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誌名の『パッション』は燃えるような`㍉情熱"の意味です｡
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元気な四日市が好き〝

四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com

地域のかかりつけ医

消化器科･外科･旺門科･内科

芸管主石EZ)胃腸科病院
※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

イ巨･.■■

肺トト棚慨,

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)

診療時間/
平日-AM9 : 00-PMl : 00

JTqH市市朝日町1-15　　　　　PM2 : 00-PM7 : 00　し

(JR四日市駅前)　　　土曜-AM9 : 00-PMl : 00

TEL(059)353-3313㈹　休診日/日･祭日･土曜午後
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川口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　匹旧市市昌栄町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)
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試練の年を迎えて

四日市市文化協会

理事長　木村　道山

本年度の幕開けは'国内外ともに

誠に厳しい年代に入り'外的には'核の問題'宗派上の争いなど'泥沼化しております｡また'地球上共通の温暖化の問題など､幾多の難題をかかえた'年明けとなりました｡平穏な年でありますよう祈-たいものであります｡

四日市市文化協会も'今年こそ将
来に向かって羽ばたく'試練元年と位置づけ､十年先の青写真を描きながら'｢組織の改革｣｢内容の充実｣を次の世代へのメッセージとして充分意識し､積極的な活動を展開してい-所存であります｡

勿論'『市民と共に』の合言葉を'重

点として置-事は忘れません｡四日

市市文化協会の誇りとする'市民文化祭も間もなく第六十回を数えます｡果たしてこれでよかったのか慎重に意見を集約して'今後の諸施策に活かすことが必要であると'考える次第であります｡

具体的に今年度の文化祭は'文化
協会会員二一〇団体組織を挙げての参加で'新しい市民文化祭を目指し知恵を絞っていただ-よう'ご協力を期待するものであります｡

当'文化協会には'外部団体に自慢

の出来る部門として'サポーー部門があります｡縁の下の力持ち的な存在で'各種行事の受付け･場内整理･観客誘導などの応援で'各団体に大変喜ばれております｡

また'主たる行事を市民のみなさん

を主体にした実行委員会方式で立ち上げ'皆んなの手作りにより'観客に大変喜んでもらっております｡実行委貝の多勢は自主参加であ-'これぞ文化力と呼んで差し支えないものと信じています｡

と-に'ア-ー展･短詩型文学祭･

四日市の第九など'市より大きな評価を受けております｡

最後に'次の世代への贈り物とし

て'市民'会員よりの強い要望の第2文化会館の建設を市に働きかけるべ-'知恵を絞っております｡
どうか'各位のご協力'切にお願い

申し上げます｡
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特集～わが街の若きアートたち～
春の芽吹きのように､若きアートたちは､わが街に旺しく力強い0もっと高く-一途な想は日本中へ'世界へ向かっているのかもしれませんね｡楽しみを込めて何人かをご紹介します｡

伝統を受け継ぐ

表現者として
宗家西川流　師範

西川保扇愛

日本舞踊には'身分性別が異なる
登場人物をはじめ'動物や精霊などの幅広い役柄があ-ます｡その役をいかに｢らし-｣踊りこなすかが踊りの見せ所の一つにもなっています｡

【経　歴】

昭和58年
3才　宗家西川流　西川保歳師に入門

平成5年
十世西川扇蔵師(人間国宝)より

宗家西川流名取を許される
平成15年

同師より師範を許される
平成17年

第9回伝統芸能サミットでは大作､長唄
｢紀文大壷｣に出演

･中学､高校生の日本舞踊クラブの指導
･小学､中学生の日本舞踊体験講座の指導

など

日本舞踊を始めて二十数年'役柄
を表現する上で観客に何をどう伝えるかと考えるようになったのは最近のことです｡曲に合わせて踊るだけでな-'｢演じる｣事を意識した途端に行き詰まりました｡想いと動きが

一致せず'全-踊りにならないので
す｡師匠に言われてしか動けないもどかしさと倣った自尊心との葛藤の間で､甚だしい未熟さに唖然とするしかありませんでした｡

それから手探りの状態で'演目の
時代背景や詞を播き始め'理解を深めるうちに'手順そのものに意味が生まれてきました｡例えば'娘道成寺に｢真如の月を眺め明かさん｣という

一節があります｡ここでは'月を見上
げるだけの所作ですが'その心裡には人の心が変化してい-事に対する虚しさや恨みが込められています｡その感情を演者が心中に秘めることで動きには新たな重みと役としての説得力が濠み出てきます｡役を理解し伝えるき意志を明確にすることの重要さをやっと学びはじめたところです｡

数百年に渡り受け継がれてきた所
作や想いを表現する者として'老若男女を問わず｢観たい'知りたい!｣と感じていただけるような日本舞踊を踊り'勉強し続けたいと思います｡

オペラに
魅せられて

オペラ歌手

長谷川恭子

【プロフィール】

名古屋芸術大学大学院音
楽研究科声楽専攻修了｡
名古屋二期会研修生修
了｡

第7回みえ音楽コンクール
声楽部門一般の部2位｡

カント･ダモーL'､名古屋

二期会準会員｡
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私は'四日市で生まれ'四日市で育

ちました｡高校生の時'交通事故にあい'しばらく自由に動けない退屈な日々を過ごしていました｡そんな時'母に｢何か習い事でもしたら-｣と促され'小さい頃'習っていた地元のピアノの先生の所に通う様になりました｡先生の専門は声楽だったため'歌も習い始めました｡もともと歌は大好きでしたが'まさか自分が音楽大学に行き'クラツシック音楽の道に進むとは思ってもみませんでした｡

今は'どっぷり歌に浸っている毎

日で'地元四日市でも､い-つか舞台を経験させていただきました｡そこで熱-活動しておられる先輩方と出会い'音楽に対する情熱と'ひたむきな姿勢を学ばせていただきました｡また'舞台から感じた四日市の方々の反応は'とても温か-'楽し-演奏することができました｡

オペラは'堅く'とっつきにくいイ

メージがあるかもしれませんが'実は'神話を基にした物や'ドタバタ恋愛劇など'喜劇も悲劇も割と単純な話が多いのです｡

そして何より美しい音楽｡体を楽
器として生の声で表現するオペラの素晴らしさを'た-さんの方に知っていただき'感動を伝えたい｡そのためにテクニックや表現力を身に付けようと日々練習に励んでいます｡

皆様'是非オペラを観にお出かけ

下さい-･
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私の林檎について
画家　奥野　穂

1959　三重県に生まれる

1982　多摩美術大学卒業

《個展≫
1981-1983　銀座絵画館(東京)

1984　ギャラリールナミ(東京)

1985　ギャラリー槍(東京)

2004　はるひ美術館(名古屋)

2006　三重画廊(津市)

1986-2006　ウエストベスギャラリーコヅカ(名古屋)

≪グループ展≫
1978-1980　シェル美術賞展(セントラル美術館)

1980　現代日本美術展(東京都美術館)

2002　コンテンポラリーアートフェアー(名古屋市民ギャラリー)

2003　第3回はるひ絵画ビエンナーレ優秀賞(名古屋はるひ美術館)

2005　アートフォーラム三重2005(三重県総合文化センター)

YABU NO NAKA
サイズ180cmX240cm

旭名】

私の作品には､必ず

林檎が描かれています｡ですから'作品を見ていただいた方が'まず私に質問されることは'
｢なぜ林檎を描かれるの

ですか-｣ということです｡たとえばへ　絵の

中に果物がたくさん措かれていて､その中のひとつが林檎だとしたら'そのような質問はきっとされないでしょ､つ｡

林檎の背景は'なにげない風景の
中の自分であったり'静かに揺れる水面だったりします｡林檎は､ひとつであるときもありますLt　画面を

覆いつくすほど措くこともあります｡そして'画面の林檎と背景の関係は'いつも暖味になっています｡宙に浮かんでいる林檎なのか'地面に向かって落下しようとしているのか､投げ上げられたものなのか'画面にコラージュしたものなのか'はっきりしません｡

作品を見た方から'｢これはニュ

ーーンの林檎ですか-｣と言われることがあります｡また'｢べつに画面に林檎がな-てもいいのでは-｣
｢林檎はあなた自身なのですか-｣｢林檎とは'ひとつの記号ですよね｣

という方もいます｡いつも個展などをして会場にいると'その質問をされるたびに大変困ってしまいます｡ただひとつ言えることは'私にとって'みかんや柿ではだめで'自分の作品にリアリティーをあたえてくれているものが林檎であるというこです｡
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マリンバ奏者　桂山たかみ

4歳よりマリンバを始める｡名古屋音楽大学打楽器科卒｡全日本ソリストコンテスト入選｡
2000年からは､マリンバトリオ･ジュテームのメンバー｡プロの演奏家として幅広く活躍中｡

前川優美･田蔦玲子･栗原幸江･水野与旨久氏に師事｡
現在　中日マリンバ･ミュージックセンター講師　中日マリンバ･ミュージックセンター演奏部に所属

日本木琴協会会員

プロのマリ

ンバ奏者となって早十年が経ち'これまでに三五〇回以上のステージで演奏してきました｡

良かったと思う最大の瞬間です｡
その裏では'この記事｢わが街の

若きア-ーたち｣　のテーマの一つでもある｢苦労｣も少な-ありません｡例えば'練習を重ねてもなかなかうま-表現出来ずステージ当日が近づいて-ると'不安からか同じパターンの夢を見て飛び起きてしまうなん

大好きなマリンバを弾き終え'お客様からの温かい拍手と｢ありがと

てことはよ-有る事で

まうぐらいです｡

しかし昨年初めてリサイタルを開
催させて頂いた時'四日市市文化会館第2ホール六〇〇席が超満席の中'私の鼻は極めて快調でした｡なぜでしょう--曲目を演奏し終えた後'観客席から伝わる温かい笑顔と拍手｡その瞬間'緊張が吹っ飛び感謝の気持ちでいっぱいになったからだと思います｡

｢ありがとう!｣の拍手が

わたしのパワー

す｡

また困る
事として'

う!｣というお言葉を頂-たびに'感謝･感動･感激の気持ちでいっぱいになります｡マリンバ奏者になって

ステージ上で緊張すると必ず止まらな-なる鼻水!風邪をひいている訳でもな-'花粉症でもないのに'マリンバを弾き始めたとたん水のように出て-るのです｡静かな曲を演奏する時はもう大変｡最近では鼻水をズズーとすする音の大きさで'緊張の度合いが周りの方にも分かってし

この仕事は苦労も多いですが'そ
れを何倍も上回る大きな感動が私を包んで-れます｡皆様の温かいお気持ちが'私の大きなパワーとなり'喜びとなるのです｡

今後も少しでも私の音色を楽しん

で頂ける方がいる限-､マリンバと共に前へ前へと進み続けていきたいと思います｡
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絵を描くこと
日本画家　南川　朋宣

1 977年　　四日市市に生まれる

2 0 0 3年　　金沢美術工芸大学大学院博士後期課程中退

巨樹を求めて､日本各地をスケッチ旅行
2005年　　初個展(財団法人･小山田美術館)
2 0 0 6年　　智慧光院天井画天女図制作(三重県津市一身田町)

現在　　　　北岡技芳堂(四日市市)に表具師見習い及び絵師として勤務

芸術とは
何ぞや-この疑問に対する回答は私にと　って'永遠の課題です｡けれども'この疑問ゆえに絵を措いてきたのかもしれません｡日本画を描き始めて十年足らずですが'納得出来た作品は一つもあり

ません｡その理由は自分の制作した作品を客観的に自分

の眼で見極めることは不可能だからです｡ですから'いろいろな物を見たり'聞いたりして'少しでも'自分自身を向上させていくしか道はないと思っています｡私にとって'絵
初個展　(財)小山田美術館

とは自分自身なのです｡

私は花や樹や山水などの自然をモ

チーフにした作品を多-描いてきました｡四日市にうまれたがゆえに自然への憧憶が強いのかもしれません｡しかし'私の原風景は四日市のコンビナートを置いて､他にはありません｡子供の頃に家の近-の堤防から見た夜のコンビナートの情景は強-心に焼き付いています｡時々､私は四日市のポーータワーに登って'コンビナ-ー群を眺める事があります｡そこに拡がる圧倒的な情景はとても感慨深いものがあり'私の心を揺さぶります｡美しい自然の景色を見た時の感動とは違った強い感動がそこにあるのです｡私はいつの日か私の原風景であるコンビナ1-群を絵に描こうと心に決めていますが'まだまだ'今の私には措くことが出来る自信も勇気もありません｡その感動が自分にとって強ければ強いほど'大切にしなければならないと思っているからです｡

『この街から』

演劇集団
ローカルスーパースターズ

主宰　野村　幸贋
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野村幸贋(のむらゆきひろ)

1965年生まれ　三重県四日市市出身
1981年劇団｢東京キッドブラザーズ｣に入団｡

役者､演出助手として演出家､東由多加氏に師事､
その後劇団｢青い烏｣等の舞台監督助手を務める｡
四日市に帰郷後､地元の音楽会の構成､演出等を
手掛けた後､平成9年､地元の有志達で､企画集
団ミューを結成｡
平成1 2年､四日市市民ミュージカル実行委員会委
員長に就任し平成14年辞任後､日本ミュージカル
ネットワーク(JMN)を設立｡
平成1 5年企画集団ミュー代表を辞任及び退団し､
劇団｢演劇集団ローカルスーパースターズ｣を
旗揚げ｡

平成18年､名古屋のタレント養成所､株式会社
グラマラスの講師に就任｡

この街でミュージカルをつくり始

めて十年-らいになるでしょうか｡その昔'役者になりたくて'通っていた関西の大学を辞め'アルバイトで貯めた有り金全部の十万円くらいと'カバン一つ'ギター一つ'抱えて東京に出た｡-そう言えばあのギターは役者仲間に貸したまんまだ｡

四畳半の薄暗い部屋'風呂なしト

イレ共同'拾ってきたガスストーブは暖かかったが'ガスも電気もよ-止められた｡生活費を稼ぎながら役者の修行をする事は予想以上に大変で'それなりに苦労もあったが｢俺ならできる｣｢舞台の上から叫びたい事が'伝えたい事があるんだ｣と､いつも自分自身を奮い立たせていたものだ｡

あの生活を続けていたら'結局ど
うなっていたかはわからないが'実家の都合で故郷の四日市へ帰って-る事となった時は'実に悶々とした日々を過ごし'敗北感に苛まれてい

た｡

そんなある時'役者を目指すなら
東京にいるべきだが'お芝居を作って発信するのであれば'四日市からでも充分やれるのではないかと'一念発起｡今は三十人の仲間がいる｡

ミュージカルといっても欧米のも

のを真似するのではない｡この国には元々祭りという素晴らしい文化があって'それが起源であるとか考える｡つまりステージは'神への魂の奉納である｡今の研究のテーマでもあるが'演劇はもっと社会に密接なものであると思うし'世の中に貢献できるものであると考える｡自分達の舞台を観劇して-れた人が'少しでも'その日一日だけでもtH a ppyな気分になってくれたら最高だ｡

僕はあの貧しい修行時代に培った
事を｢世界で一番美しい場所｣にしたいのです｡



イベントで街おこし

(賛助会員)アビオン株式会社イベント開発室

専務取締役　堀木　義教

イベントは'一過性であり'継続

してこそ初めて成果が出るものと考えます｡しかし'イベント当日は1日･2日程度ですが'これに向けて制作者も参加者も準備期間を1ケ月や半年も費やします｡準備スタートから既にイベンーは始まっていると言っても過言ではあ-ません｡

イベント概論を述べるわけではあ
りませんが'この準備そのものが街おこしに繋がっているものと確信します｡子どもたちの太鼓の練習一つをとっても長い目でみれば'街おこしに繋がるものと確信しております｡そして､この準備に魂が入れば入るほど'きっとたくさんの感動に

出会えるに違いないと思います｡

元々'私は東京でイベント制作に

従事しておりました｡事情で'四日市に戻-'地元でのイベント制作に携わらせて頂いております｡四日市

でイベントに従事できますことを'大変ありがた-感謝しております｡
四日市が好きで'全国に発信でき

るイベントがやりたい｡その思いは'今も昔も変わりあ-ません｡

平成四年四月四日'バブルの勢い

の中'盛大に開催された｢オープンバザール四日市｣は'今年で十六回目を迎えます｡これこそが'四日市のアイデンティティでもある｢市(いち)　を全国に発信できる可能性あるイベントであると考えます｡

今年は四月七日･八日の開催です｡

準備スタートは昨年十二月からで'イベントはもう始まっているのです｡

｢いま･太勿なこと｣
現在'生桑町で天然温泉ユラック

スを営んでお-ますが四日市ヘルスセンターに入社し早'26年｡小学生の頃祖父に連れられ元の十七軒町のヘルスセンターを訪れ'異次元の世界を感じた所へ自分が勤めることになろうとは･･当時としては画期的な娯楽施設であり40数年前の私には

大きな衝撃でした｡

数種類のお風呂'お芝居'遊技機'

食事'一日かけて遊べる本当に楽しい空間でした｡今も基本的な営業内容を変えずにこれたのはおそら-'利用者の求めるものが今も昔も変わっていないからだと思います｡ただい-らか変わったとすればお客様が娯楽で癒しを求めるのか'健康に癒しを求めるのかだと思います｡

人それぞれ自分自身を癒す方法は
違うと思いますがそれを提供する我々には求められるものに応えるという大きな使命があります｡文章にすれば物々しい表現になってしまいますが私は常日頃'自然体を心掛けています｡人間どうしとして相手が何を求め自分としてどう対応したらいいのか'時として何気ない二言で怒-をかった-又最上級の喜びを感じていただいたりします｡

近年'ハード的な癒しは日進月歩

で'すぼらしいものがありますがソ

フー面についての計算式は成-立ちません｡だからこそこの仕事に就いて私は皆様から学ばせていただき'そして感動を与えられ充実した日々に喜びを感じることができるのだと思います｡
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シリーズ　舞上の鮒　③
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片岡　古筆　日本慧協完AFBB

今から約90年前に刊行された松本青外編『大正三重雅人史』 (三重売文社､

大正5年)｡そこには､ ｢俳句家･南画家　白華　片岡友之助｣が｢四日市

市北川原町753　慶応元年6月生｣として､次のように簡潔に紹介されて

いるが､その人となりを知る人は少ない｡

片岡友之助､産婆窟首輩と号す｡旧鳥羽薄々士たり｡嵐に医業を志し元
三重県甲種医学校に

し人｡又漢学詩文を

堂､中内朴堂に師事

居藩稲垣竹漁に師事

く文墨の技に趣味を

る可し｡後田園文学

ち大主耕雨､山田梅

就きて俳静を研究す

正風派として一家を

俳人として県下に知

飛しっゝあり｡其の
さるすへり

入りて之を卒業せ

渡辺碩也､亀井改

し､文人画を旧久

したる人｡以て早

有したることを知

に志す所あり､即

有､村山授尚等に

ること多年､遂に

為すに至る｡今や

られ潤水文壇に雄

作句に日く｡

照りつづく暑さを色に百日紅

鳥羽生まれの日華は明治28年(1895)四日市に移属し､借家で診療所
りっき

を開設｡大正元年(1912)頃に立机して､上記のように紹介された｡昭和

4年(1929)には四日市市諏訪西(現･元町)の隠居宅に転居し､正岡子
そうせん

規以降の新派俳句時代にもかかわらず､喝軌7L舎からは近隣の安垣相泉･

水野天杭らと盛んに歌仙を巻き､自筆本『華泉集』 5巻を遺した｡

また､昭和8年3月からは相泉らの集う句会｢雨舟会｣の指導者･選者

となり､ 17年7月76歳で急逝するまでに99号の会報誌を発行｡この間の

昭和10年には歌仙10巻と発句1千余句を収録した『日華句集』を上梓し

たが､潤水拠点の日華の事績は昭和20年6月の四日市空襲とともに灰櫨

に帰し､忘却されるという悲運を辿った｡

拙著『潤水俳譜の雄　片岡日華･安垣相泉』 (平成11年)では､絶滅し

ていたはずの伊勢派･美濃派の旧派俳人･俳語の全貌を紹介し､これを機

に四日市連句会が発足し､現在まで活動している｡

北勢地域文化協会
交流懇親会に参加して

桑名市文化協会会長　加藤　武夫

去る1月1 3口(土)

午前1 0時から'四日市市文化会館の会議室において'今年度の北勢地域文化協会交流懇親会が開催されました｡今年度は四日市市文化協会のお骨折りで実現しました｡参加は､四日市市文化協会'菰野町文化協会'東員町文化協会､そして私たち桑名市文化協会の4団体10名の参加でした｡

各協会の総会資料
等を持ち寄り'それぞれの協会の年間活動の報告や抱えている問題点等を報告し懇談をする方法で進められましたが､会

員8000名を擁する四日市市文化協会の場合は'実に多彩な活動を展開していられることに感心しました｡同時に会員への意思の伝達のむずかしさを感じました｡東員町文化協会の場合は'カラーの機関紙を町内全戸配布で'かつ'その経費は殆ど全額を広告費と協賛金でまかなっているという｡私たちにとってほどの協会の活動も大変に参考になるものでした｡この四つの協会は機会がある度に顔を合わせており交流も深まっていますが'次は'是非県下全域の文化協会との交流に発展させてもいいのではないでしょうか｡また'この交流を｢北勢地区文化協会-交流文化祭｣みたいな交流の機会をもつことを視野に入れて検討もしていいのではないでしょうか｡もっと刺激的な活動に触れることができるかもしれない'そんな期待の膨らむ交流会でした｡幹事さんのご苦労に感謝します｡



パッションひるは

I

伊倒す線薄型主尊番

坂井　兵

第五回四日市短詩型文学祭入賞者

の表彰式が四日市市文化会館第三ホールにて開催されました｡

短歌､俳句'川柳'現代詩'連句

の各部門から一般'学生を含め二一二〇点の応募がありその中から､伊藤桂一賞(大賞)　を始め'市長賞'教育長賞'文化協会賞と多数の受賞者で満席となりました｡と-に'今回は文学祭五回目という節目に当たり郷土出身の直木賞作家'伊藤桂一先生をお迎えして文学祭らし-各作品の選評と作品の文学性を熱っぽ-語って頂き出席者全員心に残る感動を得ました｡本年も第六回を確定しておりますのでよろしくお願い致します｡

～

◎各部門の市長賞｢短歌｣孫二人突然うたひぬ声そろへ初めて

見たる海に向かって

四日市　山口　かづ

｢俳句｣たまに鳴る無人踏切稲の花

四日市　門野　悦子

｢川柳｣
母元気もう雑巾が干してある

四日市　山本　喜禄

｢現代詩｣

空しさ
台所はこころを煮込むところだったまな板は待ち切れぬ空腹の胃袋に向かって走るグランドだった肉や野菜と一緒に思い刻みながら嬉しい顔を措-キャンパスでもあったゆうぐれの軒先から匂いが吹きこぼれていた

ごぼうと胡麻油がフライパンの上で赤トウガラシも絡み合って熱潤の酒も並んで･極あたりまえのそれでいてあたりまえでない匂いが舌なめずりした-なるほどなのに換気扇ごしの金びらごぼうの生暖かさが妙に重苦しかった級深い手をじっと見る今だったらもっとおいしいものをもっとこまやかなこころで胃袋を喜ばせたのに
一番違いの外れ-じを

握り締めたように空しい呼び戻したい家族は旅立って産声の聞けるあては遠い生まれ変わったらもう一度山盛の思いを刻みこんだ料理で吹きこぼれそうな笑顔をみてみたい

鈴鹿　岡本　妙子

｢連句｣

城の巻

鈴鹿　後藤　基裕

見えざる手あやつる紅い糸車

中田　泰左

熟れすぎぬ間に千切って-ださい

瀬野　喜代

額縁をはみだして-るルノワール

後藤　秋千

伊藤桂一賞

四日市　山口　さよ

｢三段目のチェスト｣
透明な引き出しに生きてきた時間のはこを入れた二十年ごとに一段ずつ重ねる哀しみのはこは重-なり笑いのはこはどんどん軽-なってい-

展望台の一角で恋人らしきふたり髪は栗色きらきら輝-瞳声は聞こえないが弾んだ息づかい

私は見ていたじっと見ていた私を視ていた

かっては足を踏み入れ忘れ物をした
｢ときめき｣という場所

羽根をつけ遠くへ飛んでいったことを自分には見えない失われた記憶の輪郭が

6Bの線で打ち上げる波のように私を強く引きよせる

代描色の空間が

二人を染めてい-･･･

逆光線の中で時の砂が

ゆっくりと下に落ち

ゆっくりと上にあがってい-

引き出しの中身は　少しずつ色を落とし赤い三角形のはこは　茶褐色に青い四角形のはこは　かすんだ紫白い丸いはこは　ミルク色三段目の引き出しを開けてみると縫い直した｢晴れ着｣が入っていた私はこれに手を通しそっと三度目の二十歳を迎えた

夏の日差しの下

時の雫がゆったりと

地面に沌みていく



市民文化フェスティバルに全員集合しよう

市民文化祭の大きな柱-市民文化フェスティバルは､参加団体を公募し

ています｡展示室での｢展示･体験など｣､第1･第2ホールでの｢舞台発表｣

の二つです｡今年の第57回市民文化祭(4月～来年3月まで､ 30事業)

市民フェスティバルは､四日市市文化協会が210団体(8000人)と大きく

飛躍したのを機会に､協会加盟団体の総参加と市民公募団体の出し物で､

会場の市文化会館を埋め尽くすものにします｡

加盟団体のみなさんには､得意分野の出し物に限定せずに出店や体顔
コーナーなど､何でも結構です｡ 1団体1スペース､ 1ステージとして､必

ずご参加いただきます(主催者による経費の一部負担を検討中)0

元気の出る催しを思い切り繰り広げて､大勢の市民のみなさんに大いに

楽しんでいただきたいと思っています｡

日時　9月15日(土) ～17日(月･祝)

午前1 0時から午後8時(予定)
会場　四日市市文化会舘　全銀

平成19年庁
皿E)市布文化協会評議員会

会員の気持ちを託された代表が､
地域の文化ビジョンを大いに話し合い
ます｡

代議員数は､各委員会の構成人数
の比例にて決定､各部門にて評議員
会出席者を選びます｡

日時　2007年6月16日(土)

午後1時
会場　四日市市文化会館

第3ホール
①評議員会
②テーマ別分科会
③市民フェスティバル開催実行

委員会
(彰第1回理事会ならびに常任

理事会
(9広報舌B会､事業部会､組織部会､
21世紀部会

⑥懇親会

第十九回春の文化祭
今年度のフィナーレにふさわしく春

の文化祭は'文化団体加盟社中に加え三重郡三町からの参加もあり一そう盛大に開催します｡舞台発表'展示発表'お茶会(25日のみ)｡特別催しでは四日市医療生協様のご協力による健康教室
(25日のみ)｡

会員ボランティアによります軽食バ

ザーでは'｢みたらし｣｢うどん｣｢コーヒー｣等'味自慢で毎回大変な賑わい

6月1 0日㈲韻～韻雰…

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

眉EgEBEE　勤労総合福祉センター
第十五回能楽を楽しむ会

入場無料

●
●●●●●●l

●rII.1●

8月2 6日胤(時間未定)
四日市風の谷ウインドアンサンブル第七回演奏会

4 I --1●■レ… ■一一■

5月柑日胤15月2 0日胤

9時～1 9時

●
●

…第十九回春の文化祭

3月24日jjl 0時～1 6時

25日胤1 0時～1 6時

∬地域文化

あ
さ

け

i
フ

ザ
全

入場無料　館
I -■レ■■し■hLI■ I,●■● ■一一■■_

日　E3　-　第三展示室風景写真研究会
｢フォト十彩｣写真展+公募作品展

入場無料

7月2 9日㈲(時間未定)　…

■

l●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

針耶T.:: rT'..rr'', '''.rr｣

ください｡

(芝田尚輝)

をみせております｡

百聞は1見にしかず､是非お出かけ

6月2 2日㈲～6月2 4日胤

1 0時～1 9時

■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▼l一Tl▼l'一丁一▼　　　　　　…　　　　　　▲'M　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　Tll一'ヽ

日　田　Ⅷ　あさけプラザホール～もっと気軽に室内楽～

(四日市交響楽団)

第三展示室

四日市二〇〇七アート展

やっぱり四日市ガ好き-･Lt_

つく

みんなで創造ろうたのしい集い-



四日市いづみ

民踊･舞踊会

近鉄中川原駅近-のお稽古場に'
内田逸子会主をおたずねしました｡四日市いづみ民踊･舞踊会は'昭和五十二年に発足以来生徒さんと毎年十二月に年間行事をたてられるそうです｡

一月に総会兼新年会'二月には全
員参加で親睦研修バス旅行'旅行は三十年以上続けてこられたそうです｡会主は月曜日'土曜日の午後は民踊'火曜日の夜は朝日の柿公民館'舞踊は火曜日'水曜日'金曜日の午後-･とフル活動｡

昨年五月全日本フォークダンス･

民踊連盟創立五十周年記念で優良団体として表彰を受けられた事をとても喜んでおられました｡

又'市民行事として新春大会'新
曲盆踊-講習会に参加'八月は市商

工課の依頼で大四日市祭-の1環である｢市民の夕べ｣　に'フォークダンス･民踊協会が協賛し理事長として活動しておられるとお聞きLt大変驚きました｡

毎年'文化協会･四日市市･中日

新聞の後援で｢四日市いづみ会発表会｣を行っており'本年は十月二十七日　(土)'四十回の発表会を文化会館第2ホールで開催されるとのことで'お稽古にも熱がはいっています｡ときっぱり｡

発表会後はビデオで反省会をLt

しっかりとした組織と規約をつく-運営しているとお話されました｡

厳しい指導の中にもアットホーム

な面が･　｡あたたかいお人柄に魅せられました｡

(レポート　中西まさ子)

会主

内田　逸子さん(芝　翠穂)

●シリーズ● �-ﾈ+�,�*�,ﾈ4ﾘ888�8｢ﾒ�

◎ギャラリーこうの◎
GALLERY KONO

四日市市松本3-8-7
BLOOMI B

TTEUFAX 059-353-8075

近鉄伊勢松本馬尺前

1977年　四日市市沖の島にコウノクラフトをオープン

1999年　移転"ギャラリーこうの"へ屋号を変更

2006年　現住所へ移転

クラフトのお店として四日市に生まれて今年で30年を迎えさせて頂きます｡

現在は昨年に移転をしてギャラリーにクラフト雑貨ショップを併設して皆様

に親しんで頂いております｡ギャラリーでは陶芸､ガラス､染織､版画などの

作家の作品を展示しております｡伝統的なものから斬新なものまで､鑑賞す

ることと使う楽しさを多くの方に感じて頂けるようにと願っております｡

これから更に､若手の作家の作品とテーマを持った企画を皆様にご紹介し

て行きたく存じます｡

企画展案内

3月9日(金)～3月18日(日) ｢私の逸品｣陶芸家10名器展

3月23日(金)～4月1日(日)　池田納　南蛮焼締陶芸展

4月20日(金)～5月6日(日)　中川雅佳　陶芸展

5月11日(金)～5月20日(日)　小林亮二吹きガラス展

6月8日(金)～17日(日)　池田正守　嬬輪玉添



平成1 9年3月～平成1 9年7月第4 3回三省会喜作展3月2 3日(金)　1 2時～1 7時

24日(土)　9時～1 7時2 5日(日)　9時～1 6時

後料主会

援金催場

四日市市文化会館　展示棟三省会無料三重県教育委員会由白市市由日市市文化協会･田白市南地区交通安全協会港支部･中日新聞田日市支局･(樵)cTYFM四日市

お問い合わせ先　花井　峰昇

T･059-353-2874

池坊E]日市支部

｢緑の風｣いけばな池坊展

5月5日(土)～5月6日(皇　2日間会　場　四日市市文化会館　展示室全館主　催　華道家元池坊E]日市支部料　金　無料後　援　四日市市教育委員会･中日新聞社･

(樵)CTY

お問い合わせ先　今村　松堂

T･059-345-0946F･059-346-7494

入場券取り扱い所池坊E]日市支部

高校生以下千三百円

後　援　(財)四日市市文化振興財団　由日市市お問い合わせ先　水谷　達

T･059-322-0558

観照峰会　2 5周年記念発表会4月1日(日)　1 0時30分開演会　場　四日市市文化会館　第2ホール主　催　観照峰会(舞踊)料　金　無料後　援　四日市市文化協会お問い合わせ先　責山観照峰

T/U.･059-365-9005

胃市交糟讃定期演奏会
5月1 3日(日)　1 3時30分開演会　場　四日市市文化会館　第2ホール主　催　四日市交響楽団料　金　(有料)前売り　大人　　千五百円

高校生以下千円

当　日　大人　　千八百円

四日市シニアハーモニー演奏会7月1 5日(日)　1 3時30分開演会　場　四日市市文化会館　第2ホール主　催　四日市シニアハーモニー料　金　無料(整理券)後　援　E]日市市･E]日市而文化協会

(財)g]日市市文化振興財団

お問い合わせ先　川原　次男

T/F･059-326-0618

本欄の積極的なご活用をお願いします｡

バトンメイツフェニックス

全国大会､文化祭､大四日市まつりなどで大活躍

名古屋で発足して'今年で35周年
を迎えました｡あさけプラザで活動を始めて20年'やさしい'ステキな佐久間先生のもとで'バトンを巧みに操り'芸術的で活動的な動きに感銘を受けました｡あさけプラザ体育館で毎週練習に励み'マーチングバトントワレイ全国大会'全日本バトントワレイ選手権大会'国民文化祭'大四日市まつり'おどりフェスタ等々活発に参加をされ'文化に華を咲かせています｡

メンバーは年少4歳から20+-歳
という幅広い年齢層からなり'そのメンバーを佐野仁美さんがリーダーとして面倒を見ていらっしゃいます｡

その姿には頭が下がります｡

ちょうどお邪魔した時には'先日

の全国大会で優秀な成績を納めたことで'メンバーが表彰状･メダルを授与されているところでした｡仲間たちに温かい拍手を受け'共に喜んでいました｡和気あいあい楽しい雰囲気が伝わってきました｡メンバー全員が大きな大会に出られるよう'日々練習を積み重ねています｡この3月には全国大会があり1 5名ほど参加するそうです｡全員が優賞'入賞されますよう祈ってお-ます｡

練習が終わると家族の応援席にか
けより愛-るしい様子を見せていました｡

最後に取材時に礼儀正し-迎えて

いただき'帰る時も皆､声をそろえて心地よい挨拶をしていただきました｡この場を借りてお礼申し上げます｡ありがとうございました｡

(レポート　石田　清子)



妃寄手です橘お元気ですか!

『伊藤桂1を囲む会』　が主
催した　『満90歳をお祝いして』　のパーティーが1月28日'東京･市ヶ谷のアルカディアで行われた｡乾杯のあと'同郷の四日市出身でシャンソン歌手の橘妃呂子さんが美声のシャンソンを披露した｡

-ニュース版より抜粋-そんなとき｢今年の評議員
会には出席させていただきます!私も四日市市文化協会の会員ですから皆さんに会いに行きます!｣東京からのコールがありました｡

橘さんは四日市出身'三船

プロへ特待生で入り'1991年シャンソンコンクールで金賞を受賞｡現在'日本シャンソン歌手第一人者として東京中心にご活躍されています｡

今年の評議員会を楽しみ

に待ちたいと思います｡

《編集後記》

☆わが街のフレッシュなアートたち
の高鳴る情熱を垣間見て感動です｡

☆始まりは計'今年こそはジャンル
をこえた交流で自分を育みたいと思いませんか!

☆当協会HPの更なる充実が始まり
ます｡ご期待-ださい!

☆｢パッション｣　は情報を発進する
だけでな-'みなさまからの情報をお待ちしてま～す｡　　(延)パッション第三十二号●発　行●発行人●編　集●発行所

平成19年3月1 5日木村道山文化協会広報部会
石松　延･石井　亨伊藤巳代次･山口香魚中西まき子･北川春堂

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

-･小窓の演出から､･､･･　　-

増改築まで｣
総合インテリア

片　　岡監雷詰慧毘東　3,日_8_22
TEL　(059)一一-346-7933(代)

FAX　(059)-346-7913

E-mail: K-Kataoka@mJ:.baycity,ne.jp
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