'大学生を中心に

演奏会に訪れた学校の生徒さんが'

んにお話を伺いました｡ ンドアンサンブル｡団長の植田さ 0年2月に結成された風の谷ウィ
結成3年目‑らいまでは'団員

った多‑の人の声を受けて20

｢田白市風の谷ウィンドアンサンブル｣

と楽しく楽器を吹きたい'そうい

う悩みがあり'いけばなをする人が ないと う住宅事情の人が多いと

いけばなを生けても'飾る床の間が

強いファンの存在が分かります｡ ることからも､その裾野の広さや根
しかし'ちかごろは若者ばなれや'

音楽を楽しみたい'多‑の仲間

新鮮で楽しい音楽に出会える機会を心から願っています

今村松堂支部長

すよ｡ (レポ‑ー 石井 亨)

のいい曲を演奏します｡

お花見'花火大会なんかもや‑ま てください｡バーベキュー大会' をいただいた上で､ぜひ見学に来
団員も募集しています｡ご連絡

‑最後に団のアピールを〜 変なことです｡ 時間でみんなが合わせるのは'大

ールの大きいクラシックや'乗り 会館第1ホールで行います｡スケ

8月13日に第6回演奏会を文化

一回2時間という極端に短い練習 かし高校や大学の部活と違い'週
演奏をしようと張り切‑ます｡し いつも新鮮でうれし‑感じ'良い 始まったときのお客さんの拍手には' 心からうれし‑思います｡本番が

た｡ (レポート 伊藤 洋史)

その熱い思いをひしひしと感じまし

調でお話しになる支部長でしたが､

てお話しいただきました｡静かな口

ろ'現在の状況など多方面にわたっ

い記者に'華道の歴史'華道のこ

本山″ぐらいの予備知識しか持たな

｢華道池坊｣といえば'〝華道の総

います｡ シェード第一での開催が予定されて

鹿ベルシティで'5月は日永のアソ

HI｣での花展(3月)'4月には鈴

La･Squ a r eYOK A‑C

したが'今後は青年部による｢La･

ラミタ ュージアムなどで開催しま

からです｡ でにあさけプラザやパ ばなを知ってもらいたいという想い ばなの良さはもちろん'新しい け することにしました｡伝統的ないけ 参加できるミニ花展をた‑さん開催 一般のひとの身近な場所で'気軽に

減ってきています｡そこで今年は'

越智インターナショナルバレエ

主 催 越智インターナショナルバレエ 会 場 四日市 文化会館 第1ホール 6月4貝日) 1 6時開演(予定)

お問い合わせ先 伊藤 弘一一

桑名･四日市 合同定期公演

料主会
金催場

後 援 四日市 鈴鹿市教育委員会

四日市市文化協会

(有料)前売 大人四百五十円

入場券取扱所 匹白市 文化会舘

5月2 1日(日) 日時〜1 5時30分

お問い合わせ先 辻 隆子

第9回大正琴の集い

E]白市市文化協会 三重県おかあさんコ⊥フス連盟

大正琴 E]日市･鈴鹿支部 E] 市 文化会館 第2ホール

後料主会
援金催場

7月2日(日) 1 3時3 0分開演

お問い合わせ先 金森 道子

〝午後の音楽会″ ウエルフェアファンドコンサートⅤ

(有料)前売 大人八百円 ウエルフエアファンドコンサート実行委員会 四日市 文化会館第2ホール

後料主会

お問い合わせ先 花井 峰昇

3月26日(日) 9時〜1 7時

3月2 5日(日) 9時〜1 7時

3月24日(日) 1 2時〜1 7時

第4 2団 三省会善作展

援金催場
中日新聞 cTY株式会社 LIM四日市

四日市南地区交通安全協会港支部 E]田市市文化協会 三重県教育委員会 四田市 無料

一二省会

E]日市 文化会館 展示棟

T･059‑353‑2874

9時30分〜1 6時30分

後料主会
援金催場

6月2 5日(日) 1 0時開演

お問い合わせ先 越智 寅

民謡･舞踊さ 菊会夏まつり

田日市 四日市 文化協会 中日新聞 無料 ささ菊会 四日市 文化会館第1ホール

当日 大人九百円

陶彩会作品展と藤工芸､創作人形及書道

丁/F･059‑3 3‑2385

大正琴教室関係等

料主会
金催場

3月2 8只日)〜4月2日(日)6日間

四日市 教育委員会 中日新聞(予定) 無料 陶彩会 E百市 立博物館2L市民ギャラリI

入場券取扱所 四日両市文化会館

T･059‑346‑0865

当日 大人五百円

丁･059‑3 3‑2395

お問い合わせ先 きむらいさ夢

後 援 四日市 三重県合唱連盟

後 援 桑名市教育委員会 愛知県教育委員会 予定

料 金 (有料)前売･当日共 大人千円

クラシックバレエコンサート
F･052‑561‑5758

丁･059‑326‑8231

出演者 バレエ･アカデミーREL VEの研究生'

後料主会
援金催場
中日新聞 四日市 教育委員会 みえ県民文化祭 無料(整理券)

入場券取扱所越智インターナショナルバレエ

バレエ･アカデrfTiLJ !1LU･VLU

料主会
金催場

お問い合わせ先 大平 峯子 入場料 無料 参加者 全国公募の入選者､l*観覧者 後 援 四日市 文化振興財団 四日市 教育委員会

BaI‑et Academy

5月1 3日(土) 1 6時開演予定

邑̲LuJ.VL JE)日市第6回定期公演

四日市 文化会館第1ホール

チケットぴあ 入場券取扱所 E]目市 文化会琴

第2 8回四日市交響楽団

4月2 3日(日) 1 3時30分開演

(有料)大人千円畠校生以下五百円 四日市交響楽団 E]C]市 文化会館第1ホール

丁/F･059‑321‑6843

丁･052‑481‑4 73

(本陣スタジオ･各教室)

定期演奏会

料主会
金催場

お問い合わせ先 中西 偉雄 後 援 E]日市 四日市 教育委員会

(有料)前売 大人千二百円

日永力∃‑中部近鉄百貨店 ジャスコ 入場券取扱所 田日市 文化会館

T/L ･059‑345‑4180

当日 大人千五百円

7月23日(日) 1 5時30分開演

混群強弱新発D

お問い合わせ先 斎藤 立美

出演者 川村ひろみ 山川由起子

四日市シニアハーモニーほか 熟年大学コーラスクラブ 四日市シルバーコーラス

混声合唱団コール歌書 四日市 文化会舘第1ホール
T/L ･059‑364‑975

料主会
金催場

後 援 E]日市 田 市 教育委員会

四日市 文化協会 中日新聞

中部近鉄百貨店プレイガイド 入場券取扱所 四日市 文化会舘

(有料)前売り･当日共 大人千円

5月2 1日(日) 1 4時開演

第8回女声合唱団｢京｣演奏会

お問い合わせ先 杉田 軍次

女声合唱団｢京｣ 四日市 文化会館第1ホール

ゲスト 大石まどか､岩田光司･

料主会
金催場

後 援 三重TV CTY

お問い合わせ先 久嶋 江里子

胃市力箭表撃会

(有料)前売 大人千円 E]白市カラオケ連合会 四日市 文化会館第2ホール

トライデントの生バンド演奏

T/L ･059‑346‑068

5月1 4日(田) 1 0時〜1 8時30分

当日 大人千二百円

男性ゲスト3名並びに主催者

T/U.･052‑823‑0179

平成1 8年3月〜平成1 8年7月

そこに知人がいた事も要因でした｡ うと軽い気持で引受けました｡幸い 心の私でしたがサポーター部に入ろ っていた矢先の事で'文化系に無関 て何かボランティアでもしようと思 の活動内容'サポーターの話を聞い 西村副理事長と立話の中'文化協会 ったのは'定年後のある日'町中で 思います｡私が文化サボ1‑部に入 た人を文化会館等で見掛けられると ポーター○△です｣ のカードを下げ

ど四日市で第九をうたおう〟 です｡ した｡特に印象深いのは クもういち 門の方達との出会い'感動がありま

本番前の緊張感'打ち上げ時のホッ 指導者'団員の皆様の日々の努力' リハーサル'本番と見てきましたが

それから約3年が経過'色々な部

結団式から5カ月'1 5回の練習日'

̲".息37‑TiR
文化サポ‑ト部に人って

｢四日市 文化協会'私は文化サ

日本舞踊桑神流桑神会

家元桑神泉施
桑名而嘉例川1 24‑2

Call :0594‑3 1 ‑28 1 5
教室:桑名而･大安町･四日両市･鈴鹿而
訂正して深くお詫びを申し上げま の｢鼓｣は｢つづみ｣で宅 また中高生のための｢能狂言教室｣ を柴田と間違えました｡ 場頂きました芝田大輝さんの芝田 第2 8号の特集｢魅せられて｣にご登

お詫びと訂正

います｡ 動への参加'関心が深まることを願 討していきます｡また市民の文化活

積も出来てきました｡ 様｡この繰り返しからノウハウの蓄 の設営'片付け'会場整理等多種多 る項目は'催事の受付'会場(舞台) 他部門との掛け持ちです｡依頼され は1 4名で男9名'女5名'内6名は

また入部も歓迎です｡ はもっと増える事を期待しています｡ 延日数2 1日'動員数54名｡1 8年度

今後は活動の仕方等についても検

‑残っています｡

とした気持と達成感の笑顔が今も探

さてサポート部の現況ですが部員

今年度の実績は'依頼件数1 7件'

‑㌔‑‑小窓の演出から､ ‑､‑r‑‑｢
＼

/

増改築までJ

＼ーノW

総合インテリア

監雷詰慧毘東
TEL
FAX

片
岡
3,冒̲8̲22

(059)‑346‑7933(代)
(059)‑346‑7913

E‑mail: K‑Kataoka@mx.baycky.ne.jp

☆ご提言'原稿をお待ちしています｡

●発行所

将棋

●編 集 ●発行人 ●発 行

〇五九 (三五一)三七二九 TEL･FAX 四日市 昌栄町二一‑一〇 〒五一〇‑〇〇五七

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

四日市市文化協会

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

‑事務局F呈宗言語芸讐琵琶
〒510‑8508四日市市諏訪町7‑17(四日市市市役所北隣り)

TEL.FAXO59(354)0625

文化協会広報部会 木村道山 平成1 8年3月15日
山口香魚 山本淳子･小原芳美 伊藤洋史･内田逸子 石松 延･石井 亨

再生紙使用
(延)

☆特集記事では､文士の方々に大変

☆講談社文芸 庫から｢鮎･母の日･
ました｡読んでみたいです｡ 妻｣ (丹羽文雄短編集)が発刊され

パッション第二十九号

ですね｡ 記念室｣ のオープンを期待したい お世話になりました｡｢丹羽文雄

☆春はよくぼりになる季節です‑
楽しみを抱えて出かけたい!

《編集後記》

