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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)



YokkaichiMunicipalルー-･y)TL博物館へのいざない

四日市市立博物館

館長　小林　良輔

いま県では､新県立博物館
構想が具体化しっつあ-'関心が高まっています｡博物館業務に携わる者として'何を目指すのか'事業の公共性をどう示すのかなど大いに興味があります｡ところで'当市立博物館は今も皆様の興味と関心を十分に集めているでしょうか｡博物館は何とな-入りにくい'あまり関心がない､また'何処にあるのか等々､残念ながら未だ耳にします｡

多くの皆様がご存知のよう

に､当館はプラネタリウムもある立派な博物館です｡平成5年の秋に開館以来､様々な展覧会や天体投影などを通して'知の楽しみを提供してきています｡また'生涯学習の場として'及び学校教育や社

会教育の学習支援機関として､各種の展示､講座'講演会､館外の学校や公共場所での出前講座など'結構多彩な活動

講にどう応えてゆ-のか､頭を悩ます日々でもあります｡

私達館員一同は､企画や事
業の魅力で市民の方々の関心

を集め'当館に気軽に足を運んでいただくのが活動の基本だと承知しっつ'もっと気楽に当館を利用していただきたいとも心から願っています｡クラス会など仲間の集ま-や各種会合のついでに'あるいは興味ある企画がある時に合せ講座室や市民

容と皆様方のご来館やご協力が､この苦境を乗-切る最大の力になるはずです｡見応えある展覧会や番組を企画Ltより多くの皆様のご来館をお待ちしております｡

を重ねてもいます｡市民皆様の役に立つことを究極の使命と目的に位置付け､企画の検討と試行を重ねつつ各種事業を実施しています｡一方では'本当にお役に立っているのか､時代と市民の方々の変化と要

ギャラリーも利用していただき'あとは近くで懇親会や打ち上げをセットになど'如何でしょう｡いま博物館をとりまく環境は､全国的に良好とは言い難く'当館も例外ではありません｡魅力ある企画内

●開館時間/午前9時30分～午後5時

(ただし､入館は午後4時30分まで)

●休館日/月曜日(祝日の場合は翌日)
年末年始､臨時休館日

●料　　金/･常設展は無料
･プラネタリウムは表のとおり

･特別展･企画展は展覧会ごとに定めます｡

(ただし､小･中学生は無料)

※団体(20人以上)は2割引､

障害者は5割引｡
※料金には消費税相当額が

含まれています｡

や聖霊監莞慧慧
〒510-0075 TEL 059-35512700㈹

http://www ,c ity.yokkaichi. m ie.jp/nluSeum/



特集感動｢四日市の第九｣

に入-しました｡四日市が続く限りはやりたいと思います｡古市　私は歌が好きで-カラ

いました　(笑い)今年は基礎をしっかりやります｡佐藤　2回目から参加させて

私たちの街に煙く星が生まれた｡市民合唱団｢フロイデ｣である｡師走の街を感動という嵐が､超満席の文化会館第lホールを包み込んだ｡感動って何でしょう-大勢の市民のみなさんが舞台と一体になった!
｢四日市の第九｣を感受していただきたいと特集しました｡

座談会

木村　道山　理事長

馬場　浩子
声楽家(ソプラノ)
名古屋芸術大学音楽部講師
三重オペラ協会理事
日本演奏連盟会員

(テノール)

(アルト)

(テノール)

(アルト)

(アルト)

(ソプラノ)

(テノール)

(バス)

オケも大好き)　2回目から子どもと一緒に入れてもらいました｡

もらいました｡

指導者の先生

に魅せられ

.･:.Ft∴‥‥て練習も熱

心に通いました｡どんどん喜びに

実行委員

服部八州宏

佐藤やす代

吉川　勝敏

吉川　邦子

古市　智美

近藤　貴子

日下部茂世

大石　　薫

司会(事務局)

西村　邦彦

木村　市長を始め多-の人から'｢四日市の第九｣は一味ちがうぞ!という印象を持たれて'好評でございます｡毎回おいでた方々が感激して帰られます｡私ども四日市市文化協会の自慢の催しとなりました｡有り難うございます｡司会　市民合唱団に入会された動機をお話しください｡日下部　人にちょっと人ら

ん!と言われて入れてもらいました｡(笑い)ドイツ語も分からな

い'いまだに正確に歌えないが､とにかく楽しい! ｡吉川勝　2001年'退職前大阪で｢一万人の第九｣に参加'四日市に帰り妻とこの合唱団

吉川邦　大阪の　｢一万人の第九｣　のリハーサル券を買い'見ました｡鳥肌が立ち魅了され､私も歌いたい!と大阪で出演しました｡四日市でも入会したからには一生懸命にがんばります-･大石　名古屋から四日市へ帰郷｡何かやりたいナ-と思って居た時'四日市広報を見て入会｡赤ベラを歌いたかったが'参加したからには一生懸

命やりました｡ある時'

れず､3回目､

::I;･･.e変わって感

動が忘れら

4回目も参加

しました｡服部　停年後四日市へ'音楽仲間から一緒に歌おうよ-･と誘われて-誘ってくれた友が病死'鎮魂歌とな-ました｡今'新しい友も出来'達成感で楽しませてもらってます｡近藤　私の母が1回目に歌ったのを聞いて'2回目に舞台

r

カラオケ

の中にある
｢歓喜｣を酔

ばらって歌

に立った｡高校2年生でした｡｢第九｣　のお陰で大学入学､免許も



特集～｢四日市の第九｣～

取れました!司会　今日はプロの馬場先生にお越し頂きましたが-馬場　どうゆう神の巡り合わか'四日市で何かやりたい!とおっしゃる西村さんに出合いました｡四日市の様な大きな街で'全国でやっている｢第九｣をどうしたら出来るか'不安と手さぐ-の開始でした｡歌って'感動する-･｢第九｣にはそうゆう魅力､魔力がありますね｡ドイツ語､高いトーンをアマチュアの方々もなぜか歌えてしまう｡歌った達成感でなく'人の声が発するエネルギーの凄さに感動を受けました!聞くより歌った方が強いカナ｡また'歌いたいと集まってこられた四日市のみなさんは､こんな時代なのに'

はピュアな気持ちがな-なるのですが-｡1回目は楽しんで､面白がって､熱-なった'続けるつも-は無かった｡終わってしまったら､次は!-と合唱団の皆さんが熱-なっていたんですね-｡気がついたら5回目を迎えました｡木村　｢四日市の第九｣は有名になりましたね｡毎回聞きに来てくださるご夫婦で身体が

何でし　ょ
ヽハノ?･

吉川　今一つ'お互いを知る機会'横の繋がりが無い｡2 70名という大きな団体の知り合いができれば老後がとっても楽しいと思うよ!(笑い)服部　集まる､語るは大切だと

不自由な方が申されました｡会場がもう少し満足だと
○

思いますね｡バスの旅はどうでしょ
Inノ?･

吉川　長野の音楽堂-

もっと上手

一くなりた

い-･とハン

仙グリーなの
I-です｡継続

している所

馬場　これだけ大きな規模になってきたら'もっと良いホールが欲しいですね｡7月に長野県桧本市に行-んですが'練習室も二十数室'ロケーションもいいですね｡当市は三重県の中でも大きな街なのに4百席～6百席の中ホールは必要ですね｡司会　｢第九｣を続けるカギは

演奏会-もっと連帯感が出来ると思うよ!司会　あと2年後に'当文協の20周年が､また市民文化祭も60回を迎えます｡合唱･オペラを目玉として二〇一〇年は｢四日市音楽祭｣を考えています､アイディアなどお願いします｡本日はお忙しい中を有-難うございました｡

｢四日市の第九｣演奏会
日時　1 2月2 8日(日)会場　四日市市文化会館



特集～｢四日市の第九｣～

四日市の第九によせて

四日市の第九を

聴いて

都山流尺八師範道山全会貞

川出　涛山

四日市市民文化祭年末恒例
の　｢四日市の第九｣を一昨年'昨年と続けて聴かせていただきました｡会場いっぱいの聴衆の一員として感動と興奮の拍手を何時までも送ったことが今も記憶に新たです｡世界の名曲｢第九をみんなでうたおう｣と市民の手で企画し大成功を成し遂げられた四日市の文化的意識の高さとパワーに圧倒させられました｡

昨年の様子をいま一度思い

起こしてみました｡開演の待ち時間を館内喫茶室で過ごしてお-ました｡奇しくも同じテーブルに座られた方と話が弾み､｢私は会社員ですが今日の第九の合唱に出ます｡永年の希望であった歓喜の歌を歌えるのが何よ-幸せです｡｣と一層目を輝かして立ち去ら

れました｡つかの間の会話でお名前を聞き落としましたが'関東の地に転勤され今日の出演にお嬢さん共々馳せ参じたとのことでした｡私はその後この方の本当に幸せそうな表情に引きつけられ第九への印象をさらに強くしました｡

プロローグは｢ふるさとの

四季｣　のメドレーで始まりましたが'私の第九への逸る気持ちを鎮めるかのようにいつしか幼さ日の郷愁に誘われました｡交響曲第九は第三楽章まで運命に対する人間の闘い'苦しみを克服してい-人間の逢しさ'そして安らぎを求め祈る情景は私の耳にさえストレートに伝わったのかいつしか演奏に聴き惚れていました｡いよいよ第四楽章に入-クライマックスの大合唱となりま

した｡優しい歓びの歌から躍動する希望と歓喜への大合唱｡共演いただいたプロのソプラノ､メゾソプラノ'テノール'バリトンのすぼらしいの一語の独唱と合わせて'言いしれぬ感動に今の幸せを実感した次第です｡丁度この日はクリスマスイヴ｡アンコールは当然｢きよしこの夜｣とな-香醒めやらぬまま全員の大合唱

となりました｡四日市市民合唱団フロイデが誕生Lt　市民が一体となって盛-立ててこられた底力を痛感いたしました｡この企画運営の陰には実行委員会の方々の並々ならぬご苦労を偲び頭の下がる思いでした｡この四日市第九が市民の手で永く続けられることを心から願っています｡

年末の至福の
音楽の贈-物

社団法人東員町文化協会

会長　三浦　信一

毎年｢四日市の第九｣､｢東

員の日本の第九｣と北勢に二つの第九コンサートが開催されます｡四日市を始めとする地元第九のファンにとっては身近に聴ける年末の至福の音楽の贈-物です｡
｢東員の日本の第九｣は'日

本語で第九の心を判-良-と歌い続けて二十回'風物詩として年末を彩っています｡

そして　｢四日市の第九｣､昨

年も｢もういちど四日市で第

九の感動を｣　の熱いメッセージコールに誘われ'此処第一ホールに参りました｡昨年の感想は唯感動の二一一口｡指揮･小松長生'演奏･セントラル愛知による小気味良い演奏'ドイツ語が耳に心地よいソリストと三百人の大合唱団'そして二千人の観客と･･･ '会場全体が｢第九｣　の創造の場でありました｡今年も｢感動｣をもういちピー･



特集～｢四日市の第九｣～

第九ー
素晴らしい〓‥

桑名市文化協会
副会長　今村　和子

毎年ク四日市の第九コン

サート〟にお招きいただきありがとうございます｡

伺う度に約20年前に桑名市
制50周年を記念して開催されましたク桑名発　愛のメッセージ　日本語で歌う桑名の第九〟に参加したときの感動を思い出して懐かし-感じております｡

その事業を記念して設立し
ましたのが'今私が所属する合唱団です｡私たちももう一度くらい何とかして'第九の演奏会を開催してみたいという夢はありますが'力不足で叶いません｡

私どもの団からも｢第九｣

を歌いたい!とそちらで参加させていただいて居ると聞き'感謝をいたしております｡

第九以外のステージも毎年

工夫がなされて'今年はどん

な曲が演奏されるのかと楽しみにしております｡

また今年も､第九の演奏会
を計画中とお聞きしました｡

｢継続は力なり｣といいます｡
四日市市文協さんはドイツ語で'東員町文化協会さんは日本語でと夫々毎年'大きな演奏会の実績を積み上げてきておられます｡

どれほどのご努力をスタッ

フの皆さんがされていらっしゃるのかと'頭が下がる思いです｡

本当に大きな力を四日市の
協会のかたがたはお持ちなのだとうらやましく'また私たち桑名でもがんばっていかなければと思ってお-ます｡

今年の演奏会のご成功をお
祈りするとともに､またのお招きを楽しみにしております｡

私はもう直､後期高齢者の
仲間入りする演歌ジジイである｡昨年知人に誘われて'初めて｢四日市の第九｣を聴いた｡感動した｡一本のタクトが､何百人もの合唱団と楽団

｢四日市の第九｣が生まれ
て七年以上になる｡文化協会はじめ'多-の方々の努力により'年々文化の輪が大き-育っているのは事実である｡行政も昨今'それらしき姿勢

を音の天使に導き､マジシャンのように観客の魂を奪った｡確か時間が止まった気がした｡合唱された多-の方は'一般市民から応募されたアマチュアの皆さんと

が見えてきたのは結構である｡

人は'花を見て心

が和み'音楽は人の心を癒す｡文化は'そこに住む人の心に潤いを与える｡

今年もすぼらしい

｢四日市の第九｣を楽
しみにしている｡

聞いてびっくりした､すぼらしい指揮者のもと､連日の厳しい練習の成果に心から拍手を送った｡

昔'｢四日市は文化不毛の

-｣と聞いたことがある｡不毛ではなく'少々関心が低かっただけである｡

-　　　　■　一　一　　　　一一



大和ハウス工業株式会社
四日市支店

支店長
田中　利樹

Daiwa House㊥

大利]ハウスクルごプ

｢人･街･暮らしの価値共創｣私の生まれ育った街は阪神

工業地帯の真ん中兵庫県芦屋市で'大和ハウス工業に入社後も､和歌山支店'本店(大阪市)'北摂支店､北大阪支店と勤務してきましたが'2年前の転勤で生まれて始めて大阪近辺から離れることになりました｡

四日市市の海沿いのコンビ

ナート地帯という環境は'尼崎市や西宮市を見慣れている私にとっては子供のころから見慣れた風景でありほとんど違和感を覚えませんでしたが大きな違いは､その奥行きの深さです｡芦屋市では六甲山系がすぐ海に迫っておりその

間に街が山麓に沿ってあるという感じですが'四日市市では鈴鹿山系は遥か彼方にあり'海沿いの工場群や市街地から山麓までの間に豊かで広大な農業地帯が続いています｡全国的には　｢かっては公害の街だった｣というステレオタイプのイメージが残ったままですが'実際にこの街に来た人はその環境の豊かさに驚かされるでしょう｡蛍の生息地がこんなに沢山あり'鮎が川を遡上し､貴重な植物が自生する湿地帯があり'また､全国有数のお茶の産地でもある｡古-からの市場･宿場としての伝統や文化と現在の産業や

自然環境が一体となって今の四日市市があるのだなと感じます｡

弊社は理念のひとつに｢人･

街･暮しの価値共創｣をかかげてお-､住宅はもちろん､集合住宅'事業用建物'ホテル､ホームセンターといった人の生活のあらゆる場面に関わって事業を進めております｡私の支店でのスローガンは｢地域の全ての人に愛される｣　です｡

人と産業と自然環境が良い

バランスを保ちながら'この豊かな生活環境に恵まれた四日市市が市制百十一年を迎えて更に豊かに発展する　た　め　に'我々も微力ながら街づくりのご協力ができればと思います｡

小窓の演出から､

増改築までJ
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総合インテリア

監雷露悪毘東3THB_8増2
TEL　(059)-346-7933(代)

FAX　(059)-346-7913

E-ma榊: K-Kataoka@mx.bayc軸.rRjp
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プロフィール

1934年　四日市市生まれ
1963年から一水会展に出品を続け

今に至る｡個展はインドなど国内外で
25回｡

アートフォーラムみえ会員
三重県洋画協会理事
-水会常任委員

今年2月'インドのムンバ

イからジープで6時間かけて山岳民族が棲むデカン高原に

痕が残る壁面や天井を眺めながら､内部空間への眼差しと身体に作用する不思議さを考

えてみた｡そして絵画空間の謎に身をおく自分と対峠する｡｢自然は平面におい

｢ホラ穴で

北斎に会った!!｣

洋画家田島健次さん

てあるよりも奥行においてある｣　(セザンヌ)　と言うことの意味が伝わっ　てきた｡

そのうちに

読経の反響が北斎の声になってワシの腹にしみこんでくるではないか｡｢半百の頃より画図を顕すといヘビも'70年前

登り､5世紀頃に造られた洞窟に入った｡同行した僧侶が

ホリ

読経する横に座り､彫師の爪

画く所は実に取るに足るのなし｡7 3歳にして少し虫魚の骨格､草木の出生を悟り得たり｡

一ゑ一路にして
生けるがごとくならん　　北斎

故に86歳にして益々進み､90歳で奥意を極め'百歳にして正に神妙ならんか｡百五十歳にしては一点一格にして生けるが如-ならん｣｡(北斎75歳の言葉)ワシの今の心境とピッタリなんだア｡

この暗い穴の中で照明もな
く'道具も不自由な時代に彫りつづけた人間の執念についても想をめぐらせていた｡

そして北斎と同じ歳になっ

た吾が身をふり返-'ワシもあと百年生きたら神妙ならんか'と勇気がわいてきた｡それなら､もし明日ポックリ死んでも百分の一の足跡が残るにちがいない｡｢願-は長寿の

ミダ

君子'予が言の妄-ならざるを見たまふべし｣

ア･ホクサイと笑うなかれ



パッションひるは

｢

短　歌

固冬夫尊あかね橡敬合顔見することの大事と出資要請したる銀行を幾たびか訪ふ

佐迫　雅司

酢造-を継ぎて六十年わが夫の特製ハーブ酢の好評を聞く

田中とも子

夕さればほのかに開-月見草きらめ-金星を兄上ぐる庭に

石田　　糸

コスモス線飲食呼倒す勉強合
寄木ゆゑ御身のうちに大きなる釘秘むるとぞ半迦思惟像

中山トシ子

魚捕れず泥んこ坊主は帰りゆ-空のバケツに夕日掬ひて

鈴木　利子

ふるさとの路地来る羅宇屋の笛に似て吾が耳鳴-は夕べを止まず

松岡三重子

内部っ--線敬合
そそ-さと法事を仕切るわが妻の仕草はいよよ義母に似るらし

山内　　昇

折れ松葉一つ手にのせ野俳は甘い夜露を愛づがにおはす

小林　みよ

蒲公英のまりをはなれた冠毛はふうわり飛びゆく春の陽浴びて

亀井　チタ

蕗のとう線飲食六十年前の一兵卒としてきたる兵舎ただいま大学校舎

堤下　孝一

不器用も気の弱さをも変えて来ぬ美容師に二人の子を養いて

小山　たか

今日もおそき残業の子を待ちわぶる犬をたしなめ軒先に待つ

平井美保子

呼回す線歌各
自動車の往き来さだかに見えぬまで二十三号線雪降りしきる

杉本　光子

ひき抜きしねぎの白根の太-して夕暮れどきに風花のまふ

富田さだ子

鈍色の鈴鹿の峰に雪ぐもの広ごる今朝は氷点下なり

古川　恒子
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シリーズ　舞上の摩懲　⑦
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東泉蕗登　日本慧協蒜BF

大正14年(1925)4月､医師から｢余命六ケ月｣と癌告知されながらも､なお一層俳道に精

進を重ね､三重俳壇に限らず関西俳壇に大きな事績を遺していった俳人がいた｡

現四日市市中野町出身の天春静堂(本名又三郎､ 1873-1927)がその人である｡

静堂は癌告知された当時､すでに心臓病･腎臓炎をも患っていた｡しかしこの時点で､む

しろ冷静に自らを凝視して随筆｢六ケ月｣を綴り､関西の大俳誌『倦鳥』大正15年2月号に発

表して同人らに一層注目された｡

静堂の前半生もまた実業

幼少時に桑名に移居した

校)に進学したものの退学

身で上京｡新都東京ではそ

らに認められ､日活戦争後

鮮して仁川穀物協会を設

は東京株式取引所仲買店支

支配人を経､大正元年

のため英国･米国を歴訪し

帰国後､多くの新事業を

は心臓病を発して業務を引

家として傑出していた｡

後､旧制津中学校(現津高

し､青雲の志を抱いて単

の才が石川渉･岩下清周

の明治32年(1899)には渡

立｡さらに日露戦争後に

配人､栄口水道電気会社

(1912)には智利硝石調査

た｡

興したものの､大正5年に

過し､郷里に戻った｡この

頃より病気療養のため菰野や関西などに転地を繰り返すかたわら､青木月斗･芦田秋双･

内藤鳴雪･松瀬青々ら多くの著名俳人と交流を深めては､大小の句会を度々催した｡･当時

の生活実態はさながら､静堂が愛読した正岡子規『仰臥漫録』の世界であり､遺墨｢見性寺

日記｣(桑名市博物館蔵)などに詳しい｡

この間､北勢では大正8年｢野生会｣創設､大正12年俳誌『鳩』創刊､関西では大正9年俳誌

『同人』創刊支援などと後進育成にも尽力した｡病床の静堂自らは俳誌『倦鳥』に俳句･俳

文･随筆など多くを発表する一方､長島大智院の芭蕉真蹟｢うき我をさびしからせよ秋の

寺｣を発見､発表している｡

生来､不擁不屈の精神の人静堂は痛告知後､断食療法を行って延命を図るのであった｡

その結果､大正14年末には宿願の｢有王塚修築｣｢句仏上人句碑建立｣を果した｡これらの模

様はことごとく『倦鳥』に公表され､同人らを深く感動させるのであった｡

現在､菰野町尾高山中腹に立つ静堂句碑｢山中に只咲いている桜哉｣は､54年にわたる静

堂の短い生涯を静かに物語っている｡
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市民文化祭　盛会〓‥
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寡十r歯　髄警摩レお金
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六月一日'四日市勤福セン

ターで四日市能楽連盟主管の能楽発表会があり'大鼓独調小鼓独調･大鼓連調･仕舞･素謡･連吟と盛沢山の番組を総勢六四名で演じました｡

今年も伝統文化子ども教室

で育成した小学五年の宮崎君が､素謡小鍛治のシテを堂々と謡い､難しいと思われている日本の伝統芸能の能楽も'子どもの頃から始めると上達も早いようです｡

初心者による太鼓連調鶴亀

は呼吸の合わない所もあったが'懸命に取り組んでいる雰囲気が感じられた｡初心者育成講座受講者による連吟横川をはじめ各演目で日ごろの研鉾の成果がみられ盛会でした｡

(伝統文化　加藤愛郎)
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四日市2008アート展

1000人勧早泉穆

実行委員会委員長　加藤　武

ー~一
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四年目となる本展は､四日

市を中心に芸術･創造活動されている作者のご協力を得て'様々なジャンルの出展があり'アート展にふさわしい優れた作品を展示･陳列することができました｡改めてお礼を申し上げます｡

三日間で約千三百人のご来
場をいただき､多くの方々がさまざまな文化に触れ'新たな芸術'文化の創造を図る絶好の機会でもありました｡今回は楽しむアート展として､連日学芸員'作者の解説やミ

ニ講座を実施し､好評を得ました｡広い展示会場で'癒しの空間と､ひとつひとつの作品が語-かける多彩なメッセージを聴きと-ながら'作品と作者との対話を随所で見掛けました｡
ご来場の皆様には'素晴ら

しい感動と心に残る思い出をお持ち帰-いただけたと思います｡

最後に､本展の開催にあた

り'格別のご支援とご協力を賜-ました関係者の皆様に心から感謝を申し上げ､ごあいさつといたします｡



東海出版㈲ 

水九印刷㈱ 

㈱シイ-.ティー.ワイ 

日本トランスシティ㈱ 

四日市都ホテル 

STOHSTUD]0 

(学法)冨田文化学園 

㈲有美広告社 

大和ハウス工業㈱四日市支店 

アビオン㈱ 

㈱PRISM(プリズム) 

㈲グローバルステージ 

市議会議員 冦�y胤)&｢�

衆議院議員 �(i�ﾉ�8��

田中俊行 

県議会議員 舒)kﾈ���

県議会議員 ��69�9jB�

津田健児 

一見政幸 

市議会議員 囘ﾉ69�ﾙ5B�

市文化協会顧問 俚(�盈閲IWb�

あさけプラザ館長 ��永驟��

水野幹郎 

市議会議員 傅ﾉ}�H韜��

市議会議員 �����2�

総合印刷 售���

四日市市日永四丁目5-48 
自費出版の印刷､フロッピー持参OKO DTP､その他､印刷､製本に関することなら お気軽にご相談下さい○ 疋Tﾂ��S駐3CRﾓ3C��xﾂ�d�ｃ�S駐3CRﾓ�都2�



●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

やっぱり四日市ガ好き-･JtJみんなで酢掛ろうたのしい集い･･

第Iホール

四日市風の谷ウインドアンサンブル第8回演奏会
8月2 4日㈲

4寺～6寺
｢Inロ　　1日
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:入場料前売500円当日700円

●●●●●●●●●●●●●●●
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第三ホール

四日市市民囲碁将棋大会9月箭…撃等妻
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

:参加費要(昼食付)

あさけプラザ全館

第4 3回秋の文化祭9月2 0日出o寺～6寺

2 1日胤1日　1日

●●●　　　…　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●

文化会館全館

第6 0回記念に向けて市民文化フェスティバル第2回四日市音楽祭～ジュニアパフォーマンス～9月2 7日jj

28日胤

-寺i7寺
rI日　　ー　E=

0寺i7寺1日　　ー　∩口

I ●

入場無料(一部開催協力券あり) ; :_　　入場無料

●●●●●●●●●

第二ホール

日本民踊発表会

●●●●●
●

9月27日出13時～16時

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

入場無料

民謡には｢労働唄｣｢祝い唄｣｢踊-唄｣｢宗

教唄｣｢子守唄｣等に分けられます｡明治以降流行歌として新民謡もた-さん作られました｡

伝統芸能としての誇-を持ち楽しんで

一同練習に励んでおります｡

ぜひ一度会場にお運びいただいて共に
楽しんでいただけたら幸とご案内申し上げます｡　　　　　　　　(松田　恒美)

第二ホール

今回の民踊発表会は市民文化フェス

ティバル期間中に　(九月二十七･八日)発表の機会を得る事が出来ました｡関係者のみならず一般市民の方々にも民蹄の楽しさ･どこか心打つ謡踊りの素晴らしさを志って戴ける良い機会と出演者一同張り切ってお-ます｡

民踊とは昔よ-各地庶民の間で歌い継

がれたものが時代を越え今に伝わってお-ます｡それに振りをつけたものです｡

マリンバフェスティバル

V0-.3

1

9月28日㈱1 3時～1 5時

緑地公園内第一

徳;:

市民社交舞踏会1 0月4日拙1 3時～1 5時

;開催協力券_育;:
: 1500円あり始;喜　入場料500円
●
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第二ホール

未就学児ための音楽会&ピアノリサイタル1 0月日日拙1 3時～1 4時

リサイタル1 5時～1 7時

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

招待券要
入場料2000円(1家族)
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第一･三･四展示室

｢爽秋賛歌｣生活文化合同展
日月2日胤1 0時～1 7時

■1

3日朋1 0時～1 6時

■lttt
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第二ホール

創作舞踊会1 0月1 2日胤1 0時～1 6時

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

入場無料
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第二ホール

日月2日胤13時～16時30分

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

入場無料　…;　入場無料

四日市市でも文化協会に文化祭を通じ
てその会員の育成を委託しているようですが､今後は文化協会会員だけでな-､全市民参加型の文化祭を指導しているようです｡

合唱祭も､年々一般市民の観客が増え

てきています｡その観客が､ますます増えるようなよ-良い楽しい合唱祭にしたいものだと念じています｡

(混声合唱団ヴォーチェ

代表　小岐須敏正)
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第二ホール

フラメンコフェスティバル｢as(hiquiニas(ラスチ千ジャス)

tt.1一

1 0月1 3日胴1 7時～1 9時3｡時

ーtt

入場料　2000円(当日2500円)
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合唱祭(五十八回)
洋楽1部門の理事を仰せ付か-､もう

一人の理事｢合唱団きずな｣　の代表岡本
さんとともに会員各合唱団のご協力をいただき'今年の合唱祭を盛-上げたいと思っています｡

合唱祭は､各合唱団がその練習の成果

を発表する機会であり場であ-ますが'それに加えて出演合唱団の全員で､観客の皆様にも参加を願い'会場全体で歌えるような歌を合唱できると良いがなあと思っています｡

第三ホール､第一～三会議室､

第7回四日市短詩型文化祭鳳

月

3　2

日　日
●    ∩    ∩

: (月･祝日日)

0寺～6寺ー□ロ　　ー　ロロ

入場無料　窒
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第二ホール

日本舞踊まつり

一l■■.-.一･∫

日月3日掴13時～17時
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r掻け滋を逢して易しく生きること､

またそのみの一Sを舷げる括動に輝いて｣

山副　敏子先生
昨年のアート展

にtMOAの活け花が展示されているのを見て'熱海にあるMOA美術館と'どのような関係なのか疑問を抱いていた｡

幸いMOA美術･

文化財団四日市支部事務局のインストラクターを務めて居られる山副敏子さんとお会いする機会を得て､事務局をお訪ねしました｡丁度'お花をいけおわってお茶を飲みながら､皆

さんが歓談を楽しまれる時間だった｡

もう三十年以上も続けて居

られるそうで､ほのぼのとした温かい雰囲気を感じた｡
MoA美術館が中心となっ

て全国各地に活動拠点を設け'花を通じて美しく生きること､またその和の心を拡げる活動を続けて居られるそうである｡

茶道や花き栽培の教室もあ
り､それらを通じて地域の文化交流を図って居られるようです｡活け花は､近鉄四日市駅や学校'警察'市役所'合同庁舎等へボランティアで活け込み活動を続けられ'一昨年十月には国土交通省中部運輸局よ-表彰を受けられた｡

6月のアート展も目の前に

迫り'秋には花展もあり'忙しい日が続-が生き生きとして皆さんの目が輝いていた｡

10月には市制二一周年の
協賛事業として､MoA美術館児童作品展も予定されている｡

(レポート　本郷　信輔)

六月初旬'あさけプラザ四階

の音楽室をお訪ねしました｡

可愛い女の子が三三五五と
集まって来ていました｡やがて素敵なお声の先生とレッスンのはじまりです｡先生は､

で忙しい子ども達に歌を通して｢豊かな人間性｣を育むお願いをこめて二〇〇六年四月に結成｡
｢笑顔､優しさ'思いやりを

大切に心と身体のバランスの

ニッコリ元気良-｢楽しいこと幸せなことを考えて'優しい気持ちで歌いましょう-と'つづいて手拍子'リズムたたき夕ンタタン- ｡体　鴇蘭でリズムを感じるスキップや'

モーニング娘みたいにがんばる!

とれた子どもの成長を目指しております｣｡現在三才から小二まで十三名で秋の文化祭に向けて励んでおられます｡｢発表会にはドレスを着て､振付をしながら歌い､ピアニカ､

ケンケンパ-｡いよいよお歌'今日の一曲目は'｢ロンドン橋｣
一番は日本語'二番は英語｡

皆で輪になってスキップしながら-でした｡その他'｢おおシャンゼリゼ｣｢大きな古時計｣
｢フニクリフニクラ｣｢となり

のトトロ｣などなど｡
｢キッズ花㊥花｣は現在社会

鈴などの合奏も入り楽しい会になると思います｡又'三才以上から入会頂けます｡毎回子どもたちの成長が見られ､楽しみながら指導にあたっています｣と池田先生｡あさけプラザから'天使の声が響き渡りますように!

(レポート　山口　香魚)



ギター教室

加藤　敏夫さん
L' ■ '　~｢L:~'  ､IdI~TTTr-L'1ivl‥.;, L -､l TIT､

17-a iやif･一1!?了

盛教室も開講

した｡その
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前年には'東京で開催された｢ギターの祭典｣に三重県代表として参加されてい

p　る｡

フォークソング世代の筆者

にとって'ギターと言えば'もっとも身近で慣れ親しんだ楽器｡そのギターを市内各地で教えていらっしゃる加藤さんにお話をうかがった｡

ギターは'バンドマンをし

ていた叔父さんから手ほどきを受けたが'本格的なクラシックギターは､1 8歳で入社した会社の先輩から教えを受けた｡その後､東京まで行って高名な先生方から個人指導を受け腕を磨く｡昭和37年に､l･ロイドという宣教師が聖アンデレセンターと言う文化センターをJR四日市駅近くに建てた時､加藤さんはその副館長を勤め､40年からはギター

四日市市文化協会の市民文
化フェスティバルには､ほぼ毎年出演され'5年前には日中友好親善の演奏旅行もされているが､ギターを教える月謝は交通費程度｡現在ときわのメリーゴーランドでも教えていらっしゃるが'最初はコーヒー一杯が月謝代わりだったとか｡

最近はパソコンのインスト

ラクターも始めた加藤さんだが'ボランティアというよりも'本当に教えることが好きな人なんだと思われました｡最後にギターの魅力をお聞きすると　｢悲しい音､楽しい音､自由に変えられることかな｣｡

(レポート　石井　亨)

将棋 
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 

[事務局l呈歪3:qE,話芸1T,Sb讐讐 
〒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 

みんなの笑顔と一緒に楽しく歌いましょう!

細月願穿無料体験レ意志聖篭ゞ!
○キッズ花歯花(児童)

(練習場所)あさけプラザ

(練習日)　第1･3土曜日

2,000円/月2回

(会　費)  (維持費500円/月追加)

受付/TEL.059-331-4541いけだあきこまで
(受付時間10 : 00-19 : 00)

○コーラス華(シニア)

(練習場所)霞ケ浦ガーデン(混声)

あさけプラザ(女声)

(練習日)　第1 ･3木曜日(混声)

Aクラス第1 ･3金曜日(女声)

Bクラス第2･4金曜日(女声)

(会　費)　2,000円/月2回



第7回CTY杯　囲碁大会

田　時　7月27日(白)10時30分～

会　場　四日市市文化会館　第3ホール

主　催　株式会社シイ一･ティー･ウイ

主管　三重県北勢囲碁連盟

共　催　パンダネット

協　賛　日本棋院三重県支部連合会

参加者/出演者130名/20名

会　費　大人2000円･子ども1500円

お問い合わせ先　清水　孝　T･059(351)9553

｢夕涼みバレエコンサート｣ 2008

日　時　7月30日(木) 17時30分　開演

会　場　四日市市文化会館　第1ホール

内　容　第13回小原芳美バレエスタジオ発表会

バレエコンサート｢ラ･バヤデール｣

主　催　小原芳美バレエスタジオ

入場料　無料

後　援　四日市市､中日新聞社､

三重県バレエ･モダンダンス協会

お問い合わせ先　小原芳美　T/F･059(322)4782

混声合唱団ヴォ-チエ第2回定期演奏会

日　時　8月10田(田) 14時　開演

会　場　田E]市市文化会館　第2ホール

内　容　第1ステージ　ヴィクトリア宗教曲(丁,し,ヴィクトリア作曲)

第2ステージ　混声合唱組曲｢光と風をつれて｣

第3ステージ　昭和の名曲をあなたとともに

第4ステージ　混声合唱組曲｢筑後川｣

主　催　混声合唱団　ヴォーチェ

入場料(前売り当日共)大人1 000円･高校生以下500円

後　援　四日市市､三重県合唱連盟､中日新聞社

お問い合わせ先　小岐須敏正　T･055(355)7818

再生紙使用

日韓交流合唱コンサート``田本と韓国に魅せられて'

日　時　8月30日(土) 19時～21時

会　場　四田市市文化会館　第2ホール

内　容　第1部　女声合唱曲集よリ

アンサンブル･サルビア

第2部　曲日は未定　韓国カンミョン女声合唱団

第3部　ポピュラーソング

日本と韓国の童謡　合同合唱

主　催　アンサンブル･サルビア

入場料　前売り･大人800円､子ども500円

当日･大人900円､子ども500円

後　援　三重県､三重県教育委員会､四日市市､

四日市市教育委員会､四Ej市市文化振興財団

お問い合わせ先　羽木節子　T/FO59(322)1352

千翠会　舞のつどい

日　時　9月15日(日) 10時30分～16時

会　場　四日市市文化会館　第2ホール

主　催　千翠会

入場料　無料

後　援　田日市市､中日新聞社

お問い合わせ先　中村千重子　丁/059(351)4455

魂のギター･中村ヨシミツ舞台活動45周年記念公演

日　時10月11日(土)開演18時から

会　場　四日市市文化会館　第1ホール

主　催　中村ヨシミツリサイタル実行委員会

出演者　中村ヨシミツ､香川有美､三原ミユキ､西山琴恵

平松加奈､伊藤弘典　他

入場料　前売･当日共　大人･子供共3000円

取扱所　四日市市文化会館　土井

お問い合わせ先　土井静雄　T/F･059(352)3426

〒五一〇-〇〇五七四日市市昌栄町二一⊥OTEL･FAX〇五九(三五一)三七二九

●発行所 ●発　行●発行人●編　集

平成20年7月1 5日木村道山文化協会広報部会石松　延･石井　亨伊藤己代次･山口香魚中西まさ子･本郷信輔清水暁子･下小薗重人内田量子四日市市文化協会

パッション第三十六号 《編集後記》
☆お祭-の季節が待遠しい!

クはじめの一歩″の大四日市まつりに期待大｡
☆特集〝四日市の第九″は､座

談会の場にも熱気が-至福の音楽会が待たれます｡
☆広報部員の意見が飛び交い

ニュー｢パッション｣が出来ました!まだまだですが'すご-い人や面白い人をご紹介ください｡

☆ご提言などたくさんお寄せく
ださい｡　　　　　　　(延)





(社)日本外科学会認定外科専門医

消化器科･外科･肛門科∴内科

雲管主石ED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

LJ-少､

地域のかか｡つ-J訂
診療時問/
平日-AM9 : 00-PMl : 00

PM2 : 00-PM7 : 00

土曜-AM9 : 00-PMl : 00

休診日/日･祭日･土曜午後

四日市市朝日町1-15(JR四日市駅前)

TEL(059)353-3313㈹

石


