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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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度か助成を受けた方が多‑'財団と

が成り立っている現状です｡

式｣であった め財団の助成金事業

に近‑助成は不可能です｡幸い ｢株

あれば今の低金利時代'利息はゼロ

となっています｡基本財産が現金で

ます｡この株式の配当金が助成資金 卓也｣個人のイオン(秩)の株式であり

最近の助成応募状況は'過去に何

してまいりました｡

芸術･文化普及'振興のため助成を

まで二十八年間にわたり'三重県の

岡田文化財団の基本財産は｢岡田

一九八〇年に財団が設立以来今日

J: 9･L3y73

岡田文化財団の
目次

岡田文化財団の助成事業

中村

忠明

1 234567891 0日1 21 3
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助成事業

ハングリーの中に本物

日比

義也

礼と敬が美をつくる

伊達

則彦

浜田舞獅子への思い

生川進一郎

元気で愉快なシニアネットワークづくり 加藤 信子

四日市看護医療大学は今､元気!
豊かな生活文化を考える

活用いただき芸術･文化に携わるみ

ようですが'私どもの財団を有効に

いただきたいのです｡

関係者は自己資金の調達にお悩みの

は正確に'しかも真撃に受け止めて

認識いただき申請手続'報告書など

金の支援を受ける｣重要性を充分に

容の希薄な方が見受けられます｡｢お

団体もあり言わば〝もらい得〟的で内

芸術文化にはお金がか ります｡

応募を願っています｡

したいと思っており'初めての方の

わくわくにんげん熟きひと

しては出来るだけ多‑の方に助成を

また申請者の中には良心的でない

東川

薫

㈱太陽化学

丹羽

｢くるみ割り人形全幕公演｣ 〜観客は感動の渦に〜事

則夫
業

部

まちなかのギャラリー｢中部近鉄百貨店美術画廊｣
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志水

雅明

坂井

兵

西田

青沙

第57回市民文化祭

̀̀元気な街づくり''市民文化祭始まる

す｡

見逃さずに応募してください｡

募集期間で締切日は八月三十一日で

いいたします｡

七月一日から始まります｡年に一度の

二〇 八年度の公募助成の受付が

の若い人たちへの支援･協力をお願

えています｡四日市 文化協会 員様

は積極的に助成をしていきたいと考

動している指導者･団体にたいして

芸能･文化を継承していくために活

を担う子どもたち･学生たちに伝統

西村

邦彦

創作舞踊会
第4 2回秋の文化祭

金森

通子

松岡

永樹

フラメンコフェステパル

尾崎
内田

由香
逸子

加藤

武

中村

勝六

日本民踊発表会
｢この一枚｣写真発表会

なさんの良心的な申請を期待します｡
これから岡田文化財団として､時代

財団法人岡田文化財団

団体紹介

｢勝六流邦楽会｣

中西まき子
文化協会の加盟団体･後援イベントご案内
訪問レポート｢‑弦琴同好会｣

(平成19年7月〜平成19年11月)

中村 忠明

団体紹介 ｢あさけ陶芸クラブ｣
平成19年度評議員会開く
文化協会のHPが新しくなりました!
表紙

伊藤
西村
伊藤

幸雄
邦彦
洋史

蛍の羽化を待つ田園

川= lいけ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､
史化協会■Jj‑･務局へご連絡ください｡
〒510‑0057 四日市市昌栄町21‑10｢市民文化課分室｣内

TEL･FAX 059‑351‑3729
r3lHJt,1時Hlq･‑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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ハングリーの中に本物≦

礼と敬が美をつくる

三岐織道株式合社

特集〜元気な街四日市への応援歌〜

義也

取締役社長日比

その中のいく人かをご紹介します｡ 私たちの街 ク元気〟さんを訪ねてみました‑I

【プロフィール】
思えるのは何故か｡ 今ひとつ弱い様に 行動の発信力が' かし彼等の想いや かされました｡し な想いには心を動 アートたちの一途 ち｣に登場した若き 街の若きアートた

求められたのか｡ 有名な‑私に何を が'不規則発言で 芸術なのでしょう 気｣の対象は文化' の応援歌｣'当然｢元 気ある街四日市へ

学校法人伊達育英会理事長
四日市情報外語専門学校学長

前号の特集｢わが

今回の特集は｢元

私の仮説によれ

国際ロータリー第2630地区P.ガバナー

四日市市商工会議所常議員
四日市を美しくする会理事長

美しい秩序が生まれる思いがします｡

として営まれるのを目にするとき'

と敬の心が形となって格式ある作法 て妙なる言で'あのお茶の世界で礼

うのがあります｡これは実に言い得 言葉に｢礼と敬が秩序をつ‑る｣とい

らなくなっています｡

伊達
な‑なって'学校でも教えずまた叱 頃から 家庭の中や地域社会で教え

が重要であるということも'いつの

則彦
最近多くの人に共通する問題意識

うに教えられた思いでした｡

からということを将に画にかいたよ

た｡

人間教育の第一歩は食事のマナー

学の隠れた秘密を見た思いがしまし

リートを育てるオックスフォード大

ありました｡英国紳士を養成し超エ スタを見ると'そこにはあの標語が

ルクロスの上に配置された丸いコー

員で食事をする大食堂の白いテーブ 次に一段高い席に座る教授と共に全 に先程の標語が記されていました｡ づる門の上に丸い門標があり'そこ

寮制の寮になっていて隣の庭園へ通

しょ､つ｡

中庭を囲む三面の校舎の二階は全

つくる)という標語のお話を致しま

Man erMakethMan(マナーが人を

クスフォード大学で見つけ驚嘆した

礼儀作法と言えば私が英国のオッ

芸術のスポンサーたりえません｡ 済界も魅力を失った宗教界も文化' 財政破綻した政治力も金の亡者の経 日本ではそれ等が解体されて'今や 宗教界‑｡しかし戦後'民主化後の 結びつきがあった｡政治力'経済力' につけ悪しきにつけ'時の権力との ば'古来多‑の文化'芸術には善き

ば'発信力を持つことはありません｡ スコミと結びつ‑ことができなけれ 文化'芸術が生れていたとしても､マ スコミだけであ‑'例え地方で本物の

を乗り越えてい‑ことを祈ります｡ トたちのパッションが'多‑の困難 うスポンサーがいなくても若きアー 歴史の中では見られます｡権力とい 物の文化芸術が生まれたことも長い

人との関係として礼儀作法'マナー 存在して社会が成り立っており'他 或いは自分という個人以外に他者が 価値判断をはっきりと教えていない すると'世の中で何が最も尊いかの 社会的秩序の崩壊があ‑ます｡換言 が､その中核に少し大げさに言えば として'教育再生の問題があります

茶道の裏千家の千玄室氏が仰言る

しかしまた'ハングリーな中で本

現在存在する権力は大衆迎合のマ
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Lll+L+d+*dIIJ J JIII+PIIII ttl fl r

い Lt継続するのもある｡会報｢か 味のある人が集まる｡一回限りでも

あると'それを会報に載せそれに興 い!一緒にしませんかという提案が

索し活動しているグループです｡

■■■■■■■■■■■■■■

し楽 ‑愉快に過ごしてい‑かを模

日市大空襲により'舞い獅子だけを

山》 の巡行となりました｡その後四 い'昭和十一年の秋祭が最後の《お

山》 の巡行が出来なく ってしま

張り巡らされるようにな‑'《お

ことですが'電灯線の架線が市内に

はるかに大きなものであったという

の祇園まつ‑や飛騨高山の 鉾より

会員の中からこういうことをした

存され引き継がれております｡ 『起こしの舞』 など5種類の舞が保 む雄の獅子です｡『だんちの舞』' 獅子で'箕田流《みだ》 の流れを汲 年間江戸時代中期頃から伝わる舞い

特徴があり'その《お山》は'京都 (山車) の上で舞われていたという

浜田舞獅子は､約二八〇年前享保

浜田舞獅子は'元来は 《お山》

浜田舞獅子への思い

翠松堂製薬㈱顧問
シーズネット三重代表

加藤 信子
ニア世代を 名です｡シ 女性七十六 男性三十名

いかに自立

し'会員は 六月に設立

平成十六年

ッー三重は

元気で愉快な
の｢シーズネット｣です｡ です｡何かしたい!そんな人達の為

②上下関係なし ①出入り自由

自立するためにも友達'仲間が必要

報も得ることができます｡

いですが元気な友達と一緒にいると

自分も元気になる'又元気になる情 ン等々｡

するし‑みです｡ 送りそれをみて申し込みをして参加 わらぽん｣を毎月' 末までに会員に

心身共に健康でありたいのは皆の願 仲間'そして少々のお金だそうです｡ 代にとって大切なのは健康'友達' ア種々'何でもありです｡シニア世

これからは子供に頼りたくない｡

趣味や遊び'飲み会'ボランティ

加藤 信子

｢シーズネット｣は全国ネットで

楽しさいっぱい⊥冗気な仲間たち

℡&11aX352‑2674仙
アート'農園'マージャ 太極拳'サンドブラスト

との交流会'旅'英会話' 多機能型支援グループ す｡講師を迎えての総会'

●編集室より

ご参加ください!

きます｡こんな会に興味のある方は ずり合い笑ってごまかして過ぎてゆ

思っています｡ 存されるよう努力をしていきたいと

のふるさとの誇りとして舞獅子が保 た｡これからも浜田地区のみなさま

ってお‑ます｡

高山の山鉾の視察に行ってきまし

先日も《お山》復元を夢見て飛騨

シニアネットワーク

に脱帽｡

浜田舞獅子保存会 代表生川進一郎

シーズネ

ドジも多いのですが､許し合い'ゆ

をモッー‑にしています｡抜けたり

③自分から自主的に参加

のみなさまの暖かい支援の輪も広が も一〇 名を超えるほどになり地域 毎年参加し'現在では保存会の会員 結成以来'夏の大四日市まつりには

ちです｡ する人もいなくなり大変残念な気持 山》 の上で舞い獅子が舞う姿を記憶 残して全て焼失してしまい'《お

しか '昭和三十八年の保存会を
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学生は今､元気!

ち｢
TjuYO IDENTITY

四日市看護医療大学准教授
生が毎日'楽し‑

1期生となる新入 真新しい校舎で第 抜けの空間を持つ

イナミックな吹き

と最上階までのダ

らだ｡ いただいているか

した｡最新の設備 の協力により関学 院'三重県などと 市'市立四日市病

大学に奉職させて

り四日市看護医療 務を経て'4月よ

東川

薫

も'設置準備室兼 である｡というの 今'大変元気なの した私の職場は るが'最近転勤を

私事で恐縮であ

本学は'四日市

好奇心そして行動
Im&gine,Desire and Create

ーー.陽J比五二立場｣

しているこの頃である｡ ではないかと' ても賛沢な心配を

る前に燃え尽き症候群にでもなるの もきらない｡このま では社会に出 教員の資料を借りに来るものが引き

‑､研究室には質問をしに来るもの' 夜9時まで図書館で学ぶものも多

ただきたいと思っている｡ ぜひ暖か‑見守り'また指導してい

らゆる事に積極的｢過ぎ｣ るのだ｡

未熟な点もあろうが'その際には' ソンとして活躍し始める｡まだまだ 保健･医療等を担う将来のキーパー てい‑卒業生が'この四日市の地域

運営が心がけられている｡ という地域を意識した教育･研究

な場面で'本学では常にこの四日市 活かした産業看護分野を含む'様々

これから4年の後'本学を巣立っ

最後に心配事をひとつ｡学生があ

健康を通して
豊かな生活文化を考える
当社は､伝統的な天然素材から最先端のナノサイエンスを駆使した新規

素材まで､幅広い食材を取り扱うと共に､研究開発型企業として､無限の可
能性を秘めた機能性食品素材の創造に取り組んでいます｡

本来人間の身体は､毎日の健康的な食生活を通して､病気に対する抵抗
力の増進や回復力､病気を予防したり老化を抑制したりする潜在的な力を持
っています｡私たちは､自然の素材を使ってさまざまな食品素材の研究開発
を続けることにより､人々の健康に貢献していきたいと考えています｡

･‑司､窓の演出から､ ‑‑､′二‑‑〜‑｢

健康を碓持することの大切さ､安心して使える食材の提供､そして潤いの
ある生活文化の創造‑ ･ ｡

＼J′ ､

/

増改築までVj

＼ノー＼/〜

たゆまぬ研究によって築き上げてきた私たちのテクノロジーは､毎日の暮らし

総合インテリア

の中にしっかりと息づき､常に進化し続けています｡

人と自然への優しさが企業に求められている今､私たちは､飽くなき好奇

監雷詰慧毘東

心と行動力を胸に､新たな課題にも積極的にチャレンジしていきたいと思って

TEL

います｡

FAX

片
岡
3,冒̲8̲22

(059)一346‑7933(代)
(059)‑346‑7913

E‑mail: K‑Kataoka@rnx.baycky.neJP

積極的に学んでいる｡

産業都市である四日市 の特性を

T‑ヽAT yAT{ TA一^}ITV く T{ ‑ヽTA

ナショナルバレエ主催で ｢‑るみ 員のご紹介もあ‑'越智インター

の町として栄えている｡昨年'会 れは宿場街の歴史をたどる商工業 四日市の人口は三十万人'人の流 四年目を迎える｡県下最大の都市

ー･ドバレエが今年'創立五十 エ団の草分けとして石井アカデミ

が行われている｡四日市にはバレ 年一回'市文化会館などで発表会 なバレエ団があった｡その多‑は

く TAJLT{‑ヽ一‑TA Tノ,ITAy {7‑一T{ ‑ヽTA ‑〜

｢くるみ割り人形｣

〜親客は

地元四日市には'古‑から個性的

越智インターナショナルバレエ

年胸に秘めて暖めて来た事があった 業が出来なくなりました｡私には長 止｡グリルも水道'ガス工事が入り営

2ホールと展示棟以外全館使用停 け早々'耐震工事が始まりました第 を迎えます｡そんな記念すべき年明 グリル四日市は'今年で二十五周年
四日市文化会館と共に歩んで来た

ピンチをチャンスに

感動の渦に〜

全幕公演

変える発想｡私達は毎 マイナスをプラスに ければならないこと' 出来ること'今やらな こんな時だからこそ スだと思いました｡

なら当然の事でした｡ す｡利用者がいないの 方がメインのお店で 議のお弁当など文化会館を利用する

ーヒーを飲みに来てくださる方'会 に来て‑ださる方､会合を終えてコ い事を終えて皆さんでランチを食べ す!グリル最大のピンチでした｡習 ましたが会館には人がいないので て改装が終わり'グリル再開となり

う｡ (事業部)

えがたい四日市への贈‑物であろ がることができた｡なによりもか 市少年少女合唱団と共に舞台に上

ュニアを広‑公募し四十人が四日

らに地元四日市でバレエに励むジ 者からは感嘆の声があがった｡さ 人の観客を迎え'文化芸術の関係 する次第である｡会場は一五〇

していただいた主催者に深く感謝 民文化祭行事としての開催を決断 かなか実現しない中で'四日市 予算を必要とLt 地方都市ではな である｡このような公演は莫大な 明の効果をふんだんに使った内容 のオーケストラの演奏'音響'照 流のダンサーが多数出演し'プロ 聞き及んだ｡本公演はロシアの一 始め隣接の市で開催されることを 割り人形｣全幕公演が'名古屋を

杯限定ですが始めました｡

です｡

グリル四日市は従業員一同元気 モットーは｢逆転の発想!｣
※写真は二〇 六年十二月二十一日'

市文化会館第一ホールの舞台風景

って'水出しコーヒーも一日十五 利用いただいております｡夏に向か

負しております｡ だ‑'そんな店内に仕上がったと自

今ではリピーターの方々も多くご

集めて言いました ので'店内改装もする!と従業員を

グリルも二週間休業しました｡そし 作り'コーヒーコーナーを設置する｡

奥を半分に仕切ってカウンターを

しかし私はチャン

みながら､ゆっくりくつろいでいた

たしました｡おいしいコーヒーを飲 示していただけるコーナーも併設い そこに市民の方々が気軽に作品を展

コーナー｣が完成したのです｡そして

ようや‑五月に｢匠の香りコーヒー

にも飲んでいただきました｡そして

を重ね'来店していただいたお客様 い味になるよう練習しました｡試飲 がどんな分量でたて も間違いのな スト･ミデアムテイス‑の違いを誰 たて方を研究しました｡ライトテイ

日毎日'サイフォン式のコーヒーの
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シリーズ

舞上の鮒

●シリーズ●

④

ﾈ+ , ｪH,ﾈ4ﾘ888 ｨ ｲ
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太tzT覚鴫

日本慧協蒜BB
うらじお

雪は深く､涙は繁く､身は敵国に在り､心は故山に飛ぶ､浦潮港頭数百
の避難民｡

それぞれ手荷物を吊し､子供を背負ひ､行手の安否に気を操んで戦線競
競たる有様は､たとへば火山破裂の予言を信じて居った処へ､轟然たる山
鳴りを聞て､すは事だッと騒ぎ立った時のやう

◎中部近鉄百貨店◎
美術画廊

四日市市諏訪栄町7‑34
TEL059‑353‑51 51㈹
http://www.chubu‑kintetsu.com/

今年創業47周年を迎えました中部近鉄百貨店美術画廊は､近鉄四日市駅
に直結した利便性の高いギャラリーです｡尚古焼に代表される地元の陶芸作

家の作品をはじめ､全国の伝統工芸､日本画･洋画壇の巨匠作家･有名作
家の貴重な作品にいたるまで､地域文化の発信の場として､多彩な展覧会を
毎週開催しております｡

お買い物の際や､近鉄四日市駅をご利用の際は､お気軽にお立ち寄りくだ
さい｡

明治37年(1904)3月､
中村星湖(1884‑1974)

に短編｢死人か馬鹿か｣
の冒頭文ではじまるそ

早稲田大学在学中の
は『寓朝報』懸賞小説
が当選｡上記に紹介
の作品の主人公は太

田覚眠がモデルである｡

太田覚眠(幼名･猛麿､

日市市京町の浄土真宗
泉寺第13世住職諦念と
生まれた｡覚眠は幼少
学を､また､長じて大鐘

1866‑1944)は､現四

本願寺派､祥雲山法
母けいの二男として

期に養父覚恵から仏
町の大賀賢励から漢

学を学んだ｡その後単身上京し､職を転々としながらロシア語を習得した｡こ
れが覚眠の生涯を決定することになった｡
明治36年38歳の時､大谷光瑞門主の命により､妻子を残してシベリア開教
師としてウラジオストックに渡航｡翌年には日露戦争が勃発したが､覚眠は
｢我れ､仏の足とならん｣と､単身で在留邦人救出に従事し､大成功を収めた｡

この同胞救出劇は連日､『東京日々新聞』で報道され､中村星湖もそれを読んだ
のであった｡また､ロシア革命勃発後の大正7年(1918)8月にも従軍布教監督

としてシベリア各地で大活躍｡覚眼のこれらの苦闘劇は後に『露西亜物語』(丙
午出版社､大正14年)として出版､その行動は大いに賞賛された｡
昭和10年(1935)上梓の『レーニングラード念仏日記』(興教書院)も大好評と
なり､その熱の冷めぬ翌年7月にはまたしても単身で蒙古へ｡入蒙の目的は｢忠
らま
君愛国｣｢剛腕の統一｣｢防共｣の3点で､蒙古刷嚇僧教化指導を志した覚眠は､
現在まで｢四日市の生んだ近代の精神的偉人｣と称された｡事跡は法泉寺境内
の｢太田覚眠師頒徳碑｣に詳しい｡

8月3日(金) 〜8月9日(木)
8月10日(金)〜8月16日(木)
8月17日(金)〜8月23日(木)
8月24日(金) 〜8月30日(木)

8月31日(金)〜9月6日(木)
9月7日(金)〜9月13日(木)
9月14日(金)〜9月20日(木)
9月21日(金)〜9月27日(木)

9月28日(金)〜10月4日(木)
10月5日(金)〜10月11日(木)
10月12日(金)〜10月18日(木)

10月19日(金)〜10月25日(木)
10月26日(金)〜11月1日(木)

荒木淳一油絵展
アールヌーボー工芸展
水森亜土作品展
スペイン絵画展
西田真也作陶展(地元作家)

日本画巨匠版画展
築窯四百年記念萩焼大和保男作陶展
篭師安藤竹良斉作品展
江戸･明治美術工芸名品展
堀田澄子皮と布展(地元作家)
シャガール展
安JH真慈墨彩展
木村元次作陶展(地元作家)
ヒロコ･ガラス展
[スケジュールは予告なく変更することがあります]

り かた‑なに守り通せし師の教へ

古伊万里の瓶にあふる 花の艶
歩みを止めて春の雁見る

風向きを見る指先をしめらせて
薬草入りの酒を一献

ケイタイで株価動向問ひ合せ

赤々とスー‑ブ燃えて窓に月

サッカーボール疎ふ神主

更に大きな買物をする

中振‑の袖を振‑切る演歌 手

明け易しラジオ奏でる嬉遊曲
エスプレッソの薫る緑陰

芸術大賞受ける晴れの日

楽屋にて待つ自称愛人

秋刀魚鯖母の酢加減はどよくて

笠着飾館興行鼻敏仏頭ケ魯｣の冬

文化の日冠凄々しき鎌ケ岳

集う子供の顔は輝‑

第五固膚倒産寄主骨蚤

月に照らされそよぐ薄野

御神木曳けるしあわせ伊勢の国

米をとぐ無洗米には馴染めない

広い海なんと小さな我が命

高層を買って朝日を手に入れる

ハナピアス少女の闇の眼が深い

退職金も半分掠めさようなら

本心を明かすと波が大きくて

近頃は相子勝負で共白髪

膚8すり砕合
スーパーに季節先取りする野菜

結んでも解けたが‑やの 尻尾です

母の顔バラ園廻る車椅子

大まかな見当だけで生きている

難しい答を嫌う夫婦箸

平凡に生き裏表など知らぬ

封じ手を洩らしてしまう軽い口

バーゲンに並ぶ一時のわくわく

昔の話相子相愛だった筈

岡本 耕史 捌

史 沙 好 千 美

坂井 兵選

松平菩提子 岡本 耕史 西田 青沙 平田 喜久 湯浅 重好 榊原 由美 大泉美千代 北川 英昭

後藤 秋千 駒木根マチ

伊藤 多恵

清水 健吾

井垣 和子

矢田 照子

加藤 昌良

害住 昭郎

川合 典生

森 繁生

小河 柳女

二

好 久 美

■

おでん屋でこんにゃく問答明日は晴

濯である｡ 活にはない濃厚な時間を過ごす｡正に命の洗

仲間たちと袴を脱いで'和気諸々と普段の生

芭蕉はいったのだ｡ 有益だLt からこそ｢老いの楽しみ｣だと
月に一度か二度'その半日'気の置けない

らながめて見る｡それには豊富な人生経験が

日常生活を題材に'それを少々違った視点か

パッションひるは

置いてほしかった 白線の内側に

自然体で'作品にあるようにこの当たり前の

て切瑳琢磨することもない｡また'あくまで

練会などと'上達のために互いに励まし合っ

を張って優劣を競うものではない｡また'鍛

い遺した｡他の短詩型文芸と違って'片意地

のま お帰りになる'そういう形式である｡
俳譜 (連句) は老いの楽しみ'と芭蕉はい

咲かせつ '気が向けば次々と旬を付けてそ

た｡文学祭に訪れた人々が'四方山話に花を

口火切るチャンス洗濯機が止まる

計がひとつ櫛にからまる無言劇

アドリブを嫌う律儀な古時計

安心の後姿も見ておこう

心臓に効いたらしいな養毛剤

春だから心に羽が生えてくる

おみ‑じの好きな男にあるロマン

場の一室をお借‑して笠着俳語興行を っ
例年通り'四日市短詩型文学祭の当日'会

ローソクの炎ゆうゆら急がねば

傷口をそっとしておくのも心

むなしい日相田みつをのページ繰る

水如き呑んでは口に蓋をする

晴耕雨読一日何をしただろう

日め‑りは風に私が去ってゆく

坂道でいつも転んでいるなさけ

携帯を故意に忘れた日の誤算

仏壇の中にはきっと居ない母

仏にも夜叉にもなれるのが女

棄権した君の立派な政治論

山田 早苗

菱川 麻子

松本きりり

樋口 仁

高橋 忠

域萱 弘子

松井 湖音

村山 了

おもちゃにはい が子守は困ります

北勢連句会 西田 青沙

▲

内山サカ枝

坂崎よし子

●
●

●●●

● ● ● ● ● ● ●一

9月1 5日出1 3時〜1 8時

…8月2 6日胤1 4時〜1 6時

…第七回演奏会 …四日市風の谷ウインドアンサンブル

●

… ‑･ 第一ホール

̲‑〜

｢公募作品と風景写真研究会‑フォ

●●●

た市民文化祭｡ る講習会を開いて大好評で幕をあけ ー十彩｣写真展'最終日に主宰によ
作品四十点と同好会の作品の発表
.
自然の美しさをテーマにした公募

●●●●●●●●●●●●●●●●●●̲

｢pAR DI〜EIN↑HEDARK｣

第一回四日市音楽祭ほか 〜ジュニアパフォーマンス〜

劇団四日市箱庭公演

●●●●●●●●●●

｢もっと気軽に室内楽｣

●● ●●●●●●●

+〜

7月2 9日胤1 3時〜1 6時

四日市交響楽団による

‑元気な街づくり〜

洋楽川

劃m引引引川当別削酎酎｣

17日胤10時〜17時 16日㈲10時〜18時

第五十七回市民文化祭始まる
あ
さ

け
プ

1 5時30分

ラ

前売500円当

入場無料
■tL■●一一一●一一● ●ー■ I‑11●4.■.JL

あさけプラザ文化団体では'回を重

● ● ●■

● ● ● ●

‥9月開…甲韻

…第四十二回秋の文化祭…

｣':TPOi

I一一一●ー●‑■●一…1ト

…四囲EB E あさけプラザ全館…

●r一I t● !1 … 1 … 1●一才

上げましょう｡ 待されます｡フェスティバルを盛り

ザ
ホ
I

小学生500円

111九

中学生以上1 00 円 侠 戟号丁

旧八

は +

四日市 文化協会地域部門での'

日頃の精進の成果を発表します｡ 加えていただくことになりました｡
市民文化フェスティバルはジャン

文化協会 四冒市市 る市長と 主催であ た発表会｡ 会を兼ね む会の総 をたのし った能楽 恒例とな

フェスティバルは総参加で盛り上げ

ニングは

オープ

l

:

入場無料ル

I

+ t■●一■■■■･‑I II■一一■●■一■

も足を運んで相乗の効果が大いに期 観覧して楽しんで頂き'たの会場へ て楽しむ催しです｡踊って楽しみ' ルを越えて市民のみなさんが参加し

5月18日〜20日

四日市市文化会館第1展示室

■一一●,I tト■●.+‑●‑ ●r● ●.■+JL4

●●●●●●●●●●●●●●●●

賞が贈られる｡要綱は各地区市民セ が始まった｡大賞に第2回伊藤桂一 力) が主催する第6回目作品の公募 短詩型文学祭実行委員会 (代表大井

今年は市民文化フェスティバルに
9月1 7日㈲1 0時〜1 6時

創作舞踊会

の理事長の挨拶で始まった｡

労者総合福祉センター多目的ホール

●

会場は緑地公園内にある四日市勤

EB 田 Ⅷ 第一ホール

(創作舞踊 金森 通子)

…頂

煙闇血臥 する四日市

ll

鴇
6月10日 (日)

代表で組織

ジャンルの 学の5つの

∴

多目的ホール

る短詩型文 市で活動す

て｡

台にみたて を能楽の舞

(体育錯)

地元四日

入場無料
●●●●●■●

●

ば｢フラメンコ祭り百花瞭乱'色と

‥ 7【′ コ7工も[Lfでヽレ 3 :●
fr ‑ ‑ I‑'r r●rf'r rG' ‑[ Pi.r Tr '当.:

●

ちしております｡ い合わせの上'お越し下さい｡お待 頂けると思います｡是非皆様おきそ 行事は'老若男女を問わず楽しんで ます｡地域と一体となったこの催し コーヒ '和菓子などの販売もあり

●●●

日本語に希望を加えて楽しく訳せ

いした｡ の赤川一博さんにアドバイスをお願

間の日程で開催します｡ 十二日 (土) 二十三日 (冒) の二日 ね第四十二回の秋の文化祭を九月二

いる｡また展示にあた‑市財団職員 評をいただき'委員一同'感謝して また来場者のアンケートも率直な批 り'展示方法も見やすく工夫された｡ は約80点と昨年に比べて増えてお で観客10 人を超えた｡出品数

化協会にある｡ ンタ1 ㌧市文化会館'市文化課'文
四日市20 7ア‑ー展は3日間

この文化祭では'約三百五十名に

フ■娼rTo r<iLo tS川S脚

1 0月ほ日出開演時間未定 漕

康教室'お茶席'みたらし'うどん' 物の販売'四日市医療生協による健 市農芸高校生の皆さんによる'農作 表の場となっております｡また四日 発表などが有り'日頃の練習成果発 よる舞台発表'百五十名による展示

事務局は090‑3 06‑35

(地域文化松岡永樹)

(坂井 兵)

止れ

W一皿

.ltl九

6月22日〜24日

四日市市文化会館第1展示室

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●

●

… 1 0時〜1 6時(4日は1 5時まで)

●

…生活文化合同展 …｢爽秋賛歌｣

●

…四国田E出口Ⅷ 第=二･四展示室

ります｡会員さんは発表会を楽しみ 夫を加え'形を崩した創作民踊もあ ある日本民踊‑･最近ではその技に工

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●l

●
●
● ● ■● ● ● ● ● ●

やっぱりE)日市ガ好き‑･J

日月3日㈲1 3時〜1 7時

日本舞踊まつり

……r: ]: 第二ホール

しv

地域の伝統と文化の結晶の一つで

日月2日㈲〜4日㈲

日本民踊発表会

1 0月1 4日胤1 3時〜1 6時

1 0

(フラメンコス含ンオエル･アモール

と秋祭を楽しむ気分でお越しくださ でいる所だと思います｡ぜひ私たち ゲスーダンサー(男性かも) を呼ん 見所は名団体でギタリスト'歌い手'

も楽しみですが'今回のもう一つの がしても分かりませんよ‑･) の踊り

年少は4才〜最年長60以上数名(さ

いただければ嬉しいのですが｡ りどり=｣ これで見に来たくなって

もちろん個人参加も募集中です｡最 ている教室'先生にお願いしました'

今回は四日市を中心として活動し

… 二 ㌧‖ 第二ホール

みんなで創造ろうたのしい集 ‑･
尾崎 由香)

つく

入場料500円

入場無料

入場無料

一一■■一一‑̲e̲l I l‑̲■■■.I

常に盛んな土地柄であり'市民の多 ところです｡四日市は写真文化が非 る事ができ'大変 きな喜びとする

ました｡ の作品を一同に展示することになり

その素晴らしさに感動を新たにす

l● ● ● ● ● ● ● ●

階特別展示室に於いて'写真愛好家

民踊の妙技をお楽しみ下さい｡ 日本の伝統文化の素晴らしさと創作

｢私のこの一枚｣写真展を博物館4

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1 0月2 1日胤1 3時30分〜1 7時

日月3日槻

4日胤

●●●● ● ●●●

に'一年間稽古を積んで参りました｡

ぜひ'会場に足をお運びいただき'

市民社交舞踏会
勤労者総合福祉センター多目的ホール

(日本民踊 内田 逸子)

1 0時〜1 6時

入場無料

入場無料

てお‑ます｡(実行委員長 加藤 武) なる発展のために奮闘したいと想っ ただきながら'文化芸術分野のさら

●●●●

●●●●●●●●●●

1 0月28日胤1 7時〜1 9時

フェスティバル 第六回四日市洋舞

入場料1 000円

…;Ir . ;: 第一ホール

話をお楽しみ‑ださい｡ 見えます｡一枚の作品と作者との対 をきった作者のメッセージが透けて た被写体の向う側には'シャッター

もっと多‑の市民の皆さんに観てい 元で活躍のみなさんの作品をもっと'

私ども文化協会は微力ながら'地

しい思 出'静かな時間‑｡写され フィルム'刻み込まれた美しさ'優 します｡斬‑撮られた瞬間'躍動の 思いを'自分の作品に凝縮Lt表現 のテーマを追求し美や感動や興奮や たちは'時代を映します｡それぞれ その腕前を競ってお‑ます｡写真家 ‑が各種写真展に参加し'日頃から

世に広めたそうです‑｣ が｢須磨琴之記｣を著したりして' 始祖河内国金剛輪寺の僧'覚峰律師 大阪の名はあまり出てきませんが' の一弦琴は江戸時代からのもので' 由来は古‑中国から伝えられ'今日 胴に一本の絹糸の弦を張った琴で' ｢一弦琴は'長さ一'一mの桐材の 五回参加させていただきました｡｣ して'文化協会の 『邦楽まつり』 に ｢七年前から四日市で活動を始めま

じながらのインタビューでした｡

静かに奏でる音色と歌声に哀愁を感 稽古日で'現在5名の生徒さんが' 場所の四日市医師会館へ月一回のお

大雨の日でした｡

この日は' るばる大阪から練習

亀山恵美子師範をお訪ねしたのは'

一弦琴同好会

いちげんきん

勝,一ハ流布来合

今工や村勝夫

師匠です｡ つづけています｡お弟子さんは私の

いなべ'大安'菰野にあります｡
よろし‑お願いします｡

教室は四日市'楠'鈴鹿'桑名へ津'

す｡楽しい会をみんなで作って永‑

ント祭などに出前演奏をしておりま

は毎年発足以来つづけています｡

慰問'各地の文化祭､商店街のイベ 楽祭に参加出演｡外'老人ホームの

四日市'桑名市民文化祭'桑名邦

ました｡

会の年中行事新春弾初会'浴衣会

会主
六流邦楽会に改名し 太鼓鳴物を入れ'勝 端唄､長唄'三味線' 足'昭和五十年民謡' 謡三味線岩波会を発

亀山恵美子

｢そうですね‑もっと多‑の人に聞い
市を往復いたします‑｣ って頂‑ために'四日市と大阪の堺 て欲しいですね｡一弦琴の良さを知

と感動をおみやげにお暇をしま た｡

情熱の人亀山師範から頂いた知識

(レポート 中西まさ子)

て感じいりました｡ 糸にのせて'奏でる調べにあらため

目標は‑

もお聞かせくださいました｡ れ'一弦琴の租となったと言う伝説 弦を張ってこれを弾じ須磨琴とよば に庇(ひさし) の板で琴を作り'一 の左遷生活の折り､つれづれの慰め

を要するとのお話を聞き'一本の絹 右手人差指一本で弾するので'技巧 することや'勘所の変化によって'

また琴は湿度によって音色が変化

昭和四十1年'民

ったとも言われ'在原行平が須磨で 稽古にことよせて'倒幕の密会を持
また幕末の志士たちが'一弦琴の

お問い合わせ先 土井 静雄

チケット取り扱い E百市 文化会館

後 援 四日市 由日市 文化振興財団 料 金 大人三千円 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

中村ヨシミツ舞台活魂酢

9月2 日(土) 1 8時開演

お問い合わせ先 常磐 扇舟 後 援 四田市 文化協会･中日新聞社(予定) 料 金 無料 主 催 田本舞踊 常磐流常磐会 会 場 四日市 文化会館 第2ホール

8月26日(日) 1 時開演

常磐流 夏のをどリ

出演者 高橋邦男(E]白市 四郷地区市民センタl副舘長)

｢E百市市社会福祉協議会｣

高橋正昭(四日市大学特任教授環境情報学科)

菰野町教育委員会

T/LJ.･059‑352‑3426

｢まちの総合学習ブログ一フムpart1｣

料 金 有料(整理券) 主 催 昔の泉サロン 会 場 高花平中央集会所 7月25日(水) 1 4時〜1 6時

後 援 ｢サウンドスケヲ協会‑∩三重｣

お問い合わせ先 清水 孝 後 援 パンダネット 料 金 有料大人千五百円･子供千円 主 催 (樵)シTティーウイ囲碁将棋チャンネル 会 場 E]日市 文化会舘 第3ホール

水琴窟ジョイント

第6国CTY杯囲碁大会

7月2 日(白) 1 0時30分開始

環境セミナー｢空の青さと水の音｣
前売り/当日大人一 百円/子供0円
携帯090‑2139‑31 7

丁/L ･059‑3 1‑5348

後 援 E]日市 ･中日新聞社 料 金 大人千円･子供千円 主 催 小原芳美バレエスタジオ 会 場 E]日市 文化会館 第1ホール

7月29日(日) 1 5時開演

第1 2国小原芳美バレエスタジオ発表会

丁･059‑351‑95 3

お問い合わせ先 山口日出子 後 援 四日市 文化協会･中日新聞社 料 金 無料(整理券) 主 催 豊祥会 会 場 菰野町 町民センターホール

7月29日( ) 10時3分〜16時30分予定

深山流豊祥会20周年記念舞踊会

お問い合わせ先 西村 昌子

三重県バレエモダンダンス協会
F･059‑326‑9857

お問い合わせ先 内田 通子 後 援 園田市中 日新聞社 料 金 無料 主 催 四日市いづみ民踊舞踊会 会 場 四日市 文化会館 第2ホール 1 0月27日(日) 日時開演

民踊､舞踊発表会

お問い合わせ先 長田 政子

後 援 E]日市 教育委員会･中日新聞社 料 金 無料 主 催 女声コーラス｢すずらん｣ 会 場 田日市 文化会館 第2ホール 10月21日(臼) 1 4時開演

第6回女声コ⊥フスすずらんコンサート

お問い合わせ先 小岐須敏正

チケット取り扱い E)日市 文化会琴ムーシケ

丁/F･059‑352‑3969

混声合唱団ヴオーチエ

後 援 E]日市 ･E]白市 文化振興財団 料 金一般千円 主 催 混声合唱団ヴオーチエ 会 場 四日市 文化会館 第2ホール 8月1 2日(日) 1 4時開演

お問い合わせ先 小原 芳美バレエスタジオ

チケット取り扱い所 四日市 文化会館

CTY

四日市市文化協会
丁/F･059‑353‑7860

T/F･059‑321‑9867

T･059‑326‑2106

T･059‑35 ‑7818

第一回定期演奏会

T･059‑32 ‑4782

平成1 9年7月〜平成1 9年1 月

楽しそうに眺めている人もいます｡ こしらえています｡また人の作業を 指先に神経を集中し生き生きとして プ状のものを成形する人がいます皆 奥の方では電動ろ‑ で大型のカッ 積み上げて花瓶らしさものを作る人' 両手でひねり上げる人'紐状の土を る人がいます'手ろくろの上の土を 状の器･花瓶･可愛らしい人形を作 取り組んでいます'大きなどんぶり は十名‑らいの会員が熱心に制作に

平成19年度評議員会開く

ています｡

が二台並び左手に電気窯が据えられ 入口の鉄板ドアを開けると大きな台 りで軒の深い独立平屋となっており'

今日は造形作業の日で台の周りで

あさけ陶芸クラブ

陶芸教室は鉄筋コンクリートつく

伊藤幸卑

男女半々‑らいです'大矢知町の松 で推移してきましたが現在は24名で になります｡会員は1 6‑30名‑らい タートしま たのでもう二十年近く 設されて陶芸教室が出来てすぐにス さけ陶芸クラブはあさけプラザが建 ように感じられます｡会員の話'あ こ に居ると時間の流れが変わった

員は､多‑の人(80人に相

るためである｡1人の代議 行部に円滑に届き'実行す

一人一人の意見や要望を執

の改訂のポイントは'会員

検討項目が加わった｡今回

あり'一部修正 (内規) や

ついて多くの意見や質問が 一致だったが'規約改訂に

動報告や計画(莱) は満場

きる人を対象に選んだ｡活

をもとに､各部門で出席で

=委員会毎の割り当て人数

5月30日の第1回理事会

開催した｡代議員は75人' た代議員による評議員会を

の中､規約改訂を前提にし

長ほか多‑の来賓のご臨席 市文化会館第3ホールに市
6月1 6日(土)午後1時'

上げることを確認した｡

文化都市再生プランをみんなで創‑

通じて､街角に文化の花咲く四日市､

ョン｣とホームページの情報発信を

務局スタッフとサポート部｡｢パッシ

常任理事会と執行部'実績豊富な事

な交流促進計画の数々'そのための

含む)'当協会三つの自主事業'多彩

民文化祭28事業(フェスティバルを

た｡

既に始まった中味の濃い第57回市

(事務局長 西村 邦彦)

欠席した代議員がでたのは残念だっ

踏みだしたと思う｡今回'無届けで

今年は活きた組織づくりの第一歩を

容｡これは組織の究極の課題であり'

執行部と話し合い実現するという内

その結果を常任理事が責任をもって､

声を理事会を通じて委員会に反映'

当) の意見を集約する｡理事はその

しています｡ 大変恵まれた環境であることに感謝

出来また陶土や和英の入手も便利で 陶芸愛好家がいます良い教室で勉強

の最大の妙味であると思います｡ がっかりの時もありますそこが陶芸 思わぬ良い出来もあれば'不出来で み合わせを工夫しますが'時により 粕薬であり'作り手は形や彩りの組 しています'陶芸の主役は土･火また

で展示会を開いています｡ 文化祭の他三年毎に四日市文化会館

四日市 は万古焼きの産地で多‑

作品の展示は春･秋あさけプラザ

何でもありの状況で大変楽し‑勉強 食器･茶器･陶板･オブジェその他 のを自由に選択していますので花器･

たります｡

皆さんそれぞ 自分の作りたいも

に行いこの作業は当番制で全員が当 0℃)本焼き(1250℃) は交互 す'毎月一回窯焚きし素焼き(80 れ午前と午後の二組に分かれていま 毎月第二･第四金曜日に教室が開か 平順彦先生にご指導を頂いて居り'

地域文化振興事業への助成

四日市市文化協会のホームページが新しくなりました｡
今回のリニューアルは､協会のホームぺ‑ジをも地域の文化活動の情
報発信源にしたい勺という強い想いから､四日市周辺地域の催しもの
の案内をメインに構成しています｡この催しのページのスタイルは何の
変哲もないカレンダー式ですが､このカレンダーの特徴はゝいつでも､
だれでも､どこからでも｡予定が書き込めることと簡単に書き込めるこ
とが最大の売りです｡だれのパソコンからでも書き込めますし､インタ
ーネットができるケイタイからでも書き込めます｡文化協会員でなくて

古くから地域に残る優れた伝統文化､郷土歴史の掘り起こし､普及や保存伝承活動の促
進○また地域における新しい文化創造のための事業に対し､助成しますo

もオーケーですしまったく個人的な催しでもオーケーです｡地域の盆踊

Jこんな事業に助成を行いますも

文化協会のfTi‑Llrl0‑ 5'hl'

芸術文化の創作､成果発表への助成

新しくなりました

県民の芸術文化活動が自主的かつ活発に行われるよう､個人､各種芸術文化団体が行う
活動成果の発表会等に対し､助成します.

ホームページ委員会伊藤洋史

内容/演劇.舞踏.音楽､絵画.彫刻.工芸.建築ほか

生活文化教義活動への助成

大会や学園の文化祭行事など歓迎です｡ただし商売に利用したり政

県民の文化意識の高揚を図るため地域の各種文化団体等が行う国内外の文化事業や講

治･宗教の催しは困ります｡一定のルールは守ってください｡またイン

演会等に対し､助成しますo

ターネットの苦手な方はいままでどおり文化協会まで情報をくだされ
ば情報を掲載します｡このページを中心にして文化的な交流が始まる

内容/華道.茶道.書道.園芸.山野草.盆栽ほか

伝統工芸産業への助成

きっかけになることを願っています｡
その他のリニューアルとしては､四日市市文化協会の取り組みや催し
をわかりやすく見られるようにしたことと､会員と事務局の連絡をスム
ーズにできるようにしたことなどです｡

県内に伝わる伝統工芸産業で職人の手作り技法の継承と後継者の育成､新商品開発､販
路開拓､PRなど支援活動等に対し､助成しまT.

内容/国.県指定の伝統工芸産業
■ 資料請求
■ 義 ■

vR 6 9ﾘﾇﾉEﾂ駛

ﾘﾇﾉEﾂ饉hﾇﾂ霆ﾙ7

今後の課題としては､加盟会員･団体の情報をさらに充実すること

讓‑

①2007年7月1日より当財団ホームページより申請書類が入手できまT.

です｡あなたもいちとアクセスしてみて下さい｡そしで情報をください｡

②郵送での資料送付をご希望の場合は､資料返送用定型封筒に郵便番号.住所.氏名を明
記の上120円切手を添付して(財)岡田文化財団までお申し込みくださいo

申請手続き

●発行所 四日市 文化協会

(か財団所定の申請用紙および資料を(財)岡田文化財団へ郵送して下さい○

●編 集 文化協会広報部会 ●発行人 木村道山

●発 行 平成1 9年7月1 5日

☆みなさまも'レポーター体験しませ

パッション第三十三号

んか､ご提言お待ちしてま〜す｡

(診2007年8月31日消印有効にて送付下さいo
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

応募期間l2007年7月.冒(56m)W〜8月3.日(金)I

2007年7日1日(日)〜8月31日(孟)EE
中西まき子 伊藤巳代次･山口香魚 石松 延･石井 亨

全国の画廊.美術館関係者.美術評論家から推薦

問い合わせ先設畠賢妻誓書窒認諾霊誤霊ヒ雲LToT'l霊
財)岡田文化財団実力とも抜群の作釦名の競演で7To
〒510‑1245‑般投票期間/2007年7月1日(日)〜7月29日(日)

三重郡菰野町大羽根園松ヶ枝町21‑6対象発表式/2007年8月9日(木)

設0.5599二33991‑̲て5.7777!5!̲T2!P=!;FpT*iITwhnui雪r̲T
E‑mail:ok‑bunka@cd.wakwak.comTELO59‑391 ‑1088FAXO59‑391‑1077

URLhttp://ww.aeon.info/bunka/URLhttp=//vw.paramitamuseum.com

再生紙使用
(延)

☆八月には大四日市祭りが控えていま

☆訪問Rで'｢難しかった!でも一杯

声に感動です｡ 勉強になりました!｣部員の嬉しい

す｡わが街のパワーを期待して｡

☆今号は'わが街の散人にご登場願い'
今後はフレッシュに前進したい｡

《編集後記》

