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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:熱い思いを届けたい
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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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去る6月6日午後､市役所応]妾室にて約1

〜パッション発刊第30号達成記念〜

時間にわたり四日市の文化都市構想への夢を

市長'四日市の文化力を語る

大いに語っていただきました｡
市長:ここ10年の間に市民のみなさんのご

対談｢市長の目指す文化都市像｣

努力で質の高い文化活動が繰り広げられてい
る‑｡

理事長:半世紀になる市民文化祭の中から､
財力をかけずに､市民の熱意と独創性を活か
す取り組みで､鑑賞型から参加型に大きく変
化してきている｡それに対応する地域密着の

･ ･ ･ 1

井上

哲夫

四日市市長

vs

木村

道山

四日市市文化協会理事長

特集〜熱い思いを届けたい〜
将棋のプロになりたい

石川

まちかどコンサート

施設の拡充が､今すぐ必要となっている‑‑･｡

懐かしの映画館
インタビューロックバンドInfinity Life

えることができました｡より豊かな ン｣ が30号を数え一つの節目を迎

｢四日市こどものまち｣を創ろう

‑この度'文化情報誌｢パッショ

優太

小林

薫

岡田

孝彦

石松

45678

延

いわな秀樹

わくわくにんげん熟きひと
アソシェード第一

吉川

秋芳

9

第56回市民文化祭
四日市交響楽団のモーツアルト生誕250年記念演奏会 水谷

創作舞踊会
｢爽秋讃歌｣生活文化合同展
市民文化フェスティバル
親睦バス旅行(ご案内)

に名の出てない人を ｢パッション｣ 理事長 四日市で活躍されているの

なかなかよいと思います｡

四日市市長井上哲夫氏

買責木村道山
ります｡読みやすい形で' つも読ませていただいてお 市長 ｢パッション｣ はい

くお願いします｡ た｡今後共ご指導をよろし 体'80 0名を越えまし

して'現在'会員210団 上げます｡文化協会としま

お時間を頂戴し感謝を申し 理事長 大変お忙しい中' たせていただきました｡ め'市長との対談の場を持 文化都市四日市を目指すた

金森

達

111111111111 001223455678

通子

辰谷和寿生
事

業

部

石田 清子
志水 雅明

シリーズ郷土の偉傑(彰稲葉三右衛門
パッションひろば

松滞日楊子

第5回四日市短詩型文学祭(募集)

坂井

兵

四日市2006アート展を終えて

加藤

武

まちなかのギャラリー｢山画廊｣

山

訪問レポート(彰｢あずま太鼓｣東

石井

克利さん

弘之

号

文化協会の加盟団体･後援イベントご案内

(司会 石松 延)

(平成18年7月〜平成18年11月)
VS

訪問レポート(彰｢三省会｣花井高峰さん
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中西まき子
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元気な声が響く中央緑地第2体育館･ ‑ (N･ Ⅰ)
写真

加藤

武

かな文字

中ロ晴舟

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‑ご連絡ください｡
〒510‑0057
T

E

L･F

四日市市昌栄町21‑10 ｢市民文化課分室｣内
A

X

059‑351‑3729

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)

対談

市長vs理事長

対談
らないと考えています｡

りをお考えですか｡

して自立度を高めていかなくてほな

した｡また市民にもっと情報を公開 が使えるようにしたいと思ってきま

いようにして'まちの活性化にお金 歳出面では'固定費を大きくならな のために頑張ってきました｡そして

になって1 0年'自立できる収入構造

も高いと自信を持っています｡市長 市は極めて高いです｡だから文化度 立都市なんですね｡自立度は'四日

いとは思わない｡中核都市とは'自

‑具体的にはどのようなまちづく

取‑組んでおりますが‑

ます｡ ていただきたいと大いに期待してい

さな会場でも'当協会は一生懸命に す｡そういう意味で､まちかどの小 人間としては大切なことだ 思いま

出会いの場づ‑りを多彩にくり広げ におかれては'文化を通じた市民の 民活動も非常に活発です｡文化協会 期の低迷を脱し活発化しており'市 市長 現在'市内の経済活動も一時 すが､協会に何を期待していますか‑

‑感動に触れる'味わう観‑

ます｡ ら更なる努力をしていきたいと思い

ました｡ (文責 西村 邦彦)

‑ どうも長時間ありがとうござい

きものと思っています｡その観点か

りは50年'10年のスパンで考えるべ 市長 文化政策とか文化のまちづく

ます｡ にもっとアピールすべきと考えてい 心に集積していますが'それを明確 拠点は'ご指摘のとおり'まちの中

おられますか‑

‑ 将来どんな文化都市を想定して

理事長 小学隼の教育にも伝統文化 いものですね｡ えるというか､身につくようにした

ら､中高牛‑らいから伝統文化を教 た文化情動だと思いますね｡できた 派の人達が交流Lt 市民の地につい などは､城下町ではないのに'各流

ょうか｡また'｢能楽を楽しむ会｣ 文化が根付いてきたのではないでし 地についてきたと思います｡まちの 脱帽です｡市民の文化力は'完全に

を埋めつ‑す｡正直想定外でした｡ う会｣ がそのような形で第1ホール 晴らしい会でした｡｢第九をうたお の応援者もなかなかの人を集めて素 って'夏から練習を重ねて'外から 市長 四日市の第九に30 人が集 も鑑賞されましたね'如何でしたか‑

市長vs理事長
いますので‑

昨年の ｢もういちど第九をうたおう｣ に参加していただいておりますが'

を通じて全国へ発信したいと考えて

‑ ところで市長はよく市民文化祭

‑文化協会も12年を迎えておりま

きたいと考えています｡ まちの文化を主体的に支えていただ 援体制を構築し'市民のみなさまに のまちづ‑りを実践できるよう'支 う環境を整備した上で'市民が主役

ります｡市民活動が円滑にできるよ て構造改革の3つのキーワードがあ

り'やさし あるまちづくり'そし 市長 まず'安心･安全なまちづく

市長 文化会館や映画館などの文化 るのですが‑｡ 化の拠点を作って欲しいと願ってい を案内するところがない｡駅前に文 理事長 四日市を訪れた友人･知人 なまちをつ‑りたいですね｡ も思い切り個性を発揮できる‑そん 良質文化に触れ'育まれて'海外で が大事だと思いますね｡若者たちが 市長 次世代がどう育ってくれるか

難しい問題ですね｡ 構築など中身が伴わないとこれは

りも'文化の向上に資するシステム ただ'新たな施設整備ということよ

技術'建材も今とはちがいますしね｡ 市長 文化会館は'建った時の建築 明も上手‑取り入れました｡ たが'一味違いますね｡壁の色'照 理事長 陶芸展を博物館でやりまし

ースが欲しいと思いますが‑｡ うのですが‑将来は立派な展示スペ

すね｡ 本物に接する機会をどうつ‑るかで 市長 そういうことは思いますね｡ すが‑

‑ 展示などは'場所も大切だと思

もらう､それが大切だと思いますね｡ 説しながら'手本を見せて理解して がんばっていただいていますが'解 市長 四日市能楽連盟の赤井さんに を取‑入れて欲しいですね｡

本物を見せることが大事だと思いま
‑ 子供にやる気を起こさせるには'

かもしれないけれど'私は決して低 従来での定義では高いとはいえない したからね｡商業都市四日市では' ね｡城下町は'昔から芸能がありま 度が高いか'低いかということです 市長 これは'住んでいる人の文化 すか‑
‑ 四日市 は文化都市とお思いで
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まちかどコンサート 小林 薫

特集〜熱い思いを伝えたい〜
街の元気‑を発信する何人かの方をご紹介します｡ いま'熱い夢に向かって‑･〃パッショネート〃

なりたい｣

全日本小学生将棋名人戦で優勝した

石川

ア･ピアチ=‑レ弦楽四重奏団チェリストまちかとコンサート実行委員の小林薫さん(写真右)

然に体が音楽と もにゆれているの みなさんの後ろ姿を拝見すると'自

えてきているように思います｡ 毎回お会いすることのできる方も増

音楽のジャンルはさまざまですが

しとるわね｡｣ と声をかけて頂き' はいっかな‑｣ ｢また次を楽しみに

しています｡

としてお兄ちゃんといっしょに参加 まちかどコンサート･ボランティア

も今は小学校五年生となり'今では

を続けさせて頂いております｡ 奏で参加'以来スタッフとして活動 にジャンルはクラシックの弦楽四重 た｡私は'十年前第一回コンサート
その頃よちよち歩きだった子ども

年に数回行われるコンサー‑｢次

ち止まって頂けたらと思います｡ これからもたくさんの方に､ふと立

音楽のある町をみなさんで作って

ょっと耳を傾けるコンサートとして ですが'まちかどで肩をはらずにち

とは実感します｡ と顔がほころぶような空間であるこ

ホールなどで聴‑音楽もまた格別

る音楽に足を止め疲れも忘れてホッ

を感じます｡仕事帰りにふと聴こえ

一勝二敗で予選落ちしてしまいまし 生も代表者になりましたが'やはり
予選でも二勝で予選通過できました｡ 重県代表者になって'さらに東日本 た｡そして'小学五年生の時には三

でも勝ち上がり'代表にな‑ました｡
今年'四月二日に (当時六年) 小

立ち止まってちょっと聴いてみま

いきませんか!
20周年'30周年と‑‑｡

先生に教えてもらったり'道場に来 生の時から一年半'桑名道場で内山 学生名人になれました｡これも二年

ートも今年で十周年記念となりまし せんか‑と始まったまちかどコンサ

優太君
ら予選落ちしてしまいました｡四年 日本の予選では一勝二敗で残念なが 重県代表者になりました｡でも'東 小学三年生の時に'小学生名人戦三 会に初出場して初めて優勝しました｡ そして二年生の夏､県民交流将棋大 さんに将棋を教えてもらいました｡

僕は'小学一年生の夏休みにお父

代表者二名を決めるトーナメント

ていきます｡ ました｡これからプロ棋士を目指し
援して‑ださい｡ を嬉し‑思います｡これからも応 という大きな賞を頂きましたこと また'今回'小学生名人 (日本一) いできて大変'感謝しております｡ 将棋を通してた‑さんの方とお会

ご両親からのメッセージ

なった西村さん'ありがとうござい

ングで指導して‑れた方'お世話に

たいです｡ い会員になって'本当の名人になり

今までに'桑名や四日市レーティ

人になれたと思います｡今度は奨れ いろな思い出がつながって小学生名 でいろいろな将棋を指したり､いろ

したり'森先生と指したり'研修会 信雄先生の家で強い奨れい会員と指 ロと指導対局をしたり'兵庫県の森

おかげです｡ ていた佐藤さんと何局も対局できた
アマ連の大会に出た‑'大阪でプ
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ロックバンド｢lnfinity Life｣

スターと共に､懐かしい思いは今も新鮮に輝いて;;≡;

"夢は世界の舞台へ

懐かしの映画館;≡;;

いま､輝いているブラジルの著者たち"

小

岡田
ろが近年つぎ ました｡とこ 客を集めてい いっぱいの観 画館があり' あちこちに映 様で四日市も 画が娯楽の王 春時代は'映

した｡

孝彦

(写真下) と
楽しんできま を五十年余り の頃から映画 した｡高校生 せてもらいま いう展示をさ

わたしの青

しの映画館｣ リーで ｢懐か

::::::
ードのギャラ あるアソシェ

笹川通りに

申,kJ甲
三脚F!鵠蛸

四郷地区にある､笹川団地で行われた｢春まつり｣の会場で､野外ス
テージから流れるロックの演奏に魅了された｡ブラジルの若者たちのバ

壷プP由

ンド｢InfinityLife｣ (無限の生命)を後日､訪ねました｡

.増野

笹川団地にあるペテロ福音教会で5人の若者からお話を伺いました｡
小学生の頃は､言葉が分からず苦労した話を澄んだ瞳で明るく話す彼等
｢バンド結成は去年の8月‑お母さんは今､ブラジルに帰ってます;電話

■一

腎L''‑ 1エテン離籍寧地頭

軌政吉一艶野馳lr一一●''

でよく話してます‑｣と､リーダーの半田カーイオさん｡

｢CDやインターネットでのコードを基にオリジナル曲を作っていますね｣
｢ぼく等の目標は､いまの若い世代にある､麻薬･窃盗等の悪い道から抜
け出して､悔いのない人生を送って欲しい‑そういう人のために曲を作っ
てますね｣
教会での演奏活動を主として日々がんばる彼等の心情に触れた気がし
ました｡また､メンバーそれぞれが､ギター教室､ボーカル教室などで
学び､バンドに情熱をかけていると聞き感銘しました｡
もっとたくさんの市民のみなさんに聴いて欲しいよね､と問えば

｢そうですね､オリジナル曲のCDを出したい!夢は世界の舞台に立ちた
い‑ですね｣

｢コミュニケーションに言葉はいらない!音楽は最高です! ｣

底抜けに明るい笑顔と情熱に触れ､四日市の街から世界へ羽ばたいて
(レポート

書取

C'･甥㌔

から､フレッシュな強さを感じました｡

欲しいと願ったひとときでした｡

.Fd,♂

石松

延)

はE',

い機会になれば‑と思いました｡ 街づ‑りとは何かを考えて貰える良

られる時代になっています｡ 映画が放映されt DV で手軽に見 ネコンになり'テレビでたくさんの ます｡今はほとんど映画の上映はシ

てい‑象徴の一つのように思えます｡ は街がさびれ'うるおいがなくなっ

今回の展示会で'うるおいのある

でも'映画館が消えていったこと

り'街のやすらぎの場だったと思い

ました｡

映画館は文化の発信地の一つであ

.b.良

てしまいそうです｡ こに映画館があったことも忘れられ は駐車場やマンガ喫茶になって'そ んどの映画館が消えてしまい'跡地 つぎと閉館されて'気がつ‑とほと

‑長年の収集品は会場を埋めつ‑し ラム'前売券やポスター･映画雑誌 広告､映画館の入口でもらうプログ れた四日市の映画館の新聞折り込み

昭和三十年代の粗末な紙に印刷さ

特集〜熱い思いを伝えたい〜
落ち着‑｡ たこともあるがなぜかしら四日市が 係で短期間'大阪や名古屋で生活し

やっていて四日市 民ホールの時代

ら愛着を持っている街だ｡仕事の関

しあわせビレッジの

四日市で生まれ育って54年'心か

10代のころから音楽(バンド)を

みて回るようになりました 出かけるたびに必ずこうした施設を 格的な施設を見学して以来'外国に 加し'ボストンやニューヨークで本

〇 館もあると言われています 施設は､小さいものを含めると八〇

ミユジアム｣を見学するツアーに参

古い時代､アメリカで誕生したチ

す｡

像以上に多様な施設を含んでいま 館'動物園'植物園'水族館など想 すが'他にも文学館'記念館'科学 術館や博物館など文化施設の総称で

現在'我が国に存在するこうした

私は'十年程前'｢チルドレンズ

｢ミユジアム｣とは'一般的に美

｢四日市こどものまち｣を創ろう チルドレンズミユジアム

夢を実現しよう

しうらいと聞‑｡そういう状況を見

(80%以上) でなかなか市民が使用

全国でもーツプクラスに入る稼働率 会館もオープンして23年が経過し

しみを持っている｡しかしその文化 文化会館のまえだったせいもあり親 館へ替わってからも'以前の部門が らった経験もあるLt 現在の文化会 から何度もコンサートをやらせても

クな施設なのです｡ と遊びを同時に体験させるユニー

どものまち'チルドレンズミユジ

られており'子どもたちに'学び

ークショップ｣ のスペースが設け ものづ‑りを楽しむことのできる｢ワ

四日市の文化活動の中にも ｢子

い限りだ｡昔 ないのも寂し ての印象しか 害の町｣とし

国からは｢公 たのに今だ全 の都市になっ

しい｡

不乱に遊んでいます｡ を触ったり動かしたりして､一心 に空間を動き回り'機器や展示物 スタイルで､子どもたちは､自由 タッチ) と表示され参加体験型の

がスタッフと共に絵を措いたり'

ンズオン)p‑easetouch(プリーズ

ルドレンズミユジアムはhands n(ハ

建物の中には'必ず子どもたち

非実現して欲 ようだが'是 の構想もある て音楽ホール

30万人以上

日この頃である｡

ながらもお役に立ちたいと考える今 に生まれ育った一市民としてわずか

‑街になると確信している｡四日市

るとわくわくしてくる｡

必ず四日市が日本に世界に羽ばた

のはどうか｡そんなことを考えてい

ジのまわりにすまいを構えてもらう

名な芸術家を総監督に迎え､ビレッ のはどうかと考える｡世界的にも著

ッジ｣を鈴鹿山脈の麓に創り上げる

ラリーで構成される ｢しあわせビレ

ム'文化･芸術に絞‑込んだライブ

したいものだ｡ 切り市民が全国に胸をはれるものに

し'せっか‑のホールの構想'思い

溢れる土地柄だ｡その地の利を活か 脈'東は伊勢湾という温暖な人情味 備され交通の便も良‑'西は鈴鹿山 発展し現在は鉄道'高速道路網も整 から東海道五十三次の宿場町として
ます｡ 設づ‑ に是非ご参加をお願いし 少子化の時代､こんな子どもの施

ミュージックホールとミュージア

ただきます｡ご期待下さい｡ 〇 〇円=年会費)に登場してい 会員(個人五〇 〇円･法人一〇 協会の主旨･目的にご賛同の賛助 今胃から新設のコーナーです｡当

いる人たちがいます｡ アム｣ を創ろうと'永年活動して

心に施設資金を募集しています｡ おっさんこと､増田喜昭さんを中 メリーゴーランドの通称'ひげの
松本町の ｢子どもの本屋｣ さん

賛助会員

いわな秀樹
(アイウ工オ順)
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…hlすオンコリサイタル ; '小林幸代 第二ホール

…1 0月27日㈲1 9時〜
●

●●●●●●

●●●

̲ lf̲ Irt+ ̲ rtf 1̲･f1 ̲l " rI

… 1 8日㈲9時〜1 6時 ‥1 0月1 7日㈱9時〜1 6時

棚真多呂人形三十五周年展

….･ 夢二展示書

̲fIrf+ rOfr *Ifr rf rf r‑+

● ● ■● l

‖ 1 0月1 5日胤1 3時〜1 6時

みえ県民文化祭合同
相月29日㈲10時〜 三曲演奏会 琴

三団体の競演と団結を見て頂きます｡ をこめた発表会をめざし'各流派二十 が舞台客席揮然一体となるようにと心 しんで踊らさせていただき'会場全体

●r* I●■ rfI一▲▼●▲▼…1‑■●一P… ●.一‑■

日本民踊発表会

是非とも'7月30日の本演奏会にご

EB 田 ‑ 第二ホール

…モーツァルト生撃一五〇年記念演奏会 …四日蓋‑楽団の

●‥ : ‥ ●

理由がおわかりいただけるはずである｡ 生の演奏会に出かけていただければ'その あえてこ で語る必要もないだろう｡一度' れほどまで万人に受け入れられるのかは' トの曲が演奏される機会が多い '何故こ 250年ということで'各地でモーツァル

演奏者にとっては難曲ばかりである｡ うであるが'聴き手のほうは心地よくても われているが､モーツァルトのどの曲もそ 中でも'我が国で最も演奏回数が多いとい 四十一番｢ジュピター｣は'数多‑の曲の

労いただきたい｡

‑IPr⊥▼一t●r▲ TI●1† ….r･●†亨等一1rf｢†Y■

今年はW･A モーツァルトが生誕して

今回のプログラムの1つである交響曲第

7月3 0日胤1 3時3 0分〜

(四日市交響楽団 長 水谷

市民の皆さんが参加して楽しめる文化祭です｡
(創作舞踊 金森 通子)

冒第二ホール 周…

ーtt

i与 .i盲

やっぱり四日市ガ好き‑･J

3寺i6寺

柿
【ル
享;
●

●

:入場料500円
●

:入場無料

入場無料
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●●
I
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棟であります｡ 三日間に亘って四日市 文化会館展示 沢山の展示を行います｡今年は1日多‑' 栽や蘭'可愛い真多呂人形など'盛り 盆栽や菊花'そしていま流行の小品盆 や石を愛でる愛石'樹木を愛し育てる

… 1 0時〜1 6時(5日は1 5時ま ●｢

●●●●

日頃の成果を多くの方々に見ていた

古‑からの華道･茶道'更には盆石

…生活文化合同展 仙 ｢爽秋賛歌｣

:.;月3日胤1 0時〜1 5時

●

入場料500円

達)

●●●●●●●

…頭幹チヤ幸チヤ

: ' ･･ 酒翠庵

● 一. 書I●▲1 … 1●一▲Ir†I●■一▲▼一●

●

足
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多くの方のご観覧を!
日月3日㈲〜5日帽

日月3日胤1 0時〜1 6時

記念講演･表彰式 四日市短詩系文学祭第五回記念 第三ホールほか

…八つの徳目を忘れた男〟忘八″

…仁･義･礼･智･忠･信･孝･悌の …巳 団 第二ホール
●

･.董7. I.蔓.丁重‑.メ

●

… 1 7日胤1 0時〜1 6時 ‥9月1 6日出1 0時〜1 7時
●

…将棋フアンの集い

●●●●̲

(小中学生以下のご入場はできません)

●●●●●●●●●●●●●●●

● ● ● ● ● ● ● ●▲

rp.■▼▲1Y･f‑+●王丁†1…王 ●▲▼IT†■

●●●●● ●● ●●●●●

みえ県民文化祭合同

9月柑日出11 8日胤

第六回演奏会 四日市風の谷ウインドアンサンブル

● ● ● ● ●● ●●●●●●●

8月1 3日胤1 4時〜

田 E3 ‑ 第一ホール

(4回公演予定)

展示室

で

入場無料

入場無料
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…日月1 2日㈱1 0時30分〜1 8時30分…
●

…市民囲碁将棋大会

●

･: 田Ea口日 第三ホール

● I● ▲▼● I● ⊥▼‡● ● ● ● ● ● ● ●

●
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…日月は日胤1 0時〜1 6時 …日月〓日出 …日月川日㈲
●

● ̲ ー ■ ■t. I/

●

●

…総合美術展

● 一･†● 1▲▼●† ■●r14fI†●一‑ †● ▲T‑●

●●●●●●●●●●

…日月5日㈱韻〜韻 rq…

…閉門第｡ホん酬…

● r ●±‑1.● ● 一 ● rflI1rf一 ‑●

たしております｡(生活文化 辰谷和寿生) 場下さいますよう､会員一同お待ちい 思います｡ぜひお誘い合わせの上ご来 っておられる方もいらっしゃること

き甲斐でもあります｡ だくことこそが最高の喜びであり'生 しみ育てたものを多くの方に見ていた ました｡私たちにとって訓練結果や慈 だこうと丹精込めて育て'訓練して来

取り組み方こそ違え'同じ趣味を持

入場料前売2000円当日2300円
高校生前売1 500円当日1800円

(墓詣豊)ノし 董i ^場料雪雷亨呂謂
＼ゴ′ /JH.Rj■./

+ tト■ト一一●JL●tI■●,･●.▲■ト一一■■トー■4 ‑‑

‑■…...tt一山.+.l T..…◆■…●4 A‑

素です｡ 交流となり'語り合い親しみあう大きな要 ます｡そのことが各流派団体の皆様方との ねて意見の交換'意思の疎通を図っており ただけるようにと加盟団体一同'会議を重 力を市民の皆様と共に楽しみ'味わってい そして未来へと展開してい‑創作舞踊の魅

創るべ‑練習に励んでいます｡出演者も楽

私たち会員は皆様に感動を与える舞台を

…1 0月川日出1 0時〜1 6時

加させて頂いています｡ 毎年市民文化祭に｢創作舞踊会｣として参

伝統的な古典舞踊を継承しっつ現代に'

● ● ●■● ● ● ■

…創作舞踊会 …Ej 田 Eg 第二ホール

● . ‑ .̲IA.J ′ ●

̲.‑r . " rP .fr fr lr f r lf r ‑+

●●●●●●●

‥ 入場無料(参加費一五〇 円)… …1 0月8日胤1 3時〜1 6時 …

…市民社交舞踏会勤労者総合福祉センタエ

●r ■r†I … 一r●→rf●ー ヰ■†●ー† rや一丁P"r●◆r.

●

●▲▼●▲' ▲tl壬‑̲r董丁重. … … I●. '毒

●●●●●●●●●●●●●

平成六年'文化協会発足以来欠かさずに

9月23日出1 0時〜1 6時

第四十一回秋の文化祭

E3 qEB E あさけプラザ全館

24日㈲1 0時〜1 6時

101013
日寺日寺日寺
i

〜 〜

161717
日寺日寺日寺

離諾書聖'…
+ t l一●一一●｣■一● ■●●

朋仙

入場無料

入場無料
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シリーズ舞上の俸常 ①
第56回四日市市民文化祭行事
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嫡葉三方衛門

市貝対ヒつエユティr iJL

日本慧協蒜FB?

次世代へのネッセージ･プレ四日市音楽祭･ジュニアパフォーマンス

江戸期を通じて｢天然の良港｣と称された四日市湊｡それが近代港湾とな

r日時2006年9月16日(土)

るきっかけをつくったのが､稲葉三石衛門(1837‑ 1914)その人である｡

廻船問屋の稲葉家を継いだ三右衛門は､幕末期の2度にわたる大地震で水

午前1 0時〜午後6時

深の浅くなった港を見て､今後の四日市の衰退を憂い､ ｢いまこの港に十万金

9月17日(日)

を投ずるは､他日四日市に百万金をもたらさんがため｣と､港の修築を決意｡

午前1 0時〜午後5時

これに賛同したのは､同業者の田中武衛門であった｡

三重県の許可をえ

て明治6年(1873)

から工事を開始したも

のの､予想以上の困

難､資金不足､同志
経た明治17年5月､

武衛門の離脱､非難
心以来苦節15年を
遂に港修築を完成｡

その後四日市港は明

治22年に特別輸出港､

30年に特別輸出入港､

32年には正式に開港

場に指定され､外国

貿易港として脚光を

中傷などが重なり､初

■会場四日市市文化章館全館
〜入場無料⊥
JFr‑

市民文化フェスティバルはジャンルを超えて市民のみなさんが参
加して楽しむ催しとして定着してきました｡
出演(展)者はすべて公募により決定しております｡また盛り上
げの催しは､食文化から民芸､園芸､各種演奏(技)など多彩な内
容で企画しております｡
詳しくは､ 8月中旬に発行しますプログラムをご参照ください｡

浴びることとなった｡

その功績を顕彰す
8月､昌栄橋北詰に

るため昭和3年(1928)

(事業部)

｢先考稲葉三石衛門
みえそう
頒徳寿像｣が建立された｡寿像製作者は稲葉家ゆかりの清水三重三､稲葉
三石衛門翁像の8文字は実業家で著名な渋沢栄一の書､裏面の略伝は諏訪
とうなん

神社生川宮司の撰文で津の著名書家市川塔南の筆になるものであった｡除幕

式には子どもたちが碑前で｢除幕式の項歌｣を斉唱､頒歌の作詞は四日市商
ろか

業学校教諭で歌人としても著名な三谷産華であった｡

しかし､戦時中には供出という悲運にあい､現在､ JR四日市駅の西方に立
っているのは戟後再建された2代目のものである｡寿像の眼は世界に繋がる航
路を見つづけている｡

:
I

･

日時
行先

2006年11月18日(土)雨天決行
近江八幡

I

:
:

(水郷めぐりと近江商人の伝説と夢の跡をたどる旅です)
会費

8000円(予定) 〜小人料金は検討中〜

l

(事業部)担当

石田清子

℡090‑1280‑3864

℡059‑364‑0528

ー第56回四日市市民文化祭行事‑

句は白楊子が講評を担当している｡橡創刊以来同人五

(月末締切)と当日旬三句を提出'月例会は敏勝､当日

である｡ てきたのは｢旧馬酔木同人｣ の筆者と稲垣敏勝の二名 の流れを汲むものであり'会の結成指導に力を尽‑し

橡会｣と改名'現在に及んでいる｡ て昭和五十七年に結成した｢三重馬酔木会｣も｢三重 は馬酔木同人をなげうってこの創刊に参加した｡そし を最も正し‑理解'継承したのが｢橡｣で'私と敏勝 事情で馬酔木を離れ｢橡｣を創刊した｡秋樺子の遺志 馬酔木の主宰を任されていたが'秋楼子没後は諸般の

きた｢全句講評｣を範とし実行している｡月例会三旬

結社｢橡｣主宰の堀口星眠は'秋裸子存命中すでに

当会の指導方針は'かつて水原秋輝子が終生守って

いる｡

当会は俳句結社｢橡｣ の三重県支部として運営して

橡会はもともと水原秋楼子主宰だった｢旧馬酔木｣

パッションひろぽ∴

ませ橡合の音顔 松滞日楊子

第5回を記念して大賞｢伊藤桂一賞｣を設ける
とち

〜募集を開始(締切9月8日(金)) 〜
短歌･俳句･川柳･現代詩･連句の作品を次の要領で募集します｡小･中学生をはじめ
高校･大学生のみなさんも奮ってお寄せ下さい｡対象は､四日市市･三重郡に在住･在勤
(学)としますが､県内の文化サークルに参加している方の)応募も可とします｡また｢四日
市港のイメージ｣にちなんだものは県外からも応募ができます｡

募集部門一般(高校･大学生を含む)の部､小･中学生の部とし､短歌2首､俳句2
句､川柳2句(雑詠) ､現代詩1編(本文50行以内) ･連句は三句1組です｡

作品は自作未発表に限ります｡これに反した場合は入選決定後でも失
格とします｡
送り先

〒510‑0057

四日市市昌栄町21‑10

四日市市文化協会｢短詩型文化祭｣係
あ しび

問合せ℡･FAX 059(351)3729(担当:坂井)

〔火〜金曜日､午後1‑5時‑祝祭日を除く〕

応募方法､参加費､賞､授賞式など詳細は｢募集のご案内｣ (市文化会館にあり)を
ご参照ください｡

さて最後に､当会を代表する七同人の作品を紹介し

t･9tT寺20067‑ l最多､紅歩を踏み岳す
一昨年からアート展の開催を準備してきま
した｡協会員が力を合わせて協会らしさを感じ
られる展覧会を模索しながら､昨年はプレイベ
ントを催しました｡

わせ

関係する理事や団体の代表者のご意見や要
望をまとめながら会合を何度も開いてきました｡
やっと応募要領をまとめて､作品の募集に入

りました｡その結果､著名な作家の方70余人か
らお申し込みいただき､ 3日間で1000人のみな
さんの来場者がありました｡役員一同､本当に感謝しております｡
出品者のみなさん､ご来場の方､陳列にボランティアでサポートをしていただい
た方ほか､多くのご好意に深く感謝いたしております｡
私ども今回の取り組みで多くのことを学びましたこと､次回､開催に向けて､より
素晴しい展覧会に一歩でも近づける努力を始めました｡ご期待ください｡
(実行委員一同)

松滞日楊子 中岡 紫雲 村瀬 弘子 木村かつ子 稲垣 富子 臼井 軍太 稲垣 敏勝

名を輩出'他県の追随を許さない活躍を遂げた｡

健筆をふるっている｡ 子は｢植物｣に精通'木村かつ子は｢郷土歳時記｣に 風土'水鳥の生態にも詳しい｡そのほか'同人稲垣富 文にはいさ か自負するところがあり'近江の歴史や 詳しいところ指導に大き‑貢献している｡白楊子も天

妻稲垣富子の｢俳句覚え書き帖｣を出版している｡ 自楊子が｢俳句覚え書き帖I｣を'同十七年にⅡと' 十年に臼井軍太が｢梶の葉｣を出版'平成十六年には

て稿の責を果たしたい｡

雨音に朗々和せり薪能 花吹雪お木曳山車を戒ふかに 恋猫になれずじまひの眠りかな 逝きし子を導きたまへ寒北斗 人知れず散りてましろし莱黄の花 蝋梅の匂ひ溜りの日向かな 豊年星そぞろに光り早稲育つ

句集では'昭和六十三年に敏勝が｢船星｣を'平成

また'敏勝は｢魚類｣に特 造詣が深‑'天文にも

〜魅力ある人間に〜

あずま太鼓

まちなUのギャラリ‑

◎山画廊◎

東 克利さん

1988年

四日市市文化会館前にオープン

1 998年現住所に新築移転

と答えた東さんです｡

数多‑の太鼓を無償で貸し出し'

と問えば ｢生きていることが幸せ｣ 鼓を叩いて るときは幸せですか‑

の個性を出していきたいと語る｡太 させることは大切だが､一人ひとり

めると言うことを大事にしている｡｣ 自分で決めさせる｡自分の意志で決 子どもたちには参加するかどうかを

個人の自由は尊重する｡演奏を統一
練習は月に二回｡指導は厳しいが

｢まつりなどの行事に参加するとき

とでした｡ を尊敬する気持ちが大切｣というこ

ねらいは ｢一緒に太鼓をた ‑先生

もちろん児童にも指導をするがその

お聞きしました｡ 小学校を中心とする指導'演奏だと

り博でも12回の演奏をしたが多くは

‑や湯の山温泉の僧兵まつり'まつ

さんが結成｡その活動は四日市まつ

あずま太鼓は､平成元年に東克利

指導する相手は主に学校の先生｡

四日市市安島1‑6‑13ポポロビル2階

TEL/FAX 059‑351 ‑0773
近鉄四日市駅北口下車西へ徒歩4分
ララスクエアー西
http://www.yamagaroU ,com

: ht{p;//ふんJl.;JnTA‑:hTIQhTdl.nTer.j6示magarou/

三重県の作家を中心に絵画､陶､漆､創作家具､染織､など企画展に
て紹介しています｡また､国内外の作家の版画､油彩画､水彩画など､
はばひろく展覧｡
最近は若手､新人作家の紹介にも力を入れています｡また3階ギャラ
リーでは､四日市出身の洋画家小林研三先生の作品を常設展示｡ 3ケ月
定期にて作品を入れ替え､初期から晩年までご覧いただいています｡
●小林研≡略歴
1924年
1979年

四日市市に生まれる｡
ザルツブルクで個展｡

1984年｢徹子の部屋｣出演｡
1990年 四日市市文化会館にて画業50周年回顧展｡
1999年 三重県立美術館にて｢小林研三展｣開催｡
2001年

投｡

出版物

絵本｢のはらのちいさないえ｣日･独･英語版
刊行｡ ｢工ミリー･デイキンスン特集｣挿絵を
描く｡

います｡ (レポート 石井 亨)

◆みなさんが参加できるH Pに
ホームページ担当

る人間になってほしい｡｣

参加されます｡楽しみにしたいと思 館での市民文化フェスティバルにも

‑る｡だから'太鼓を通して魅力あ がある人には'自然と人が集まって

っしゃる東さんの指導語録は ｢魅力 教え子の成長を見るのが楽しみとお さらに指導はすべてボランティア｡

今年'9月17日に四日市 文化会

‑企画展案内‑

長田千尋

ホームページは､会員だけではなく市民
の皆さんへの文化情報の発信を目的とし

7月1 3日(木)〜7月23日(日)

ています｡四日市という三十万都市で､どん

7月27日(木)〜8月

な文化活動が行われているのか､ここを見

8月31日(木)〜9月10日(日)

たらわかる､参加できるというホームページを
めざして‑まず最初に､会昌の催しの紹介､

9月14日(木)〜9月24日(日)

臼井和成 陶展
弓戸好孝 吹きガラス展
松下英友 パステル画展
猪飼 正 メゾチント(銅版画)磨

9月28日(木)〜10月8日(日)

笹山芳人

文化協会後援事業の紹介を精力的に行っ
ています｡催し中､後の取材や写真の掲載
も受け付けていますので､詳しくは事務局
までお問い合わせください｡

6日(日)

10月12日(木)〜10月22日(日)
10月26日(木)〜1 1月5日(日)
11月9日(木)〜11月19日(日)

陶展
水彩と写真展
横井一夫
伊藤香奈 水彩画展
箱瀬淳一 漆工芸展

お問い合わせ先 内田 通子

後 援 四日市 中白新聞

料 金 無料

主 催 田白市いづみ民踊･舞踊会

会 場 E]日市 文化会舘 第2ホール

お問い合わせ先 土井 静雄

民踊･舞踊

9月23日(土) 1 時開演

料 金 (有料)前売り､当日共 大人三千円

後 援 E]日市 ､(財)E]白市 文化振興財団､cTY

主 催 中村ヨシミツリサイタル実行委員会

会 場 四日市 文化会館 第1ホール

魂のギター中村ヨシミツ

9月2日(土) 17時30分開場･18時開演

お問い合わせ先 小原 芳美 後

料

主

援

金

催

E]日市 教育委員会'中日新聞 無料(入場券/当バレエスタジオ､文化会館) 小原芳美バレエスタジオ

舞台活動43年記念公演
TF･059‑353‑7860

T･FO59‑352‑3426

小原バレエ｢夕涼みバレエコンサート｣

お問い合わせ先 西川 保歳 後

料

主

会

場

援

金

催

場

四日市 文化会館 第1ホール

四日市市教育委員会 無料(入場券/けいこ場へ文化会館) 保扇会 四日市 文化会舘 第2ホール

会

7月2 7日(木) 1 7時〜20時

F･059‑3 6‑30 0

丁/LJ. ･059‑32 ‑4782

(障害福祉関係者百名招待)

7月1 6日(日) 1 1時開演

西川流 保扇会 発表会

T･059‑3 7‑3457

子ども三千円

お問い合わせ先 田嵩 玲子

料 金 無料

主 催 中日マリンバミュージックセンター

会 場 あさけプラザホール 10月21日(土) 14時30分〜16時

お問い合わせ先 中村 千重子

マリンバフェスティバルvo‑･1

後 援 四日市市､中日新聞

料 金 無料

主 催 千翠会 会 場 四日市 文化会館第2ホール

1 0月1日(田) 1 0時30分開演

千翠会 舞のつどい

料主会
金催場

お問い合わせ先 下小薗 重人

中村健吾&海野雅威

8月2日(水) 1 8時45分開演

井上 T/F･059‑363‑49 0 橋本 T/F･059‑365‑0520

の方は四千円) (アソシェード'文化協会で前売り券購入 (有料)前売り 大人四千五百円 (樵)アソシェード第一 第‑楽器 ムーシケ
丁･FO59‑346‑41

F･059‑323‑0 3

丁･FO59‑351‑4 5

料主会
金催場

お問い合わせ先 後 援 チャコット株式会社テロハスタンダード

(有料の場合チャリティで福祉に寄付) (有料)大人五百円

7月29貝土) 1 3時開演

Y フラグループ 川越町あいあいホール

当日 大人五千五百円

T･059‑323‑123

Y･Y･フラグループ

チャリティ発表会
デュオコンサート

お問い合わせ先

出品料入場料 無料

主 催 四日市市

会 場 四日市 文化会館展示室および第4ホール

(表彰式10月29日( )13時0分〜第3ホール)

1 0月25日(水)〜29日(日)

第三十四回田日市 美術展覧会

入場券取扱所 チケットぴあ､田白市 文化会館

後 援 四日市 ､四日市 教育委員会

料 金 (有料)s 席一万六千円(プログラム付)

主 催 (財)四日市 文化振興財団

会 場 E]目市 文化会館 第1ホール

1 0月25日(水) 1 8時30分開演

お問い合わせ先 羽木 節子

キエフ･オペ一フ｢アイトダ｣

料主会
金催場

出演者 アンサンブル･サルビア､ラ･ピアチエーレ 後 援 E]白市 ･E]日市 教育委員会

浅野圭主馬(バリトン)

(財)E]日市 文化振興財団 玉井

(有料)前売り一般 六百円

お問い合わせ先 常磐 扇舟

chOrアンサンブル･サルビア

8月2 7日(日) 1 3時30分〜1 6時

アンサンブル･サルビア 四日両市文化会館第2ホール

中田新聞 無料 常磐会 四日市 文化会館第2ホール

わらべの歌コンサート
T 059‑354‑4501

B席 八千円

A席一万一千円

T･059‑3 1‑5348

当日 一般 七百円

丁･FO59‑32 ‑1352

C席 五千円

S席 l万四千円

小中校生三百円

小中校生三百円

後料主会
援金催場

8月20日(白) 1 時開演

常磐流 夏のをどリ

平成1 8年7月〜平成1 8年1 月

今年､43回目の発表会になるそうです｡ の三日間'文化会館で展示会を開催｡ て胡年｡毎年3月に金'土日曜日 共に三省会(さんせいかい)を発足し

さんにインタビュー｡ イメージ､身を引き締めて花井高峰

師であり'父である花井峰昇氏と

書道の先生と聞き､厳格と静粛を

ただいま二〇〜三〇歳の

三省会花井高峰さん

さんせいかい

小窓の演出から､
増改築まで‑i
〜.'＼′ぺ､･へ‑ ‑㌔.･′‑＼ノー＼ノー〉1＼ノl

/

総合インテリア

監雷詰票毘東

片
岡
3,日̲8̲22

TEL

(059)‑346‑7933(代)

FAX

(059)一346‑7913

生徒募集中

E‑mail: K‑Kataoka@mx.baycky.ne.jp

ってしまいました｡ になり､元気な源はこ かな‑と笑

お話に引き込まれ'最後にお酒の話 ほど'気さ‑でユーモアたっぷりの も大切にされているそうです｡なる いろいろなジャンルの方々との交流 るだけとおっしゃるタフガイ先生は､

1ケ月に2回‑らいのお休みがあ

あるのだと言われました｡ 源を深‑学びもっと追求する必要が のだそうです｡特に漢字は'まず語 変えてい‑ これがなかなか難しい 写す｡高校生になると芸術的な書に お手本を横に置き､その通りに書き

して字を美し‑書､つまり先生の いうことです｡小中学生は'書写と から5歳と幅広‑'7割は女性だと

るともお聞きして驚きました｡ 大学では20年間講師をされておられ 人程を総合会館で指導｡四日市熟年 れ各センターなどで活動｡身障者1 5 校生以上) 子ども20 人を指導さ

書を習っている人は最高年齢90歳

将棋

現在会員20人､一般20 人 (高

(レポート 中西まき子)

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詰7,.雷,l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
●発行所

謬@#勃霊‑醇釣陵‑謬
〜生活と空間のリデザイニング〜

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

㈱アソシェード第一

URL : http･J/www.asociade.com/

四日市市西日野町5028‑1

凶日市市文化協会

Tel (059)323‑1 233

㈲アソシェード鈴鹿
鈴鹿市道伯5‑12‑1 6
Tel (059)37017766

しあわせ建設

8月2日(水) 中村健吾&海BI
Duoコンサート
前売4500円当日5500文化協会､

四日市市西日野町5028‑1
Tel (059)323‑1300

アソシェードでお求めの方は4, 000円

Fax (059)323‑1303

文化協会広報部会 木村道山 平成1 8年7月15日
長田千尋 中西まさ子･北川春堂 伊藤巳代次･山口香魚 石松 延･石井 亨

Fax (059)323‑0033

Fax (059)370‑7769

●編 集 ●発行人 ●発 行

再生紙使用

パッション第三十号

☆ご提言'原稿をお待ちしてお‑ま
す｡

(延)

☆第56回市民文化祭への情熱が'輝

☆わが街の'すごい人､すごい所を

☆｢パッション｣を手に楽しい仲間
す｡ づ‑りに役立て 欲しいと願いま

探しに新部員が張り切っています｡

‑季節のなかで燃え始めています｡

☆第30号を記念号として'心新たに
編集しました｡

《編集後記》

