第31号

地域のかかりつけ医
消化器科･外科･肛門科･''内科

害管主石田胃腸科病院

2006
誌名の『パッション』は燃えるような"情熱"の意味です｡

※がん検診(胃･大腸･乳･前立腺･肺)
※人間ドック(個人･企業) ※各種検査
健康スポーツ医◆産業医

特集:仕掛人

メディカルアロマテラピー

他各種リフレクソロジー
(要予約)
元気な四日市が好き〝

也p

診療時間/
平日‑AM9 : 00‑PMl : 00

四日市市文化協会

YBK

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com

四H市市朝日町1115

(JR四日市駅前)

TEL(059)353‑3313㈹

PM2 : 00‑PM7 : 00

土曜‑AM9 : 00‑PMl : 00

休診日/日･祭日･土曜午後

√メ‑

楽しみました｡ ポートする側として思いきり舞台を

満ちた舞台が展開いたしました｡ 勢五百五十名)が主役となる'活気に の四団体のた‑さんの子供たち(総
ーレ四日市″〝小原バエ東太鼓〟

題Ltク社会保険健康センターペア 今年はク次世代からのメッセージ〟と

フォーマンス〜が開催されました｡

ティバル『プレ音楽祭』〜ジュニアパ 館'第一ホールにて'市民文化フェス

出演者の大人たちも子供たちをサ

故･斉藤敬三氏に搾ぐ

九月十七日( )に四日市 文化会

感謝の意を込めて‑0

〜プレ音楽祭〜

ジュニアパフォーマンス
ク
711レ)‑''l'LC,祭‑ジュニアパフォーマンス
̀一次111二代からのメッセージ"

鈴木

亜樹

川北
伊藤

悦男
義和

1 3456

特集〜什掛人〜
人鼓が街をつくる
｢まつり｣と地域社会

天下の奇祭｢けんか祭り｣

渡辺

保

地域住民による手づくり大イベント

小方

修一

山口
一見

かを
政幸

服部

勝彦

9

南部

圭子

11111110011234

田村

映子

平成18年度四日市市文化功労者
の追悼も兼ねて'一つがんばってく

の市民文化フェスティバルを斉藤氏 本の電話が入りました｡『今年の九月

文化協会の事務局長の西村氏から一

し‑深い悲しみ一杯の中'四日市 べき大切なひとでした｡とてもさみ ていただき'導いて下さった'尊敬す 方で'た‑さん'いろんなことを教え

お亡くなりになりました｡

私にとって'父親のような存在の

文化協会の常任理事･斉藤敏三氏が

思っております｡ のお声をいただき'心からうれしく

中身の濃い舞台だったと'たくさん 迎えて'いろんな楽しみ方のできる'

今年の三月二十一日に'四日市

児童画教室と私

う'三時間半を約千二百人の観客を

未来の大人たちのために今できること(賛助会員)

開演は一時で四時半終演時間とい

7 8

わくわくにんげん豊のひと
〜感動の毎日〜

第56回市民フェスティバルを終えて
｢着付教室｣を開く
体験教室で描く
多彩な催し!

池田美智子

第5回料理コンテスト

劇団松竹梅｢忘八｣を終えて

南城 仁香
志水 雅明

シリーズ郷土の倖傑(彰大賀旭川

長･西村氏'音響'照明'舞台仕込み担 担当する'四日市 文化協会事務局 ある'会場全体の準備'および総括を ありません｡実行委員会のメンバーで んてほんのクちっぽけな力〟でしか ろん私だけではありません｡私自身な

しんでもらう方法を考えました｡もち

また'出演するみなさんに'存分に楽

るか‑のような日々が続きました｡ ただいたことを思い出し'足跡をたど ました｡その時から斉藤氏に教えてい

を尽‑そう!と心に決めて返事をし たが'私に何か出来るのであれば最善 藤氏がいない現状'不安な気持ちでし

どで'柱となって動いて‑れていた斉 は今まで市民文化フェスティバルな れませんか‑』という電話でした｡私

四つの団体のよさを引き出す方法'

実行委員長

鈴木 亜樹

パッションひろば
市民文化祭(実行委員会)

坂井

兵

｢四日市の第九｣
｢くるみ割り人形｣全幕公演
まちなかのギャラリー｢小山田美術館｣

西村

邦彦

田中

明生

訪問レポート(丑｢マリアの丘｣合唱グループ 石井
山口
訪問レポート(彰｢積木の会｣

香魚

1 11114

6789

亨

文化協会の加盟団体･後援イベントご案内
(平成18年11月〜平成19年3月)
｢市民会議｣に参加して

表紙

石松

延

‑20

三重北勢健康増進センター̀̀ヘルスプラザ' ‑ ･ (N･ Ⅰ)
写真

加藤

武･渡辺‑範

カット

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 四日市市昌栄町21‑10｢市民文化課分室｣内
TEL･FAX 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)

山口香魚

ト];I.pJ･ T

にぶつけました｡ けた情景に満上告ダンスをステージ 人 左上の紺肋的な展開をする'弾

太鼓が街をつくる

か･1 ÷して何が出来るか‑というこ にレしんなメッセージがある

二へ∵IL川日直クは'子供たち'

つながりました｡ ても多くの クパワーク に い気持ちは'私自身にとっ たがたの舞台に向かう熱

した｡私たち大人が次世代 さん考えさせていただきま からのメッセージ″もた‑

ろん各団体の代表者のか だと思います｡それと'もち 結果が成功につながったん つ'後押ししていただいた 委員長である私を支えて‑れて'か 瀬氏の三名の〝多大なる力〟が実行 て下さるステージスタッフ担当の贋 ベント全般を細かい目で見てケアし 当の'グローバルステージ角野氏'イ

今回のテーマ'〝次世代

特集〜仕掛人〜

四日市諏訪太鼓保存会
熱風の中心におられるかたが を何人かご紹介します｡ 各地区の伝統祭り'イベントなどが繰り広げられていますが､その 季節が移ろいゆく中で'人々が集い､郷土の誇る大四日市まつりや

川北 悦男

られません｡この合同演奏を基にし た｡その時の感動はいつまでも忘れ が何とか叩き終えることができまし

しました｡多少の失敗はありました

を'初めて大四日市まつりにて披露 奏を企画'子ども'大人合同大演奏 織つ‑りのためにまず太鼓の合同演 会の役を引き受けたのが8年前'組

じその上部団体である諏訪太鼓振興

も過言ではありません｡ 今や太鼓は､ライフワークと言って

から太鼓と出会いその魅力にひかれ 年'生まれが鈴鹿で社会人になって

日市諏訪太鼓保存会に入会して30

四日市諏訪太鼓保存会の活動を通

が思いきり打つ!強い太鼓の音から

ことは'百の言葉を投げ掛けるよ‑' 子供たちに託す思いの中から出来る ら何も出来ないかもしれない｡ただ' 夢や希望はあるけれど'もしかした ができるか‑大人たちはた‑さんの

もみなへ素敵でした｡ ただきました｡どの団体 てきなメッセージをい たちのダンスにより､す 中から､子供たちや大人

出場させることになりました｡ 県代表として諏訪太鼓子供チームを

を創り'街をつくる｡

こんな仕掛人でありつづけたい｡

太鼓を楽しむことが'人を創‑'和

京都にて行われる全国大会に'三重

ェスティバルを企画し'19年3月に

加'5月には三重県ジュニア太鼓フ

日本太鼓連盟の活動にも積極的に参 の街として日本中に轟かすため'全 れあいを大切に'また四日市を太鼓 動を通じ祭りにか わる人々とのふ

タにて音源'演奏を担当｡これらの活

りの融合'避蓮を披露'おどりフェス

ク東太鼓〟は'子供たちや大人たち

ただきました｡ なかわいらしさを華やかに見せてい

〝小原バレエ〟は'子供たちの優雅

そして'私は思います｡次世代に何

大四日市まつり･ 思えば私が四

は'山車'踊‑'太鼓との競演'新旧祭

めるようになりました｡

さらに､大四日市まつりにおいて

通じ四日市に太鼓の音を響かせ楽し 大四日市まつり､秋祭り‑と一年を

なり､い‑つかのイベンー企画'春'

て飛躍的に諏訪太鼓の活動が活発に

した｡ だきます｡本当にありがとうございま への報告として'こ に記させていた

ーリー性のある構成の サブタイトルの中'スト

〜今を生きる〜という

たち･戦士たちへの翼″

市&北勢堂〟は'〝天使

借りして心からお礼を申し上げます｡ いるたくさんの方々にも'この場をお します｡と同時に私を支えて下さって な時間をいただけたことに感謝いた ッセージを考えることが出来る'素敵 氏のおかげで私にとっての大切なメ セージ〟というタイトルを‑れた西村 を掛けていただきク次世代からのメッ

舞台となったことを故･斉藤敏三氏 ちろん私にとっても心に残る素敵な 来て下さったかたがたにとっても'
出演者のみなさんにとっても'見に

クシティスポーツ四日

ていただきました｡

ッセージ』だったんだと思います｡ くれた宝物'まさに『次世代からのメ 敏三氏が私たちに教えて‑れ'残して ということをです｡それが'故･斉藤 方を見せることだけかもしれない!

表したいと思います｡

そして私に一本の電話を‑れて'声

ク生きる〟強さを見せ

故･斉藤敏三氏の生き方に敬意を

今を一生懸命に生きている姿を'生き

特集〜仕掛人〜

特集〜仕掛人〜

天下の奇祭

｢まつり｣と

地域社会

｢けんか祭り｣
富田一色町

連合自治会長

渡辺
す｡

は肌で感じま 事を地区の方 近づいてきた んか祭り｣が と'ああ｢け こえてくる 響き渡って聞 な‑鉦の音が どこからとも

ことができました｡ 存分に味わって戴‑

｢まつ‑｣の楽しさを

見に来られ勇壮な めげず大勢の人々が できました｡暑さに の練‑を行うことが 出神社にて無事奉納

｢権現丸｣の四里が鳥 ｢感歴丸｣と古川町の

の｢神社丸｣｢神徳丸｣ た｡お陰様で東富田 なく暑い天候でし 鯨取り神事は例外も

何時にない今年の

保

日が続く頃'

この行事の

/′噸甥

富田鯨船保存会
権現丸組会長

真夏の暑い

伊藤
を整え'長興寺(富田)まで念仏廻‑

から出発し'手に松明をもって行列

したと伝えられています｡ 衆と共に鉦をた き供養をしようと

をたき'またその霊を鎮めるため大 治三年七月十四日民衆を集めて松明 れた満月上人という偉いお方が'仁 民衆を救おうと当地に滞在しておら 家にも及んできたので'恐怖に驚く

ちろんとり殺され'そのた りは在

その妻 嫉妬怨霊によって一家はも

由来は､時の地頭佐原豊前守政盛が

金がか り地元だけでは賄いきれな まった'山車などの修繕に多大のお

｢まつり｣の担い手がいな‑なってし

義和
経済の変貌にともなって大き‑変わ も時代の変化と申しましょうか社会

ろうとしております｡若者が流出し

その後この行事は松原町の教禅寺

っています｡

り'富洲原地区の夏 名物行事とな

ところで'各地に伝わる｢まつり｣

も｢けんか祭り｣と呼ばれるようにな

当たりを演ずるだけに'大念仏より

時代になってからのことです｡ 込むという形式になったのは'明治 いぶつか‑合いによって神社に練‑

れるが鉦と太鼓の両組がさびしく体

この行事は毎年八月十五日に行わ

り大変な熱気と興奮に包まれ す｡ 通りは見物の人々がびっしりと埋ま

現在のように鉦と太鼓を担い激し

本物のけんかが起きる祭りだけに' まりがつかないとまでいわれ'時々

いわれ'かつては血をみな‑ては収 大念仏供養祭であり｢天下の奇祭｣と

を迎えるという勇壮果敢なる乱暴な

てきたもので'悪魔を追い払い精霊

‑なり富田一色町のみが受け継がれ るが'教禅の衰退と もに行われな

をするように発展したといわれてい

状況が伺えると思います｡ れていることからも'そのあたりの TVや雑誌などで盛んに取り上げら

あ‑｣と感心して居る次第です｡ 船もえらい有名になったもんやな 存のビデオ撮りに来られました｡｢鯨 り'また日本捕鯨協会の方が永久保 問い合わせの電話がか ってきた 区市民センターへ'ひっきりなしに 行われますが'この数日前からは地

鯨船祭は毎年八月十四､十五日に

しようと叫ばれるような状況です｡ つり｣も見直され｢まつり｣を大切に なってきました｡こうしたなかで｢ま 色々な文化活動が重視されるように 豊かさを大切にする風潮が生まれ と言われるように物質中心から心の

んでいます｡ てしまったものもあるように聞き及
しかし'近年｢モノからコ ロへ｣

り'ところによっては衰退Lt消滅し 価値観が薄れてしまったこと等によ い'さらに深刻なのは｢まつり｣への

特集〜仕掛人〜
供と共に育って来たものと感無量の の経つ早さに驚き､よくこ まで子 たちとか わって'はや50年近‑時

として毎年秋に開催しています｡

まぐり飛ばし大会｣など恒例になっ す｡｢はまぐり大盤振る舞い｣や｢は 地域住民の手づ‑ で行っておりま 会や地域各団体で実行委員会を作り

左の3氏の表彰が行われた｡ 市文化会館のオープンステージで､ 市民が見守る中､菊の膏薫る四日市 去る1 月3日の文化の日に､多数の

児童画教室と私

私が絵や造形活動をとうして子供

iHIH旨HIHIIHHIHHIHllHHHlllHllHIHHHiHH=
由■】一

曲出払

イベント会社などを使わず'自治

平成1 8年度四日市 文化功労者

地域住民による
手づくり大イベント
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楠健康ふれあいフェスタ実行委員長

小方
山口 かを

伊藤義和さん 橋本 潔さん 山口かをさん
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修一

‑
‑
‑

右から

■‑

すイベント

発展を目指 業の振興' 行い地域産 展示などを 業の紹介' 区内外の産 てる場'地 帯意識を育 区住民の連 ります｡地 ベンーがあ タというイ あいフェス は健康ふれ
楠地区に

の言葉が絵に表れたらと'いろいろ 姿です｡子供の語りたい心の奥から 笑顔の全てが'すてきな子供たちの に話してくれる時の真剣な眼差しや たよ｣と一週間の出来事を一生懸命 稚園でね｣とか｢学校でこんなことし の悪い子も)が｢あのね先生きのう幼 まって来る子供たち(中にはご機嫌

るえのぐたら 散歩としてす はえのぐのお カルコマニー ど)の中でデ くり遊びな 山遊び'ぬた 歩'粘土のお レパスのお散

措いていてくれ嬉しい限りです｡ 物を選び粘り強く一点一点を大切に でしょう｡そのころには自分で描く

な‑'油絵部門まで進んで‑れた時 て来て‑れて'どんどん絵が好きに していてうれしいことは'長‑続け 屈があったのです｡あと子供を指導 と'思わず納得‑･子供にはこんな理 での色を全部重ねて描いたとのこ

(えのぐやク

‥

⊆■■■

｢先生こんにちは!｣と元気な声で集 この頃です｡月3回の土曜日の午後

す｡

参加者も多‑成功だったと思いま は｢じゃんけんゲーム｣を採用し' ルールは簡潔明瞭という理由で今回

リアするために'受け付けは不要' なければなりません｡この条件をク

が参加できるようなイベンーを考え のです｡できるだけ幅広‑多‑の人

くイベントを考えるのは苦労するも

イベンー'特に来場者に参加いただ ている催しもありますが'その他の

事前準備は二週間前ぐらいから本

の造形遊び

と冬だから来ているシャツから服ま た色になったとき'話を聞いてみる 子が自分の服の色を何色も重ね汚れ で勉強になったことですが'年長の のが残念ですが'その中の1 つの例 程あり'こ で一つひとつ語れない う驚かされる感動が'数えきれない

合が'多くあります｡ 絵が措けるきっかけになってい‑場 発展し､心が開放され'自分の心の

子供の表現活動には'しょっちゅ

ら色の美しさや形みつけなど自然に まで一番感動する一瞬です｡そこか の歓声は'幼児も小･中学生も大人 しから紙を半折にして開けた時のあ

ています｡

トになるようにしていきたいと考え 人に楽しんでもらえるようなイベン

ようなものです｡ は始まってしまえば'ほぼ成功した

このイベントが発展し'よ‑多くの

今後'地区住民による手づ‑りの

を祈りながら当日を迎えます｡当日

貝が活躍します｡そのうえで'天気 多くの委 準備など 必要物の 割分担'

ールや役 スケジュ 日の詳細 です｡当 一番大変 の時期が

じめ'こ

格的には

楽好きのこどもたちの発表の場‑と

奏家､地元で活躍中の演奏家'また音

ートが目白押し｡国内外の著名な演 楽専用ホール｢ムーシケ｣は'コンサ 文化会館前という好立地で4階の音

ょうど今年で20年が経過しま た｡

四日市に新店舗をオープンしてち

校の運動場や教室を利用して色々な 年目｡土'日や平日の放課後に小学 17年度には文化系クラブを立上げ3 協力いただきスポーツ活動を開始､ ただいており'初年度は〝スポ少〟に 業｣を立上げからお手伝いさせてい

〜感動の卑8‑

科学省と厚生労働省が手を組んで で終わりですが'来年度からは文部 間のキャンペーン事業としては今年

‑り｣事業で出会った言葉です｡三年 た文部科学省の｢子どもの居場所づ ること｣ 平成十六年度から始まっ

私も地元で｢子どもの居場所づく

≪胎cg, leL,I,i,狩

代表服部勝彦さん

｢放課後子どもプラン｣を初めます｡

り｣の中 ｢地域子ども教室推進事

｢未来の大人たちのために今でき

未来の大人たちのために

第一楽器㈱

今できること
場を提供していきたいと考えます｡ 地元の方々に音楽を聴いて ただ‑

終了することができました｡

今後もホールを活用し'少しでも

も感動の涙で一回目のコンサー を

ん､おばあちゃんも大喜び｡スタッフ

父さんへ お母さんは勿論おじいちゃ

は目を見張るものがありました｡お 力はすぼらしい｡一回ごとの成長に

ができました｡とにかくこどもの能 夏に晴れてコンサートを迎えること

を中心に昨秋より練習を重ね'この

を結成｡小学校3年生までのこども

日を送ることができました｡

少年少女合唱団(リトル･ピーンズ)

特に記念事業の一環として今年は

ていただき'忙しさの中に感動の毎 て'記念コンサー を多数開催させ 四日市店オープン20周年が相まっ

集まってくれています｡ 毎日のように音楽を愛する方たちが

む｡そんな場所がた‑さんでき'伝統 出向いて行って子どもと一緒に楽し

っしゃいますが'学校や活動施設へ をされている大人のかたが いら

どもも居ます｡ えれば'活動場所もあり'参加する子 ています｡指導していただく方がみ

今年はモーツアルト生誕2‑0年と'

に‑｣

伝統文化の為 そして未来の ちのために‑〜 ｢未来の大人た

行っています｡ づくり'農園' 芸'茶道教室などを

んでいますLtそうできればと願っ 的なものが取り入れられることを望 道｣がありますが'こ に舞踊や雅楽

地域ではそれぞれいろいろな活動

パソコン'粘土細工'紙細工'お菓子 活動を行っており'特に文化系では'

日本の伝統文化的なものは唯一｢茶

す｡ 楽しんでいま

たちは'本当に ている子ども

増える｡参加し 家に帰る｡その話題で親子の会話も

文化が伝えられていけばと思います｡

学校の放課後'いろんな活動に触れ きる場をつ‑りたい!子どもたちが
もっと多‑の子どもたちに体験で

'r 賛助会員
一見 政幸

上. ●.壷､.,腰■

2006年8月20日(日)､ムーシケ少年少女合唱団〟Little Beams〟は､ムーシケでのはじめ

てのコンサートを開きました｡昨年11月より月2匡l､いっしょうけんめい練習してきまし
た｡満員のお客さんの中､スイ三一や今まで練習してきた大好きな歌を､元気いっぱい歌う
ことができました｡

(亀山市在住)

だききたいと思います｡ 文化のきものにも興味を持っていた

がますます栄え'私たちの日本伝統

も宣伝していただきフェスティバル 感じましたが'もっと市外の方面に

ります｡

な姿勢は年齢に関係ないことがわか の趣味'勉強される意欲など'前向き

とですが参加される教室のみなさん 年で四回目になります｡毎回'思うこ

今年は少し見学者が少ないように
T二

(12)
､､

｢着付け教室｣を開く

｢着付け教室｣で参加させて頂き今

市民フェスティバル

An Aatamn Flavor

J/ノ

一

ia

冒す君凍賞

0 6に参加して

南部 圭子

●写真は催しの1コマ
ます｡

フェスティバルの発展を願っており

の熱い思いを心から感謝して今後の

しませていただきました｡ 楽体験発表会があり'ひと きを楽 東員町文化協会'桑名市文化協会'能 協会です｣があり'菰野町文化協会'

楽しい集いにと関係者のかたがた

は感動いたしました｡

第三ホールでは ｢お隣同士の文化

り'ち‑めん細工の見ごとな作品に

けてみえました｡

どれを見ても体験したいものばか

た‑さんの人が真剣に手ほどきを受 展示ゾーンへ‑｡体験コーナーでは 物'お弁当を恥じらいもなくさげて'

｢多彩な催し=…｣

ませて頂きました｡新鮮な野菜'果 熱のフラメンコ!手拍子と共に楽し
いろいろな企画の中で'燃える情

した｡次回も楽しみです｡

ながらやはり素敵な作品を作られま

の片言の英会話に' こやかに応じ 来ておられる青年講師の方も私ども

方もおられました｡

またロングビーチから四日市 に

池田美智子

し‑魅力的な作品を二枚も措かれた 分の発想で好きな花や風景など'楽 敵な作品を仕上げられ'中には御自

に面白い色の表現にのめり込み､素

どいがちだった人も措くうちに次第 措いていただきました｡最初はとま

など親しみやすい果物)を用意して が丹精した野菜や'りんご･レモン 飾り用ミニカボチャなど'会員自身 近なモチーフ (ゴーヤ･ピーマン･

いる画材'パステルで絵はがきに身

｢体験戟室で描く｣

も悠美会では'日ごろ教室で使って
今回の文化フェスティバルで私ど

田村 映子

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

シリーズ

舞上の鮒

④

より体調を崩し'それにドライマウ

しいかぎりであった｡だが‑一年前

させていただ‑ことになり本当に嬉 胸に'第五十六回文化祭行事に参加 た｡今年中にや‑たいと思う信念を

ットーにして創作劇を上演して来

かける自分への最後の挑戦であった｡

l

劇団糸竹梅谷済

劇団松竹梅は｢泣き'笑い'怒｣をモ

llllHlllllllHHHIHJlllllllllllllllHHllllllllHlHlllllllllllHHJllllllllllHllHlllllllHlllllllHltlHtlHlllllllllHlHlHlHlllllHlllI

｢鳥人｣を終えて

大賓血Jrf

日本慧協A#AFBB

座長

南城

仁香
…品館で観た｢忘 ‖ 九年前'東京博
一

ちなきょくせんきt=い

画倒れ､三度目に

生家の大鐘町浄円寺の南前を流れる朝明川に因み､旭川と号した稀代の漢

とって二度の企 かけて来た私に への思いを追い

くことが出来た｡ 長の座に幕を引

ら'十六年間の座 をいただきなが 終え'万来の拍手 演を九月十八日 化会館で'四回公 八｣を四日市市文

永年の ｢忘八｣

けんゴtいけいき

学者大賀賢励(1819‑1906) ｡その事績は､大鐘坂を上り詰めたところの哲宜
えん

園に立つ巨大な｢大賀旭川碑｣に簡潔に刻まれている｡暫宜とは､ 『詩経』のな
かの言葉で､｢ことごとくよろし｣の意味｡ かんきえん

九州豊後国(現大分県日田市)の私塾｢威宜園｣に学び帰郷した旭川は､明
治3年(1970)に大矢
知興譲学校教頭に招
てつ

かれ､同5年からは浄
えいえん
英国｣ (後に｢授英園

て､天下の英才を育
‑クとした｡その趣旨

浄円境内に私塾｢授
半学舎｣)を開設し
成することをライフワ
は､この世を救う道は

如何にあるべきかを
たその教導精神は､

大無量寿経に敬神を

もって道とする愛慕･

愛護･誠の徳に徹し､

仁(人の心)･義(人

の道)の教えの本義
作『三保述義』 (明治

を明らかにした代表

問うことであった｡ま

7年)に詳しい｡

旭川の教育精神

は､毎週金曜日開催

の｢詩の会･文の会｣

の評判とあいまって､

広く世に迎えられ､旭川没年までの間､その門下には全国23カ国から千数百
人が入門し､有意の逸材が多く輩出したことで知られる｡例えば､三重県出身
者に限ってみても､木村誓太郎(貴族院･衆議院両議員) ･天春文衛(衆議院
議員･農工銀行頭取) ･多湖実(判事) ･前田慧雲(文学博士･龍谷大学学長)
などと枚挙に暇がないほどである｡また､門下の花山霞外･日野梅渓･浅川
淡水ら北勢詩人は近代三重県漢詩文壇を支えるとともに､半学舎近隣をはじ
め四日市･桑名･多度など当時の風俗･風光を詩作品に詠いこみ､後世にと
って貴重な資料を遺したことは現在ではあまり知られていない｡
旭川の事績の詳細については､賢励師百回忌法要に併せて昨秋刊行した拙
著『伊勢の大教育者･漢詩人旭川大賀賢助の生涯』をご一読いただきたい｡

はない｡

にありがとうございました｡ 団の客演'文化協会の皆様がた'本当 いて‑れた元劇団員たち'各演劇集 腕となって‑れた小林千恵'影で動 銀之城､歌手･マック'そして私の右 俳優･赤星昇1郎'二代目･寿々木

りたっ ことを私は生涯忘れること

この公演は総勢六十五名の力で成

さった最高の演出家･加藤益弘氏' いる｡最後に今まで舞台を支えて下 われる舞台に感謝と喜びを味わって れど'今'全てを終えて成功したと思 として完壁な言葉は出せなかったけ のだったと思っている｡一人の女優 るが今回の｢忘八｣は私にとりそのも でよい作品が生まれると言われてい ました｡芸は身を削り'生みの苦しみ 胃が到りとられるような日々が続き の大所帯で突然の出演者変更もあり

演者､スタッフ合わせて六十名以上 病と苦しみの練習を重ねた今回'出 スの症状が出て声が出しに‑なり

(｢くるみ割り人形｣全幕公演を成功せる会)

社tcTYなどの後援で開催します｡ と共催'(財)岡田文化財団や中日新聞

公演にぜひお越し‑ださい｡
クリスマス目前の素晴らしいバレエ

ります｡

小牧市交響楽団の演奏'世界的に有名

当協会の舞踊部門のご理解をえて越

｢くるみ割り人形｣全幕公演

エ公演が実現しました｡

少女合唱団も出演)です｡ 日市のジュニアを公募出演(四日市少年 なロシアのダンサーの多数出演'地元四

協力で｢‑るみ割り人形｣全幕公演とな 智インターナショナルバレエの全面的

本事業も (財) 四日市 文化振興財団

●

‥ 入場料 前売A席六〇 円(当日六五〇 円)

●●●●●●●

市民文化祭では画期的な内容のバレ

｢くるみ割り人形｣全幕公演…

相月引日㈲1 8時開演

パッションひろぽ

轟関困悶関田轡 第宗‑ル …

｢痩替型文学各｣

前売C席二五〇 円(当日三〇 〇円) 前売B席五〇 〇円(当日五 〇 円)

坂井兵

第5回短詩型文学崇は各部門の短詩型文学愛好者のご支援により一般の部
410点､学生の部1720点､計2130点の応募がありました｡事務局一同､嬉
しい悲鳴をあげながらの整理となりました｡
とくに､学生部門では各学校の一括まとめての応募で各校の先生のご指導と
ご協力で各ジャンルとも昨年を大幅に増えたことを改めてお礼を申しあげます｡
そして､今年は第5回という節目を記念して､四日市市出身の直木賞作家､伊
藤桂一先生をお招きし伊藤桂一賞の選定をお願いしております｡さらに､伊藤先
生の記念講演もあり､素晴らしい文学祭(表彰式)になることと思います｡

r'̲ ̲lt

●

● ● ●.

… 〜詳細は未定〜 …3月2 0日伽…舞台部門 … 2月1 6日㈲11 8日㈲ …展示部門

…趣味の作品展･合同展 …趣味教養まつりと

●

●●●●●●●●●●●●●

… 日日㈲1 0時〜1 6時 ● ‥3月1 0日出1 2時30分〜1 6時

●

…日本邦楽まつり

●

●

●

〓長寿社会三池支部)

…四日市の第九コンサート

●●●●●●●●●●●●●

●●●

…日.…‥第二ホール

●J ● ● ● ● ● ● ● ▲▼● . ●Tl一丁● …｢,●

●一 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

…1 2月1 0日胤1 0時〜1 8時

…芸能セッションフェスティバル

●

…‑ ‥= 筆一ホール

● ● ■ ̲●

… 9時〜1 7時(3日は柑時まで) …日月3 0日㈲‑相月3日胤

● ●

…第十六回無窮展

●

…..･ 第一展示室

●●●●●●●●●

+̲ f̲ fr̲ I̲ + ̲+〜

EgjEZa日 第一展示室･第二ホール…

3月3日出･4日㈱

新人イン四日市

入場料 前売指定席一

日間日 国 第二ホール

〜内容検討中〜

●
●l● ● ● ▲▼一丁● ▲T●

1 2月1 7日胤1 4時開演

やっぱり四日市ガ好き‑･t

前売学生券一 前売一般席一

●●●●●l

〇〇〇円(当日 000円(当日 五〇〇円

ftlrI+t " P+ ̲

みんなで創造ろうたのしい集 ‑

当

冒
l

‑.̲一･.･....二

:云看8
入場無料

入場無料

入場料ほか(未定)

●

● ●

t+‑I‑‑+‑+ILt44‑4

入場無料

;冨冨cpl'
I

tIJ■+●IJ■●●●■●●●●■●■●●‑●‑●●●●●I

､)､J

●

ます｡ です｡みなさんのご支援をお願い たし

来場をお待ちしています｡

ぜひ四日市の誇る｢第九｣演奏会にご

(四日市の第九実行委員会)

入場無料

､‑■′

tLttLtJl

で'文字どおり市民あげてのコンサート 化協会主催'(財)岡田文化財団など後援

催'第56回市民文化祭行事'四日市 文

魅了します｡

なお (財) 四日市 文化振興財団と共

｢四日市交響楽団｣ の競演でみなさんを

年のキャリアをもつ市民オーケスーラ 市民合唱団｢フロイデ｣の誕生､地元で30 いうことになり｢四日市の第九｣として' いという声が動機でしたが'もう一度と

たいという合唱ファンです｡ 原動力は何といっても定弔九〟をうたい

初めは7年ぶりにもう一度うたいた

今年で3年連続となった㌶弔九㌦その

第九の感動は永遠‑0

つく

いの絶えない雰囲気｡ い｣‑らい優し‑'和気あいあいと笑 メンバーから｢もっと厳し‑ても良

メッセージ性のあるもの｡子を持つ親

よりも若干お若い佐藤先生の指導は' でもある佐藤周子先生｡構成メンバー

るので'常時2 0名ほど在籍している｡

しても残り'新入生の保護者も加入す された｡メンバーは'お子さんが卒業 力会(PTA)の呼びかけにより設立 ル女子学院創立30周年記念として'協

メリノール女子学院協力会

マリアの丘は'平成4年にメリノ‑

現在の指導者は'メリノ‑ルの講師

選曲は'あいだみつを作詞の曲など

●シリーズ●

ﾈ+

,

マリアの丘

◎小山田美術館◎

合唱グループ

ﾈ4ﾘ888

｢ﾒ

四日市市山田町1909‑1
TEL/FAX 059‑328‑2543
★バス:小山田市民センター
バス停スグ

(福)青山里会が運営する｢小山田美
術館｣は､小山田地区の真ん中､山田町
にあります｡昭和55年に小山田地区市
民センターが新築移転するにあたり､旧
庁舎を青山里会にお譲りいただき､永
く｢青山里会福祉センター｣として使って
きました｡
の言葉が耳に残った｡ んでくれるのが喜び'と言うメンバー うのを聞いてもらい'さらに相手が喜

歌の好きな人が集まって楽し‑敬

の場を広げている｡ 稚園'老人施設や養護施設にまで活動 年参加し'近年では地域の小学校'幼

たという逸話をお聞きした｡ 訪問したあとでは'老人の排桐が減っ を取り身体に触れて唄い'老人施設を

ではか｡ えたり'というのはpTAが母体なら お互いの子育ての悩みを聞いたり'教

歌い終わったあとの打ち上げでは'

養護施設では'歌うだけでな‑'手

日市 文化協会主催の合唱祭には'毎

宗教曲にはこだわらないようだ｡
学院の入学式'合唱コンクール'四

トリックの学校だからと言って'特に

として'愛と平和を願う曲を選び'カ

しかし､青山里会の理念である｢皆が安心して
暮らせる街づくり｡ノーマライゼイションの実現! ｣

から､より住民に慕われ､より効果的な利用はな
いかと考えた結果､平成15年に｢小山田美術館｣
(レポート 石井 亨)

としてオープンいたしました｡

大正時代の建物(レトロ調?)の良さを活かし､
1階は近隣住民のための常設展示場｡ 2階は個
展を中心とした大小の展示室｡
住民と共に作り上げる｢小山田美術館｣をご覧く
ださい｡

社会福祉法人 青山里会
身体障害者療護施設小山田苑
四日市福祉専門学校 施設長

田中

明生

お問い合わせ先 森 陽子 後 援 サンフォレスト彩音会､東員町文化協会

料 金 (有料)前売り大人二千円

主 催 La･‑ a(ライラ)

会 場 東員町 ひばリホール 1 月23日(木森日) 1 4時開演

お問い合わせ先 石井 亨 後 援 三重県'みえ県民文化祭､田白市 '中日新聞社

La･‑ a コンサート

F･059‑352‑9058

入場券由日市市文化会館 当 日大人二千五百円･子ども一宇五百円

丁/F･059‑245‑4817

料 金 無料(整理券/石井バレエ､四日市 文化会館､ 主 催 石井アカデミ‑ド･バレエ 会 場 四日市 文化会館 第1ホール 1 1月19日(日)

第5 2回石井アカデミー･ド･バレエ発表会

鷲‑ ‑.̲円舞

中日文化センター)

丁･059‑354‑1269

平成1 8年1 月〜平成1 9年3月

中に里二点の しい雰囲気の 声が聞こえ楽 の笑い声'話 に'みなさん 彫る音の合間

主 催 中日マリンバミュージックセンター 会 場 四日市 文化会館 第2ホール 1 2月9日(土)

内 容 フルート'サックス､ピアノも加わり

大人享どもも楽しめる

ねしました｡

美術室にお訪 あさけプラザ

｢積木の会｣を いていた木彫
して見せて頂 ごい!と感心 では'毎回す

市民文化祭

サクサク･

享ども二千円

料 金 (有料)前売り 大人二千円

コツコツ‑と

種山たかみと仲間たち マリンバフェスティバル仙･ー

お問い合わせ先 下小薗 重人 出 演 中村健吾ほか4名

料 金 (有料)前売り大人五千円 主 催 ㈱アソシェード第一 会 場 アソシェード第丁2F･しあわせホール 日月25日(土) 1 4時30時開場･1 5時開演

中村健吾クインテットーフイブ AfternO nJaZ T･‑me

の会は'三十年ほど前四日市のビルの 展会員'日府会展理事等でご活躍｡こ

｢積木の会｣ 木彫

れ最高に楽しい会です!｣‑と｡ 男性会員がみえました｡｢女性に囲ま

講師の早瀬百合子さんは現代工芸

田本木琴協会三重支部

お問い合わせ先 中西一夫

F･059‑323‑0 3

T･059‑323‑123

後 援 四日市 教育委員会 料 金 無料 主 催 日本光画会中部支部 会 場 四日市 文化会舘第一展示室

H1 9･3月1日(木)〜3月4日(日)9時〜1 8時

当 日 大人五千五百円

(略称‥｢光展｣)･中部展
お願いします｡ 本欄の積極的なご活用を

がら‑にこやかにお話下さいました｡

お問い合わせ先 田島 玲子

第4 1国田本光画会写盲衰

品となり'知事賞など多数の受賞に沸

ろな花の彫刻で素晴らしい作品の出 博では花時計に挑戟しました｡いろい

る同会派展などに出品したり'浜松花 素晴らしい作品は名古屋で開催され

でした｡

代表の渡辺 糸さんは｢みなさんの
入場券由日市市文化会館

四日市市文化振興財団
丁/F･059‑387‑6259

きました!｣次作品への構想を描きな

T/F･059‑346‑41

中日マリンバミュージックセンター

当 日 大人二千五百円

(レポート 山口 香魚)

き'芸術家の力量を見せて頂き'脱帽

す｣｡にぎやかな会話の中で制作が続

よ!｣｢彫刻後の塗装も各自でやりま

持ってますし殆ど自分で研ぎます

｢彫刻刀はそれぞれが二'三十本は

一室から始まったとお聞きしました｡

みが出るそうです｡ 贈りたいと大きな夢もあり'制作に励 等‑時にはタンスなど娘の嫁入りに 等'上達して‑ると大きな壁掛'姿見

ど｡

作品の素材は'朴'樺'銀杏'楠楢な

初めは手鏡'鋼敷'ティッシュ入れ

ましたが'近年 心に行われてい 行改や企業が中

動き始めました｡ 計画｣に基づいて

でしょうか‑

ジョン｣が策定されたことをご存じ

ゃないね｣という声も聞かれますが｡

街が変わろうとしています!

平成17年3月｢四日市文化振興ビ

そして'今年｢四日市文化振興実施

まちづくりは

いま'新しい時代を迎え私たちの

文化の呑るまちづくりに

｢ウ‑ン‑まだ文化都市って顔じ ｢四日市ってどんなとこ‑｣

第1回｢市民会議｣に参加して

川中窓の演出から､･ 〜 ･′･‑
私たちは今何を･

増改築まで‑エ
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委員 石松 延
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E‑mail: K‑Kataoka@mx.baycity.neJP

出席させていただいております｡ の芽が育ってゆ‑ことを楽しみに 請‑合いの場が広がり'文化のまち 意見交換の場となりつ あります｡

る機会となっています｡ 席'ご意見などいろいろな情報をえ 女共同参画課長'商工課 長が出

公募委員などで構成されています｡ 生'男女共同参画'大学生･高校生' ア'交通事業者'人権文化'多文化共

課長'行政経営課長'国際課 長'男 指導課長'都市計画課長'人権同和 書館長'博物館 長'社会教育課長'
また'市民文化課長をはじめ'図

会が重なると'熱い思いが加わり

が始まりました｡ 事務局となって｢第1回市民会議｣ を創りたい!四日市 民文化課が で話し合い'四日市らしい文化都市

｢市民｣が加わり文化的要望をみんな

委員は文化活動'企業'マスメディ

8本鼻鴫
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あ,,1線城東挽

鬼神流も亀
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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

四日市市文化協会

文化協会広報部会 木村道山 平成18年1 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

再生紙使用

パッション第三十一号

☆｢パッション｣にご提言'原稿をお待ち
しております｡ (延)

☆待ち焦がれた季節の到来ですね｡

☆夏日'富田の鯨船まつりを見せてい
動でした｡

どもたちに出会えて'すご‑い感

ただいた｡鯨との死闘を演じる子

賭しませんか!

1 月'当協会主催バスの旅にご一

《編集後記》

