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四日市市にしかない

オリジナルを文化を

中日新問四日市支局長四日市市文化振興審議会委員

中川雅嗣

四日市市文化協会の皆さまに
は､取材活動でご協力をお願いLt　記者がお世話になっていま

す｡

昨夏'十五周年を迎えられ､

前身である四日市市文化団体連

"'Pl･A i- ＼

絡協議会から数えると半世紀以上になるとお聞きLt伝統の重みを感じております｡県内最大の文化団体でもあり､各方面でのご活躍に頭が下がる思いです｡

それなのに'時として｢文化
不毛の地｣　の言葉を耳にLt残念でな-ません｡かつての公害の街･四日市のイメージが強すぎるのでしょうか｡その汚名返上に'田中俊行市長は就任以来､マニフェストの基本施策の

一つである'文化の力を活用して｢人｣と｢まち｣を元気にする施策に積極的に取-組んでいるとしています｡

前任地は'江戸幕府を開いた
徳川家康の生誕地で知られる愛知県岡崎市です｡二〇〇六年から｢岡崎ジャズストリート｣が始ま-､｢ジャズの街･岡崎｣として一躍脚光を浴び'家康をしのぐ新たな文化が誕生しました｡

きっかけは､岡崎市の一人の

医師が若いミュージシャンたちを育て'趣味で集めた膨大なレコードを市に寄付したことです｡これを機に､毎年､十一月に二日間'市街地の広場や寺院など二十会場ほどでジャズの生演奏が繰り広げられます｡全国

各地から延べ約三百人のミュージシャン､三万人近くの人々が集まる一大イベントに育っています｡

｢ジャズは'好きな人が勝手

に集まって楽しむ音楽｡自分たちで楽しんでやりたいことをやろう｣が合言葉です｡ジャズ好きな市民が集まって実行委員会形式で運営してお-'市は'あ-まで側面支援です｡
｢自分たちで楽しもう｣｡そ

の土地で暮らす人たちが､まず楽しんで行動することが文化の向上につながり'新たな文化を生み出す原動力と考えます｡

人口三十一万人を超える県下

一の都市･四日市市｡多-の人との出会いがあり'数多-のロマンや逸話がいっぱいです｡四日市市にしかない'オリジナルな文化を'市民自らが立ち上げ'楽しむ姿を見てみたい｡そして､その発信のお手伝いができれば'新聞記者としてこの上ない幸せと考えてお-ます｡



特集～わがまちの素晴らしい人たち～

■特集1｢わがまちの素晴らしい人たち｣
人口30万都市四日市｡市内24地区の人たちが町づくりで､いろんな活動を繰り広げ､お互いを大切にしながら楽しく変えようとしている話杏聞いた｡交流の中で､感動､学び､変化-将来の文化都市四日市の将来が描けた｡その中のほんのt部の素晴らしい人たちを紹介します｡

がいない､言葉以外で自分の意志を伝えるコミュニケーションを体験するのに'深沢美和さんによる｢心で踊る手話ダンス｣｡これも大変珍らしい企画である｡

の民話を語る｣会が催され'市立博物館に所蔵されている戦争に関する品々の解説も行われたそうです｡

第六回目は桜郷土史研究会の

｢一生吹山の歴史を参考にして'

劇工房MAKO企画で

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

楼寄席｢夢どんぶり｣を訪ねて

+++++++++++･:･+･[++++++++++++++++++++++++++++++++++++

桜地区に｢桜寄席｣があると
聞いて桜地区市民センターを訪ねた｡

ここで頂いた資料によると､
地元で文化を育み皆で一緒に楽しみたいという事で｢夢どんぶ-｣という大変ユニークな名前の会が平成十四年に設立され'毎年行事を行って居られる｡

先ず第一回目は'森岡直樹､

久仁子夫妻によるピアノコンサートが催された｡同じ年に関

西芸術座のキャストを迎え｢戦争を知っていますか　語-継ぐ女たちの体験｣と題して反戟の語り芝居が行われた｡翌年にはシンガーソングライターの｢まのあけみ｣さんのコンサート｡三年目には､昔懐かしい無声映画を弁士つきで上映された｡｢のら-ろ二等兵｣等年配者には､たまらな-懐かし-感じた事と思う｡

又若い人には珍しかったにち

戦争体験者なら誰でも次世代
に戟争の悲惨さを語-つぎたいと思うが｢四日市の空襲と地域

の伊藤句会長さんが熱

い想を聞かせてくださいました｡

(レポーター　本郷　信輔)

｢さ-ら城に沈む月｣を
劇作公演された｡

桜地区出身者や在住
の方の中にも'プロの声楽家の方も居られるし､素人音楽家も･･｡

若い頃､ハーモニカ

や篠笛を楽しんだ熟年世代の方､ロ　ックやフォークの全盛の頃にギターを弾いていた人'又学生のバンド等この地区の住民の力で地域文化の向上を図りたい!と｢夢どんぶり｣
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かわしま里山を愛する金

森　正義

○○や÷〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇÷〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇や〇〇〇〇〇++++++++･i･+

川島地区に団地が出来るまで

は'地区の西外れの谷間を源流とする鹿化川を挟んで'広がる緑に覆われなだらかな丘陵地でしたが'その川島地区が大きく変貌を始めたのは､昭和五十年代になり大規模な住宅団地が'次々と誕生して豊かな自然と景観が'大きく変わりました｡｢かわしま里山を愛する会｣活動のきっかけは､竹林の荒廃が進み
一方で後継者不足も手伝って｢竹林の手入れが大変｣と言う

古老からのお話を聞き住宅団地の誕生とともに'この地区の自然環境を大き-変えてしまったことに対し､そこに住む人たちが少しでもお返しをという気持ちで古老から土地をお借-して､住宅団地の西隣り竹林の麓に｢竹炭工房｣　の本拠地として

立ち上げました｡■竹炭工房
会員の殆んどが'この地区の

団地の人たちですが､工房の建物･設備などのすべてを会員が材料を調達して造りあげたものです｡竹炭作-には当初遠-滋賀まで足を伸ばして'研修して

きましたが会員の経験と知恵そして工夫を出し合って作りあげました｡竹炭の原料は､竹の性のよい秋から冬にかけて水分の少ない時季に竹を伐る窯の寸法に合わせて切り揃え､割って節敬-をしたあと乾燥して原料確保とします｡窯は当初古いドラムや廃棄物を利用して作りましたが'燃料時間･燃焼温度･竹炭の出来上が-など何もかも素人の集団で試行錯誤の繰-返しで､筆舌に尽-し難いような辛酸を祇め､会員の努力がようやく実りました｡

今では'燃焼時間･燃焼温度

さらに二度焚き方法など'作業手順も確立しました｡
その上'排煙処理設備･竹酢

液の採取法･竹酢液の二度蒸留など整えることが出来て'竹炭の袋詰め･竹炭液の容器詰めなどまでになりました｡工房を訪ねて来る人に広-販売してお-ます｡■里山の整備
シデコブシ自生地･ビオトー

プ･大門山遊歩道の草刈り'案内板･ベンチの整備など｡また'鹿化川沿いの桜堤の草刈-､休憩用のベンチの補修･吸殻入れの掃除をしています｡さらに､鹿化川に竹炭を投入して水の浄化も図っております｡

次々と活動範囲を広げて地域

との｢交流の輪｣を広げてお-ます｡

望匡醐かわしま里山を愛する会

川島地区市民センター内

(団体事務局)

IELo591322-3019
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手作-｢町かど博物館｣

ぅっぺ町かど博物館運営委員会　会長　若林　修三

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

うつべ町かど博物館は東海

道の史跡｢杖突坂｣　の登り口近くにあります｡

近年'生活様式の変化に伴い'
昔からの民家が取り壊されるに伴い今まで使われていた日常の

｢うつべ町かと博物館｣を訪れた小学生に説明する

運営委員会の若林会長

生活用品が廃棄されるのに心を傷めた一部有志が'消え行くこれ等の物の｢受け皿｣としての
(町かど博物館)構想を立案し

てうつべ地区連合自治会､うつべ地区社会福祉協議会に諮ったところ､大方の賛同が得られたので､平成十九年に｢うつべ町かど博物館｣設立の準備に入りました｡幸いにも地域の方々のご理解を得て'東海道｢杖突坂｣の下という絶好の地に建物を無償で提供して頂-事ができました｡次の心配は展示することの出来る収蔵品をどのようにして収集するかということでしたが､町かど博物館設立の話が広がってゆくと'我が家に｢こんなものがあるが｣とか､｢これはどうだ｣とか､沢山の方々から品物を提供して戴きました｡

町かど博物館を造るに当たっ

て､内部地区の大昔の様子も取-入れた-て'四日市市教育委員会よ-お借-した'地区内で発掘された縄文土器をはじめと

した埋蔵文化財以外は管内部地区で昔から使われていた物で'約千点近い収蔵品はみな地域の皆さんから提供していただいたものばかりです｡
｢うつべ町かど博物館｣は時

代の流れと共に消えてゆく庶民の生活用品の受け皿以外に'写真､絵画､手芸'など地域の方の作品発表の場の提供'小'中学校の生徒児童への内部の歴史の勉強の資料提供､また主催事業としての企画展示｢郷土の百歳｣｢内部小学校の136年｣｢内部に有った瓦産業｣等を行いましたが'これ等についても古い写真や資料の提供を快く引き受けてくださった地区の方々'町かど博物館の運営に当るものとして､此の種の事業は地域の皆さんの共感と後援無しには成-たたないものだと痛感してお-ます､そして'それが出来る内部地区は素晴らしい町だと思っています｡
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子育ち広場∴ドロップin

運営委貞長

市川千鶴子

誇りを持って
生き合えるまち富田

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

子育ち広場

∴ドロップ-nが桧原町から富田に引っ越して事務所を構えるようになって'早いもので､6年になります｡

私たちは子

ども達がのびやかで豊かな
｢子ども時代｣

を実現するために､子どもが安全に安心して健やかに育つ地域社会づく-をめざしています｡それには'自然体験や様々な体験を通し'自らもっている力を高めるとともに､ひとりひとりが誇りを

持ち､自己肯定感を育みながら生き合うことが大切だと思っています｡

1月23日　(土)　には恒例に
なっている｢むかしながらのおもちつき｣を中公園をお借-してすることが出来ました｡ちょっとお天気が怪しかったのですが､なんとか99人　(その他幼児大勢)　の参加者で1 5キロのもちつきをすることが出来ました｡これも'毎年子どものため

だと快く中公園や駐車場を貸ていただ-富田の地域の支えがあればこそだと思っていますし､お父さんやおばあちゃんボランティアの方のお力がなければできないことだと感謝しています｡

いつもお世話になっ
ている下田さんのお力も借りて､竹でけんだ

まや竹ぼっく-を作っていただきました｡今年も'斉藤家の道具をお借-しましたが'おもちの道具だけでなくはねつきや'大縄もお借-して小さい人も大人も群れて遊びました｡年齢を越えて遊んでいる姿はむかしは地域でよ-見られた姿です｡富田の地にはまだまだ安心して子育てできる文化が残っています｡いえ'育んできていただいた文化です｡
＼N.'

･.:ー

_　L端野轡

･-　　　ヽ

3月7日にはあさけ

プラザ｢第2回子どもとむかし子どもだった人のためのフェスティバル｣を地域の方のお力をお借りしながら開催します｡小さい人の体験の場を作-たいと実行委員会を組んで話し合いを進めています｡たくさんの方と関わることで､昨年同様たくさんの発見や出会いがあるだろうと'今からワクワクしています｡
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私は'地域の友人､知人たち

と笹川五丁目老人会､通称｢笹五会｣という会をつく-'会長を努めさせていただいています｡この会は'｢余生を楽し-'生き甲斐のあるものにしよう｣ということを目的に様々な活動をしています｡

六年前'笹川西小学校の校長
が来宅され'学校の授業に協力して欲しいと請われました｡話し合った結果'一年生の児童を対象に'一学期は菜園の指導､二学期は昔の遊

は｢夕食の時'孫が竹馬に乗った､竹とんぼももらったと嬉しそうに話してくれ､家族みんなが楽しい一時を過ごしてます｡｣と言われました｡本当に嬉し-照れくさい思いをしました｡

最近'一番嬉しいことは'道

で会った児童が声をかけてくれることです｡学校帰-に自宅の

庭にいる私の姿を見つけると'塀の外から｢豊田さあん｡｣と大きな声で呼んで-れることもしばしばです｡六年間､児童と接してきて'互いに信頼感が生

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

小学生に『昔』を指導して

｢笹五会｣会長　豊田　忠正

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ぴ'三学期は昔の食べ物をテーマとして協力することになりました｡また'三年生からは､農業の学習の一環として'わら草履の作-方を教えて欲しいとの申し出があり､これも引き受けることになりました｡毎年､我々も童心にかえった気分で'子どもたちと楽しく活動をしていま

す｡

今年の正月'地区の　｢どんど

焼き｣　の場で若い女性の方から声をかけられました｡｢うちの六年生の息子が'小さい時に昔のことや'わら草履作-などを教えてもらい､本当によい思い出ができたと喜んいます｣と言われ｡また'別の年配の方から

笹五会と笹川西小学校との交流｢門松立て｣

まれ､自然にあいさつを交わせるようになったことを何よりも嬉しく思っています｡今後も会員と共に子どもたちに
｢昔｣を伝え続けたいと思って

います｡



特集～わがまちの素晴らしい人たち～

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇や〇〇〇〇〇〇〇や十〇÷÷÷〇〇〇〇〇〇〇○○や÷÷○○

自慢の自家製味噌づ--

青葉会　会長　伴　米子

(県産業功労賞受賞)

++++++++++++++++++++++++++++

どの家庭でも作って'毎朝のお　野野-

春になって樹木が芽をふき'

当たり一面お茶の緑に囲まれるお茶の町'水沢の地に〝青葉会〟というグループが結成され三十五年の歴史を誇る私たちです｡

当初は生活改善を目的とし

て'茶生産農家の若妻が集まって県の農業改良普及所の指導を受けて'新しい料理や味噌作り'お茶に関する色々の勉強会等を行って活発に活動をしてきました｡特に自家製の味噌は会員の

いしいみそ汁を味わって居ります｡

また､農閑期を利用しての花
壇苗(パンジー)造りの研究を重ね'現在では後継者が引き継ぎ地区の産業の一つにも数えられる農家もあります｡

でも'年月の経過と共に会員
数が'最初は二十五名の大家族でしたが'現在では十名の少人数に減ってしまいましたが､茶摘みの季節になるとク青葉″の出動です!

ハウス栽培をしている農家の
お手伝いや'近鉄駅西の伊勢茶

のシンボルタワーの下の茶摘み等も年中行事の一つです｡会員の親睦を図る目的で旅行をする

ことも楽しみの一つです｡今年は道後温泉でした｡

最近､地産地消
運動や食農教育の言葉を盛んに聞きますが'四日市農芸高校への出前講座にも私たち､青葉会が微力ながらお手伝いをして居ります｡

地区や市役所か
らの要請があれば出来得る限り都合をつけて参加協力をして居る私たちです｡農業は定年が無く､体の動く限り家庭や地域の

ために少しでもお役に立つことを願っているグループ員です｡



賛助会員リレーエッセイ

へと移し十七期よりは､年六回隔月に開催する今の形態とな-今日を迎えました｡

昨年度まで通計二二二回の
講座を開催してまいりました｡

｢四日市の文化にふれあいな
がら'何かそのお手伝いになることをしたい｣父がよく話してました｡今'私もその後継者として'印刷･出版を通してみなさんと関わらせていただきながら'自分を高めることが出来､幸福に思っております｡

仕事の傍ら父が創始者の一
員として力を注いでいたのが'今も我社が事務局をさせていただいてる　｢歴史ゼミナール四日市｣　です｡今回､改めて現代表の久保村秀高氏の言葉をか-て紹介させていただきたいと思います｡

歴史ゼミナール四日市は昭
和六十一年十一月に猪熊兼勝氏を講師に迎え第一回目の講座を開催しました｡当時は半年に五回で一期のペースで'

4.+--... +.+--+.. I.+--4.. I.+-I-+.+..+--+.+..+-I-+.+..+-1.+...-J1.+...-J-+.+

歴史ゼミナール可可帝
東海出版有限会社

代表取締役

稗田多美子
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これまで皆様のご支援によ-続けてまいることが出来ましたことを心よ-感謝申し上げます｡

昨年は､コ-デネ-

タ1 ㌧　パネリストの皆様の大変お忙しいスケジュールを調整しシンポジウムもさせていただきました｡

今年もさまざまな

分野に興味を持ちながら講座を開催していきたいと考えております｡

これからも'たく

歴史ゼミナール四日市第3 1期講座

第ら回

日　時　平成22年3月27日(土)

テーマ　r天平彫刻の寮明～興福寺阿修羅像を中心に～｣

講　師　興福寺国宝館館長　金子啓明氏
(元東京国立博物館副館長･同時任研究員)

【連絡先】 
〒510-0885四日市市日永4丁目5-48 

東海出版㈲内歴史ゼミナール四日市 

電話059-345-3410 

文化会館を会場に続けてまいりました｡

その後博物館の開館に伴い
場所を現在の博物館の講座室

さんの方々に受講し

ていただき末永-活動を続けて行きたいと思いますので､奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます｡
(アイウエオ順にて執筆をお願いしています)

総合印刷東海出版 

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o 

四日市市日永四丁目5-48 

TEL(059)345-3410㈹ 

FAX(059)345-1973 



Spalknng PeISOnah'tY #くひと

平土間で人形劇を見てる幼子が'肩を触れ合わせ『おもしろいねえ!』と顔を見合せている姿に感動します!

NPO法人

体験ひろば☆こどもスペース四日市

理事長水谷孝子さん
プロフィール

1 984年四日市子ども劇場入会｡ 1 992年子ども劇場の分割に伴い｢四日市みなみの

子ども劇場｣設立運営委員長となる｡2000年アメリカ･カナダ視察｡2001年NPO法

人｢体験ひろば☆こどもスペース四日市｣設立理事長となる｡2002年ニュージーラン

ド視察､その後のプレイセンターに繋がる｡2002年波木町に4世代の居場所とする

建物を子どもの体験として建築士､NHK｢スタジオパークからこんにちは｣や教育
フォーカスなどいくつかの書籍居て紹介される｡2004年四日市市から｢四日市市

ファミリーサポートセンター事業｣を受託｡2005年北欧視察､子どもの体験に自然体

験を豊富に取り入れるようになる｡2009年四日市市から｢こんに引まあかちゃん事

業｣を受託｡2004年よりヒップホップダンスワークショップを開始し､文化会館第2
ホールにて4回公演を実施している｡

私たちの団体の前身で
ある四日市子ども劇場を支えてきて下さった先輩の方々は'今も様々な分野で活躍されていて'折に触れ私たちの活動を応援して下さいます｡いつまでもそれに甘えていられない年齢なのですが'本当に心強-思っています｡

私自身はこの活動を始

めて25年ほどになります｡子どもの時からジャズを聞き'書道や日本舞踊などの御稽古ごとを習い'糸や布の美しさに触れ'自然の中で育ちました｡独身時代はファッション感覚でコンサートなどに通っていて､子ども劇場にもそんな不遜な気持ちで入りました｡その頃のミーハーな気持ちはちっとも変わっていま

せんが'人生を豊かにするのに文化は欠かせないものだということは学んできました｡

フランスではどのくらい芝居

を見たかで'その人の教養度をはかるといいます｡文化人間の土台である思想を創-ます｡確固たる思想は誰にも汚されることはありません｡戦争など'故郷がたびたび違う国家になるという経験をしてきたヨーロッパの人々にとっては個の確率が欠かせません｡そして自国の文化が精神のよりどころになっています｡人々の精神は人形劇や芝居･音楽等を通して表現され共有されます｡

私は読書も大好きで､地震に

なったら本に殺されそうな部屋に住んでいますが'読書と舞台鑑賞の違いは一度にた-さんの人と気持ちを共有出来るかどうかにあります｡

平土間で人形劇を見ている幼

い子が'いつも遊んでいるお友達や今日始めて会った人と肩を触れ合わせ'『おもしろいねえ!』と言って顔を見合わせている姿を見ると感動します｡

文化によって気持ちが創ら

れ'気持ちが共有され'人と人をつなげる力を持っていると確信しています｡心の弱い子どもや大人が増えている今こそ'大変ではありますが文化活動を広げていくことはまだまだ止められないかなと思っています｡



に酒落たカフェの軒先でゆったりエスプレッソを小さなカップで飲

たら'ドイツもののベートーヴェンやブラームスは､ロシアもののある一部分の表現をとりはずせばよいだけだから弾ける｡ドイツものが弾けた

の広い表現力で聴-ものを圧倒するパワーがありました｡

留学中'私の中で最も印象

に残っている言葉があります｡ショパンのソナタのレッスン

ピアニスト

高橋　朋子

むっていう

の習慣がないだろうから'きっとこの曲は理解できないよ｣と｡

ロシア人の先生は｢ラフマ

ニノフ等のロシアものが弾け

留学当時､私はロシア

人とフランス人の二人の先生のところで勉強していました｡

フランス人とロシア人

はそれぞれ相手の文化を認めつつも自分たちの文化の方が優れていると自負しているとがある'と常々感じておりました｡

ある時'フランスの作

曲家のDebussyのプレリュードのレッスンを受けました｡聴いていたフランス人の先生が｢ロシアには'フランスのよう

ポーランドワルシャワ郊外にあるショパンの生家

らフランスもの　のドビュッシーやラヴェルはさらにある一部分を省略すればよいだけだからもっと簡単だ｣と｡フランス人が聞いたら怒りそうなことを言ってました｡フランスのピアニストは色彩'様式美'洗練､

スイス　シャモ二･メールドグラス氷河

を､つけたとき弾き終えた私に｢この最も有名な曲を'この曲がかかれてからいったい何人のピアニストが演奏し､レコード､cDに残してきたかな-それでもなお､君が弾きたいのだった

すべてのことに

かけて自信があり'ロシアのピアニストは脈々と受け継がれるロシアの音楽教育をもとに揺るぎないテクニック､幅

ら､何か君

だけの特別な表現を探して弾かないと｡先人たちと似たような表現ではなく､君だけが見つけた稀有なものを-｣と｡
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シリーズ　舞上の摩懲　⑫
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勿璃藤井陶 日本文喪家協会会員

志水　雅明

戦前期まで全盛を誇った四日市祭りの山車の殆んどが､四日市空襲で灰燈に帰したこ

とは周知の事実である｡かつての山車の絢欄さは､出口野石画の犀風絵で想像できるが､
一方､現羽津山町の初代藤井陶楽作の土鈴作品によってでも､それを偲ぶことができる｡

羽津村の陶工の長男として生まれた藤井陶楽(本名昇､1909-80)は小学校卒業後､桑名

寓古の名工､陶華園翠峰(前森茂生代議士)に師事し､原型づくりに才能を発揮｡その後､16

歳で彫刻に重点をおく常滑陶器学校に入学した｡

昭和2年(1927)､金融恐慌などによって生活苦に陥っ

たが､弟妹11人や生活のために｢観音様｣｢布袋さん｣など

何でも制作した｡しかし昭和4年20歳から､収入減を覚悟

の上､本格的に彫刻の勉強に専念｡

刻苦精励中の昭和7年､富田の元造り酒屋で郷土玩具

蒐集家の伊藤廟堂(三代吉兵衛)より､｢土鈴を作ってみ

ないか｣と誘われ､土鈴作りを開始した｡

翠峰師に師事して10年目の24歳で独立して羽津城南

に｢異風窯｣を築き､第一号作品｢昇仙堂陶楽｣の看板を制

l1..

作｡時恰も第2回目の｢土鈴ブーム｣が到来し､多くの土鈴蒐集家からの薫陶も得て､繊細な

タッチの独特な土鈴を数多く創作し､世に送った｡

煽堂主催の｢於茂千也祭｣が行われた昭和9年には､ ｢於茂千也塚の土鈴｣50個を納め､こ

れが大阪の郷土玩具研究の大家､川1崎巨泉によって次のように紹介された｡｢--四日市

祭りの山車の特徴を土鈴に仕立てたものだ｡創作土鈴は鯨船､人魚､ヒョットコお福､司馬

温公､大入道､ぼけ狸等で藤井氏は第一期試作として売り出したが､--来年度までに全

部の山車を土鈴に仕立てるとの報告を受ナたのは嬉しい｣｡

翌年からは､富田まつり名物鯨船鈴･霞ケ浦土産雀蛤鈴など郷土四日市にちなんだ土鈴

を多く創作して大いに評判となった｡そのほか､サンタクロース土鈴や全国の神社仏閣か

ら依頼を受けて､ゆかりの土鈴数百種を制作するとともに､陶楽は全国的となった｡

戦時中は､土鈴愛好家活動の衰退とあいまって土鈴制作も火が消えるように消滅｡しか

し戦後の第3次土鈴ブームが到来して陶楽の名と寓古土鈴が復活し､全国津々浦々にまで

その名が浸透したのは郷土の誇りであった｡



■

パッションひるは

■

坂井　兵選

⑳8すり砕合
過労死が今日も走っている港季語のない老後にペンが走らない肺ガンになるよと書いて売るタバコあの時の静止画像がそのままで追い風に背中押される寂しがり六十路坂ゲームセットは先のばしハードルは至る所に浮世波酔ってます酔わない語れぬうざい事ゆっ-りと動く時計はないかしら涙腺がゆるんで老いたなと思う真っすぐに進んで行けば星に着く気付かない愛が写真の中にあるぬるま湯でフット浮かんでもう忘れありがとう感謝の言葉あったかい少子化に孤独に慣れた昨日今日潮時と想えばさっと身をかわす

森　　繁生川合　典生加藤　昌良吉住　昭郎内山サカ枝梶川　和代伊藤　多恵井垣　和子

海鳴-は昨日の事を洗う波優しさの涙で包む母の愛陽に干した布団に入る夜の至福意に添わぬ妥協に椅子の乳む音見上げれば茜雲まで走ってる柔らかいアラーム音でまた眠る山茶花の赤がまぶしい午後の雨午後の部屋ここが私の開放区願いごと多すぎ迷う流れ星ベランダで一人占めする星月夜厳冬の山に向かって春を問う狙板のくぼみに母の詩があるお化粧をしても弾まぬ皮袋曇天の続-カルテと冬ごもり山茶花の恋は多情で狂い咲くボランティア自己満足が極意ですおお寒むこきむ何が転けても笑えない追い越された風を急いで追いかけるトンネルを抜けても続く片想い西いろ雲は心の歌になる賑やかな花子が箱に入らない爪の火が廻って不意の用を足す引き出しの中から過去が匂う時突っ走るだけの枕になってゆく

山路すみれ神野探知子中村　　恵鬼頭きよ子松井　潮音高橋　　忠菱川　麻子村山　　了坂崎よし子福田　敦子山田　早苗樋口　　仁



四日市市立博物館をたづねて

文化振興に問する市民会議委員　南野登志子

かれている絵の意味や鑑賞方法の説明は'いずれも熟の入ったもので興味深いものでした｡
いつも感じることですが､説

明をされる方(この場合は学芸

●プE)フィール

四日市国際交流協
会で日本語を外国
の方に教えるボラン
ティアをしていまT.

今回は市民会議の企画で四日
市市立博物館を訪ねる機会にめぐまれました｡しかも裏側を見せていただけるということで'普段見られない博物館を拝見できることを楽しみに参加いたしました｡当日は現在発掘中の｢欠鮮鮮部暫退跡｣の展示がされてお-'昨年やは-市民会議の企画で実際に現場を訪れたことも手伝い'興味深-学芸員の方のお話を伺いました｡

次に'丹羽文雄さんの部屋を
見学｡ここまでは普段の博物館の顔ですが､この後'博物館の

展示物を運ぶためのトラック一台丸ごと入りそうなエレベーター､薬品の匂いがした害虫の駆除をする施設､荷解きの施設､写真撮影のスタジオ､工場のような空調施設等々-途中'収蔵庫の前室で古寓古の鑑賞会'これも学芸員の方から'描

四日市市立博物館(四日市市安島一丁目3番16号)

負)　が豊富な知識で熱-説明を頂きますと'その気持ちがこちらに伝わ-'私のようなかってはあまり歴史に興味がなかったり､対象物に興味がなかった者でもとても楽しく拝聴できました｡説明書きを読むだけとは興味の持ち方が全-と言ってよいほど違うと思います｡さらに｢百聞は一見にしかず｣実物を見たり'現地に行ったりすることがより感慨深いものがあると思います｡

常日頃'博物館の建物の大
きさに比べ'展示のスペースが狭いことを不思議に思っておりましたので今回の訪問でその謎が解けました｡さらに今回はプラネタリユウム見学の最後に宇宙の果てまで見せていただくことができました｡

興味のある方はどなたでも

こういったツアーに参加できるようになると博物館もよ-身近なものになるのではないかと感じた1日でした｡



市民と一緒に四日市市民文化祭

60回記念多彩に

O｢四日市の第九｣本番1 2月2 6日(日)の

第九予備講座の受講者募集
第九のレベルアップを主に合唱が楽しくなるこ

とを目指します｡日　　時　6月3日(水)'1 9日(土)

7月1 6日(金)'30日(金)8月10日(火)､28日(土)土曜日は9時45分から1 1時45分｡他は18時45分から20時45分｡

会　　場　四日市市文化会館参加費　5000円(資料代ほか諸経費に充当)定　　員　50名(先着順で受付)

希望者は名前'住所(〒も)電話(携帯)　パートを明記してファックス354-0731へ｡

お問い合わせ　090-7677-4011(西村)

文化協会にあり｡遠方の人は郵送します)に必要事項を記入しファックス　(電諮兼)059-351-3729か郵送で〒5)0･0057昌栄町2-1 0　文化協会アート展係｡実行委員会で書類などの審査をおこない決定通知します｡

お問い合わせ　090-2348-5260(加藤)

○池辺音一郎さんの｢合唱ワークショップ｣に
ご招待します｡

受対会日

付象場時

5月2日　(日)　1 3時30分四日市市文化会館第1ホール小･中学生とその保護者50組ハガキ(〒5)0･0085)諏訪町7-1 7｢合

〇四日市2010アート展

(期間6月11日から相田､会場は文化会鰻)

出展者募集　四日市に在住'在勤'在学する著名

な展覧会に受賞経験のある方の受賞作品か新作のもの｡

開催協力金　3000円募集期間　4月8日～5月7日受　付　所定の申込用紙(文化会館'文化国際課､

唱イン四日市｣西村宛'かファックス354-0731で｡保護者のお名前､住所､電話番号のほかワークショップ希望と書き4月20日
(必着)｡

招待状発送(124日にお届け)をもって発表に代えさせていただきます(多数の場合は抽選)

お問い合わせ　090-7677-4011(西村)

○ネイチャーフォト写真展-公募作品募集
｢フォト十彩写真展｣　(7月2日～4日)デジカメの普及で身近な花や風景を撮影する

人が増えています｡四日市市民文化祭催事のひとつ　｢フォト十彩写真展｣開催に合わせ'市民のみなさんから広-作品を募集Lt　展示します｡･日本の自然風景､四日市の自然'身近な草花の

写真などネイチャーフォトに限ります｡

･四日市市民および四日市市内に通学､通勤する

人'四日市にある団体に所属する人

･四つ切､またはワイド四つでプリント　(A4デ

ジタルプリントも可)　の単写真とします｡

･パソコンによるデジタル加工しない作品に限り

ます｡

･出品料は無料です｡･作品の裏に応募票を貼り付けて-ださい　(自作

応募票も可)｡

･応募作品数は一人何点でも結構です｡･作品は'汚れや傷が付かないよう'また水ぬれ

対策の上､応募してください｡

･応募数が多い場合は山下茂樹氏[(社)　日本写

真協会会員'日本写真作家協会会員]が展示作品を決定します(40点)｡

･最終日の午後6時から山下プロによる作品の講

評を行います｡作品の応募者は全員聴講できます｡

･受付は平成22年5月20日(木)～6月10日(木)

まで'四日市市文化協会事務局｢フォト十彩写真展係｣または｢フォト十彩｣　(お問い合わせほかTEL059-365-8289)まで郵送して-ださい｡〒5)0･0057四日市市昌栄町21-10　市民生活課分室内TEL･FAX059-351-3729｡



∴｡･二) ～市民文化祭60団記念オープニング～ ､二(こ

市民文化祭60回記念｢新発見!合唱イン四日市｣

辺ウ池EiEn家合曲止Lr
lP

昌 郡民を迎元こ
-ウシヨtDLJo

∫日時　2010年5月2日(日) 13時30分開演

芸　　　会場　四日市市文化会館第1ホール

開催の趣旨
四日市は長年にわたり音楽文化に育んできた歴史があり､今日では多くの合唱団が日常的に活

動､活躍しております｡

今回､市民文化祭が60回を数えるにあたり記念行事を企画しました｡
内容は､著名な作曲家の池辺晋一郎さんをお迎えして､合唱ワークショップを行います｡具体

的には､地元に限らず県内の合唱フアンに呼びかけ､モデル合唱団(混声､女声合唱に400人目標)
を結成します｡池辺晋一郎さんの指導でレッスンをうけ､仕上がった曲を舞台で演奏します｡

また当日に参加した合唱フアン(1000人目標)全員で1つの曲を池辺晋一郎さんのワークショッ
プを受け､音楽文化の原点ともいえる｢合唱讃歌｣の創造を目指します｡さらに講師の池辺晋一郎
さんの合唱にまつわるエピソードや合唱フアンにとって新発見になるようなトークで楽しみます｡

PJlDgJ7am

Eヨ池辺晋一郎氏による指揮とレクチャー
混声合唱は6つの子守唄(作詞別役実･作曲池辺晋一郎)より

｢いつもの子守唄｣ ｢思い出の子守唄｣ ｢眠っちやいけない子守唄｣､

出演:モデル合唱団｢ヴオ-チェ｣ほか合唱団有志､公募団員(県内)

女声合唱は彼女の物語(作詞落合恵子･作曲池辺晋一郎)より
｢四月の恋｣ ｢ブルースを歌おう｣

出演:モデル合唱団｢京｣ほか合唱団有志､公募団員(県内)

Eヨ池辺晋一郎氏のお話しとワークショップ

トークコーナー:お宝トークや作曲家のご苦労やエピソード｡

ワークショップ: ｢空にかいた12の童話｣ (作詞村田さち子･作曲池辺晋一郎)より

｢あこがれ-いつかそんな人になりたい｣

出演:会場全員とモデル合唱団

参加チケット　大学生から大人1500円(当日1800円) (全自由席)
小･中学生･高校生500円(当日700円)
～チケット購入者には事前に楽譜(譜読み用)をお渡し～

四日市市文化会館(059-354-4501)にて発売中｡

遠方の方には郵送(FAX059-354-0731)｡

お問い合せ　　担当　西村(090-7677-4011)

主　　　催｢新発見!合唱イン四日市｣実行委員会/四日市市/四日市市文化協会

後援申請中　四日市市教育委員会(財)四日市市まちづくり振興事業団(秩)シー･ティ･ワイ　中日新聞社
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吋可帝早番全

知草庵

高専作家のお茶わんで

お茶を凍レむ冬
酒翠庵立礼席では毎年8月と2月の2

回､ご来館のお客様に万古作家のお茶

わんで抹茶を楽しんでいただいておりま

す｡これは地元で活躍する寓古作家と茶

道教授連盟のご協力によるものです｡ぜ

ひ一度お立ち寄りください｡

小井　良三伊藤　美秀稲垣大津男稲垣　竜一岩田　博之小川　賢治小川　豊子荻内　善晴奥　三十郎岸　　園山きむらいさ夢木村　将人木村　元次

榊原　勇一佐藤　輝尚清水　　潮清水　　潤清水　酔月清水　久嗣清水　　仁辻合冨士夫中根　秀介西田　真也林　　紫光平野　克己藤田　　弘

水谷宮田村山蘇蘇山田山田

善美豊山伸子一蔵裕司耕作正博
計37名

堀野　証嗣松平　順彦マツモトタカシ水谷　　清

今回ご協力頂いた菖古作表(敬称略)

⑬8市市　　　′

-､ふれあい牧場′

四日市市の南西部､豊かな自然環境

にめぐまれ､お茶の古くからの産地として

も知られる水沢町の一角に､四日市ふれ

あい牧場があります｡

この施設は､昭和39年に四日市市農

業研究指導所(現農業センター)水沢分

場としてスタートし､乳牛の育成業務(成

牛となるまで､子牛を預り育てる仕事)を

行っていましたが､平成9年に施設を再整

備し､憩いの場として市民に親しんでもら

える施設として開放し､名称も現在の四日

市市ふれあい牧場と改称しました｡

年末､年始以外は無休ですので､いつ

でも山羊や羊などの小動物とふれあい､

また遊歩道から放牧中の子牛を見ること

ができます｡予約すれば､有料ですが搾

乳やバター造りを体験することができま

す｡

また､管理棟内の売店では､ヨーグル

ト､アイスクリームなどの乳製品等を販売

しています｡ (冬季休業)

春と秋にはふれあい牧場まつりが開か

れ､多くの人が訪れています｡春は山の

木々やお茶の新緑､秋は紅葉に囲まれた

中､家族そろって､1日飽きることなくすご

すことができます｡

/ダ　　　ニ



汚長身

上田　虹月さん

お茶席の寄り付き　(休憩所)

に掛けられる絵とかな文字が措

かれている掛け軸を､｢お茶もん､名古屋もん｣と呼ぶそうだ
中央が上田虹月さん

が､これを上田虹月さんの師匠である｢江川香竹先生｣が'新しく｢尾張絵｣と名付け'広-継承されている｡

この｢尾張絵(お茶も
ん)｣は'江戸時代に田中納言(とつげん)という狩野派の僧侶が始めたが'昭和に入ってたずさわる人が減ってしまったそうである｡漢字の書道を20年以上続けてこられた上田さんが､生徒の要望もあってかな文字の先生を探していたところ'江川

構成のすべてを上田さんがしたということである｡

絵の描き方も､か

な文字の書き方も教えるが､その基本はどちらも同じ｡特に絵は｢省筆｣と言って'出来るだけ簡素

香竹先生に出会い'尾張絵を薦められた｡もちろん'上田さん自身もその魅力にいっぺんに引きつけられたそうだ｡

掛け軸に顔彩という日本画の
材料である岩絵の具を使って'絵を措き'大きく空間を空けて短歌や俳句をかな文字で書く｡絵は'俳句の季語のように季節を表すもので'紙の色や材質も利用する｡おおよそは江川先生の創作に'花や蝶などを少し描き加えたもの｡生徒さんたちも出品した昨年の展覧会は60点にもなったが､そのデザイン'

に描くことが肝要だ｡そのため絵も字も何度も練習､下書きして清書に臨む｡一発勝負と言っていい緊張感が感じられるが'やは-納得がいかずに高価な用紙が無駄になることも少なからずあるようだ｡教室には'和やかな中静謹な時間が流れてゆく○

完成まで一ケ月近-かかると

いう尾張絵｡今年の秋の文化祭では､百人一首を題材に'高校生から85歳になられる生徒さんまで'25人が出品する｡

(レポーター　石井　亨)



現代三味線研究会

響けこだませ　現代三味線

姓がつまびく三味の音が楽しくqなでる現代三味線

みすじの泉の素晴らしさ響けこだませ現代三味線

この歌は､会長の山本茂豊さんが､作詩　作曲された『現代三味線研究会』のテーマソ

ングを抜粋したものですが､そもそもどんなことをする会なのかと思い､邦楽部門の幹事の小

竹由良子さんにお会いして､お話を聞かせていただきました｡笑顔の素敵な方で､約束の時

間に塩浜地区市民センターでお会いし､家元が亡くなられてから､今は4つの教室を『ゆかた会』

と名付け会長の山本茂豊さんを中心に､茂豊教室(生桑)茂梅教室(中町)茂月教室(塩浜)

豊彩教室(高花平)で活躍しているそうです｡今年の三月の邦楽まつりに出場する為､隣の

お部屋で､三味の音が聞こえ､一生懸命練習されていました｡

練習風景は

来ませんでし

究会は､歌謡

弦用に高､中､

譜を作られ､

わせて歌謡曲

ナツメロ等の

歌い手が合わ

成果を発表す

す｡バックミュ

味線だけで歌

のはかなり練

1 E¶見ることが出 たが､この研

曲を三味線の

低と会長が楽

三味線に合

や､童　謡､

歌を三味線と

せて練習した

るのだそうで

-ジックが三

謡曲等､歌う

禰　習が必要との

ことでした｡現在50才～80才まで35名の会員さんで､1年に一度『ゆかた会』の発表会をし､

毎年四日市市文化会館で盛大な邦楽まつりがありますが､ここに出演されるため､今が一番

練習に専念されておられるのでしょう｡ ｢指先を使うことにより､ぼけ防止になるし､楽しくてネ､

和気あいあいと各教室で頑張っています!｣とにこやかに話して下さいました｡

3月の邦楽まつりに多くの皆様が足を運ばれ､出演者と観客の一体感を楽しまれたらいかが

でしょうか!　　　　　　　　　　　　　　　　　　(レポート　中西　まき子)



第9国金田枝里香バレエ教室発表会後主会田

援催場時

3月20日(土)開演1 6時30分～1 9時桑名市民会館　大ホール金田枝里香バレエ教室桑名市､桑名市教育委員会､園田市市桑名市文化協会'中田新聞､田田市市文化協会

入場料　無料(将棋フアンならどなたでも歓迎)お問い合わせ先　E]日市市文化協会

T･059-354-0625

四日市交響楽団　第3 2国定期演奏会

入場料　有料(前売り当日共)

大人1000円　子ども1000円

お問い合わせ先　金田枝里香バレエ教室

T/F･0594-31-5538

後主会臼

援催場時

5月2 3日(臼)　開場1 3時･開演1 3時20分四日市市文化会館　第1ホール四日市交響楽団田日市市､(財)E]日市市まちづくり振興事業団

第4 6回三省会喜作展日　時　3月26日(金)1 2時～1 7時後主合

援催場

3月2 7日(土)9時30分～1 7時3月28日(日)9時30分～1 6時四日市市文化会館　展示棟三省会四日市市､四日市市文化協会､中日新聞四日市支局

中日新聞社　四日市市文化協会

出演者　指揮‥小森康弘'ピアノ‥高橋朋子入場料　(前売り)大人1000円､高校生以下500円

(当日　)大人1200円､高校生以下700円

お問い合わせ先　水谷　達

T/F･059-322IO558

(樵)CTY.エフ工ムよっかいち(樵)

入場料　無料お問い合わせ先　花井峰昇

T･059-353-2874

琴伝流大正琴　春の演奏会日　時　4月1 8日(田)開演9時45分会　場　四日市市文化会館　第2ホール主　催　琴伝流大正琴　g]日市支部後　援　四日市市文化協会入場料　無料お問い合わせ先　虞瀬米子

T･059-353-0381⊂ト･059-353-0382

池坊四日市支部夢ファンタジーいけばな池坊展日　時　7月1 8日(土)～1 9日(日)会　場　E]白市市文化会館　展示棟全館主　催　華道家元池坊　E]日市支部後　援　(財)池坊華道会､E]日市市教育委員会､中日新聞社入場料　無料お問い合わせ先　今村松堂

T･059-345-0946
LJP･059-346-7494

混声合唱団ヴオーチエ第4国定期演奏会

第3 2回全国アマチュア将棋レーティング選手権

後主会日

援催場時

7月2 5日(日)　開演1 4時E]白市市文化会館　第2ホール混声合唱団ヴオーチェ田白市市､四日市市教育委員会･lll重県合唱連盟

後主会日

援催場時

5月3日(月･祝)～5日(水･祝)四日市市文化会館展示室日本アマチュア将棋連盟四日市市､朝日新聞社ほか

中日新聞社　E]日市市文化協会

入場料　(前売)大人1000円､高校生以下500円

(当日)大人1000円､高校生以下500円

お問い合わせ先　小岐須敏正

丁/LL･059-355-7818
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～講演会は勿論､評議員会もどなたでもお聴きになれます｡

当日会場にお越しください～

元気な四日市が好き!平成22年度四日市市文化協会評議員会【総会]

日　時　2010年4月24日(土)午後1時開場

会　揚　四日市市文化会館第3ホール

内　容　午後1時10分～　テーマ｢生物多様性条約⊂OPIOと文化｣

講師　保黒時男さん

(四日市大学自然環境教育研究会理事長･環境省自然公園指導員ほか)

午後2時～　評議員会

議事①　平成21年度活動報告(決算を含む) [案]

議事②　平成22年度活動計画(予算を含む) [案]

報告　　役員一部変更[案]

午後3時～　理事ほか役員懇親会～散会～

~~~-~一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_ー__一

会員のみなさま(必読です)へ

私たちの文化協会は､元をたどれば先輩諸氏の意思を受け継いで半世紀以上の歴史を歩んできまし

た｡その文化協会には､明快な目的を持っています｡それは､みなさんが現在､四日市で活動されているこ

とが今よりも大きく､より奥深く広げる弛みない試みそのものです｡その行動が､私たちを含め市民のみな

さんの思いを刺激し､励ましながら活動が繰り広げられ､いつしか小さなうねりができます｡時をえて一つ

の形になって新たな活動が生れ､今日に至っています｡

四日市市文化協会には､様々なジャンルの200の団体が集っています｡その一つ一つの団体には､会

員と｢会｣をまとめる代表者がおられます｡これら一つ一つの団体が文化協会の単位であり､意思の結集

が組織を動かすことになります｡しかしながら､団体にはそれぞれの考え方があり､他の団体との様々な

関係や繋がりは､組織への意思の結集をさらに困難にしています｡まずは､私たち一人ひとりがあらゆる

努力を注ぎ､困難にしている現状を超えるため粘り強い話し合いで､納得のいく結論を見出すことが必

要です｡四日市市文化協会に集う団体同士が､よさを知り､学ぶ機会を積極的につくり､お互いが認め合

い尊重する関係を築かなければなりません｡

その重要な機会が年に一度の評議員会です｡今年度は組織とともに市民文化祭ほか活動全般の見

直しの年です0人口30万の文化都市に相応しい文化活動のできる街の方向を見出しましょう｡

(西村記)
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《編集後記》
☆私たちの町で熱い思いで活動を続

けておられる人たちに逢いにでかけた春の｢パッション｣です!

☆丁寧に手入れされた川島町の竹
林からは春の声が聞こえました｡

☆春は楽しい催しがいっぱ～い｡大好

きな人と一緒にでかけたい!感動で体をあたために-ね
☆インタビューに自信を持った部員か

らは､熱い華を頂-｡皆さんもどうぞ体験を!歓迎します｡

☆当協会は6 0回目の市民文化祭を
迎えます｡会員ともども張り切っています'ご理解ご協力をお願いします｡　　　　　　　(延)



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 

l事務局l呈宗:岩話芸警琵誓 
〒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 

一--小窓の演出から､

増改築まで-i
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総合インテリア

監雷詰慧急東3THB_8甥2
TEL　(059)-346-7933(代)

FAX　(059)-346-7913

E一maiI: K-Kataoka@mx.baycky.ne.jp



ムーシケ友の会　会員募集中です 第一楽器四日市店4 Fにあるムーシケホー

ルは237席の音楽専用ホールです｡

地元の演奏家をはじめ全国からのすばらし

いアーティストによるコンサートを開催しており

ます｡地元の皆様の協力を得ながら22年間

ご愛顧を頂き音楽文化をお伝えしてまいりまし

た｡これからもすこしづつですが四日市の音

楽文化の拠点となれるよう頑張りますのでよろ

しくお願い致します｡

ムーシケでのコンサート情報､ご優待･コン

サートなどをご案内します､友の会会員を募

集しております(入会金･年会費　無料です)

コンサート情報
♪4月9日(金)井谷佳代　フォルテピア/コンサート(ヴァルターモカレのフォルテピフソを使用します63鍵盤)

～｢4月4日はピア/調律の日｣記念コンサート～　※主催/(社)日本ピ〝調律師協会中部支部　※後援/文化庁

■開場18:30　■開演19:00　入場料:前売り2.000円　当日2′500円(全自由席)

【プログラム】ハイドン/ソナタ　変ホ長調　Hob.XVl-49

モーツアルト/ロンド　イ短調　KV511

ベートーヴェン/ソナタ　ハ短調OR13　<悲憤>　他

♪5月16日(日)第10回記念ムーシケパイプオルガンコンサート

～深谷亜希(パイプオルガン)と　前崎智子(フルート)による共演をお楽しみ下さい～

■開場14:00　　●開演14:30　入場料: 500円

【プログラム】 ｣.Sバッハ/幻想曲とフーガト短調(大フーガ)

｣.Sバッハ/フルートソナタ　変ホ長調　　　他

【チケット　販売　お問い合わせ　ムーシケ友の会会員申し込み】

第一楽器　四日市店　ムーシケ　四日市市安島2丁目32(四日市市文化会館前)

TEL(059) 353-7361 10:00-18:00　月曜日定休


