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誌名の『パッション』は燃えるような"情熱''の意味で10

[特集]文化の輝きをもとめて

地域文化の応援団として森紀元さん
輝くひと 渡過睦美さん
まちかど博物館｢小さな旅の記念館｣

故郷の想いを音楽にのせて森彩香
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元気な四日市が好き〝

qfP 四日市市文化協会
YBK

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com
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地域文化の応援団として

森

日日

匝萄 文化の輝きをもとめて
暁学園中学高等学校合唱部

川口

故郷の想いを音楽にのせて

森

柳誌(川柳よっかいち)を発行40年

樋口

｢私のいけばな人生｣

小林

誰も知っている歌をみんなで一緒に歌って7年

川口

市民オペラ｢アイーダ｣に参加した子どもたち

石井

賛助会員ルーエッセイ

シリーズ

郷土の偉傑⑮

SparkHng Personality

中川

川村又助

志水

輝くひと

渡連

訪問レポート①

戦場のカメラマン講演会

訪問レポート②

まちかど博物館｢小さな旅の記念館｣
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市民文化祭第60回を終えて､今後は
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邦彦
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平成23年度四日市市文化協会評議員会
文化協会の加盟団体･後援イベントご案内
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編集長を退くにあたって

石松

サポーター募集
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わが街からコンビナートを眺めて

さし絵

山口

香魚･写真

加藤

武

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は､下記へご連絡ください｡
〒510‑0057
TEL･FAX

四日市市昌栄町21‑10
0591351‑3729

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)

意識も活動も'また歴史も' 関わる仕事をする中'人々の 職を含めて長年地域と密接に

でも､その頃から私には ｢文 いところでありますが'それ って ｢文化｣ というかは難し 記憶が残っています｡何を以 頃も'よくそう言われていた の仕事に携わることになった

ました｡この街に生まれ'前 化不毛｣ の言葉に反論があり

います｡ 多いこの街であったと思

ッテルを貼られることも ｢文化不毛｣といったレ 時期以降'不本意ながら 過去産業振興が突出した

私が21年前に地域メディア

いく力も弱まっているといわ

きあいが希薄化Lt 伝承して わゆる自然な地域社会でのつ せんが'時代の流れの中でい 地域に限ったことではありま

あったかもしれません｡この 何かが足‑ないという実態で 繋げ'広げ､盛り上げていく

の話題づくり' ご近所'職場で ずはお茶の間' があ‑ます｡先 を提供すること

くにあた‑､この街と｢文

今回寄稿させていただ

｢文化｣ はそこにあるのに' 味として一つ言えるとすれば' だ'｢文化不毛｣ の言葉の意 を実感してきたからです｡た 決して他の街に劣らないこと

I+̲̲̲株式会社
』CIY

をめぐらせてみました｡ 化｣ について改めて思い

シーティーウイ

代表取締役会長

森

アピールする場 となって活動を ｢出演する人｣ ｢観る人｣ が と'テレビを 組で放送するこ などをテレビ番 舗､催しの情報 活動､企業や店 的偉人や人々の は'地域の歴史 る放送の面で 良く知られてい す｡例えば一番 しているので 力があると確信 を補完してい‑

あると考えています｡ が私たちの最大の存在意義で 強の応援団であり続けること に'これからも地域文化の最 を発信する機関であると も の豊かさ″ すなわち､｢文化｣ 転換点だと私は考えます｡〟心

ら ｢心の豊かさの時代｣ への 今の時代は ｢物欲の時代｣ か 文化のサポーターでありたい｡ 思い出してもらえる'そんな

1つ○

ったとき'こ ぞという時に 信したいとき'発信手段に困 が'文化の担い手が情報を発

少し手前味噌になりました

らこうした状況 が'様々な面か 体･インフラ

割の一つとなってくるでしょ 形で提案するということも役 勝手のよい地域にマッチした の中に出てくる技術を'使い 代は'通信の分野で新し‑世 してきました｡これからの時 広げて行くのを目の当たりに ｢文化｣ というものが枝葉を

レビという媒 さにケーブルテ れます｡私はま

た関係を重ねる中'いわゆる 年間地域の皆さんとのそうし 話題も生まれて‑る｡この2 1 そこから世代と世代をつなぐ

特集〜文化の輝きをもとめて〜
‑感覚｡言葉では言い表せないよ それら全てが一つの波となって動 楽器の一部となり､演奏する中で たちの声がオーケストラの沢山の

:::::::::::〜

セントラル愛知交響楽団定期演奏会
'一

｢ニューイヤーコンサート201 1｣に

出演した子供たち
』暁学園中学高等学校合唱部■
II I

ました｡自分 の違いに驚き

終わった

た｡ なりまし

■■
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までとの感覚 せた時'これ ストラと合わ たが'オーケ をしてきまし 無伴奏で合唱 ピアノ伴奏や した｡今まで 奏する舞台で ラと一緒に演 てオーケスト にとって初め サートは'私 ーイヤーコン 行われたニュ

一月十日に

■■

∴●●●̲■̲

(ソプラノ)

校 4年

■l

暁中学高等学

塚越沙弥子

気持ちに 晴らしい うな'素

演奏が

心から感謝しています｡ 方々'そして合唱部の部員全員に' や進行など裏で支えて下さった 下さったお客様方'演奏会の準備

による ｢日本の叙情歌｣ や ｢流浪 参加しました｡オーケストラ伴奏 かれたニューイヤーコンサートに

私の所属する合唱部はこの度開

暁中学高等学校5年

水谷 尚裕

鮮明にうかんできて'歌っていて のは初めてでした｡歌の世界観が のですが合唱がメインで演奏した

トラと合わせて歌うことはあった 体験でした｡これまでもオーケス

ートは'今までになかった新鮮な

ありがとうございました｡
私にとってニューイヤーコンサ

付きました｡ 大事だという事にも気が 歌って次につなげる事が るこの日本の曲を覚えて のような若者が昔からあ めて感動しました｡私達 かしさやメロディーに改 する中で'日本語の奥ゆ ‑ました｡でも音取りを ない曲が出てくる時もあ を歌っていて'時々知ら

て頂いて光栄に思います｡ 素晴らしい舞台に立たせ 入するこの年にこの様な たこの合唱も5年目に突

中学1年の時から始め

のでした｡ 会はとても素晴らしいも の民｣を歌ったこの演奏

ーで歌う曲です｡この曲 謡や文部省唱歌をメドレ
｢日本の叙情歌｣ は童

暁高校2年
岩井 恭子

よろしくお願い致します｡ ます｡これからもどうか応援の程 合唱作りに日々努力を続けており 心に取‑組み感動していただける が'生徒は発声やパート練習等熱 練習時間も充分取れない毎日です 等も行っています｡勉強に追われ 演奏会を行い一年間の成果の発表 だいています｡また3月には定期

定期演奏会=無料

ト等様々な行事に参加させていた 域の文化祭やクリスマスコンサー コンクールや学校行事以外でも地 位入賞できるようになりました｡ し'各種のコンクールでいつも上 生の指揮の元めきめきと力を伸ば うようになって以来､岩木和樹先 3年制と6年制が合同で活動を行

お越し下さい｡ 台を作ろうと思っています｡是非 み皆さんに感動していただける舞

っています｡気合を入れて取‑組 スも入れてとても盛況な催しにな ろんのこと'様々なパフォーマン 準備に入ります｡毎年'歌はもち

本当に気持ちよかったです｡

これからいよいよ定期演奏会の

暁高校合唱部は20 3年より

場所 川越あいあいホール 日時 3月20日 午後3時
合唱部顧問 川口 孝子

特集〜文化の輝きをもとめて〜
ァイオリンで進む 誰もがこのままヴ 大会で一位となり' コンクール名古屋 年生には学生音楽

す｡ かしく思い出しま

ールに出場Lt 六校の頃からコンク

日でした｡ に囲まれてその出会いに心が躍る毎

聞くとその頃を懐 な子どもでした｡今でも太鼓の音を 熱中し'運動も大好きな好奇心旺盛 町の仲間と共に諏訪太鼓の練習にも から夏になれば四日市祭りに向けて もちろん大好きでしたが'小さい頃

そんな私が小学

や音楽の世界では大変有名な先生方 しい演奏技術を持ったクラスメート 上野の地で全国から集まったすぼら

それまでの私は'ヴァイオリンは

一人新しい環境に飛び込み'東京

̲I I JI̲ I I̲ I̲ ̲IJ ̲) I̲ + ̲I + I I r

に進学しました｡ して東京蛮術大学附属音楽高等学校 校に学び十五歳の春に音楽の道を志 まれました｡中央小学校'中部中学

JL̲4I rL̲A 41‑AI̲L AI̲ + IA̲+ I̲t I̲' tI̲(

私は昭和六十三年に四日市 で生

故郷の相仙いを立白楽にのせて

バイオリニスト森 彩 香

そんな時'東京のある演奏会で'

私の中の迷いがその時すっと消

で'一位

ク ‑ レ

のかと考え続けていました｡ 自分の本当にやりたいことは何な レッスンをお休みさせていただき' れまでお世話になっていた先生の たいと思うようになりました｡そ ンだけではな‑'色々な勉強もし と思っていた頃'私はヴァイオリ

じた一瞬でした｡ どにも感動させるものなのかと感 は始めてで音楽が人の心をこれほ く涙が溢れ出ました｡こんな経験 ンの音色に心が震え'とめどもな あり'会場に響く深いヴァイオリ 無伴奏バッハの演奏を聴く機会が

えていくのを感じ'中二の秋､今

音楽コン 年の学生 た｡その 心しまし ようと決 戦してみ ールに挑 でコンク 度は本気

ーノ

じています｡ と活力が湧き上がってくるのを感 感謝の気持ちと共にさらなる勇気 温かい拍手と励ましのお言葉を頂き' 度に聴きに来てくださる方々から せて頂く機会が何度もあり'その

活性化やクラシック音楽の良さを ヴァイオリンを通して芸術文化の 第一歩を踏み出したばかりですが' あり'ヴァイオリニストとしての

います｡ て来たいと新たな夢を膨らませて いの中で'自分自身をさらに磨い ることになりました｡新しい出会

入場料 五〇〇円 会 場 本町プラザホール 日 時 7月1日(金) 19時

森 彩香ふるさとコンサート

三歳の時に四日市の教室で初め

成で海外留学に行かせていただけ この夏には岡田文化財団からの助 らに研鋲を積む予定です｡また'

ることができました｡

四月からは大学院に進学Lt さ

ス音楽賞､芸大同声会賞を受賞す 共に経験し'卒業時にはアカンサ ドイツベルリン公演などを仲間と

たと思います｡ のスタートだっ の本当の意味で く'その時が私 時には大変嬉し 入賞を果たした

きく膨らんでいきました｡ 中の音楽に対する情熱や想いが大 じてさらに私の カルテットを通 オーケストラや 仲間と出会い､ とも言える音楽 高校で一生の友

が愛おしく思える毎日です｡ 確になり'ますますヴァイオリン さっている方に伝えたいことが明 でたい音'音楽を通して聴いて下 から十九年余りようやく自分の奏 て小さなヴァイオリンを手にして

こ 数年'地元四日市で演奏さ

私にはまだまだ勉強すべき事が

した｡ 町になればという思いを強くしま

その後'附属

さと四日市も身近に音楽の溢れる

大学在学中にはフランスパリ公演'
たからです｡私は自分のふる るのを目の当たりにし感動し と芸術文化が受け継がれてい みられるという環境の中､脈々

トが行われ'オペラは野外で 毎日ホールや教会でコンサー のあちらこちらに音楽が溢れ ルツブルグやウィーンでの街

いす｡ ども行っていきたいと考えて

それは'在学中に訪れたザ

子ども達への音楽普及活動な 身近に感じていただく活動'

特集〜文化の輝きをもとめて〜
四日市｣全八ページが十数部創 年三月t A五謄写版刷り｢川柳 位置する四日市 ｡昭和四十六 不毛とか謂われた三重県北勢に

った｡東海の奥座敷とか'文化 四十六年二月第一回の会合を持 内外の同好者に呼びかけを行い' 地桂水の三人が発起人となり市 い中'山田独歩'伊藤隆士'保 押し詰まった二十日'慌ただし み難く'昭和四十五年の師走も

rI̲ ̲lrJI̲ l J̲ Il̲J I J̲ J̲ I+̲l

四日市にも川柳会をとの思いや
記念誌にはこう書かれている｡

神髄(叫神よっかいち)を

発行四十年五〇 号達成)

I ̲ ̲ ̲ rJ I' I I I ̲J+̲ ̲ 4

をつなぐ部分｡

人は日常生活の中で'まちが

○のりしろの怠惰 うらからし
のりしろは'どこかとどこか

り返って見たいと思う｡ の担当してきた風の伝言板で振 いないので知る由もないが'私

まった｡創立時の柳誌は持って

ころへ'すでに四十年はきてし

をしようかと思い悩んでいたと

念誌も出したLt 四十年には何

もあった二十年と三十年には記 た｡幸いこともあったLt喜び 夢のような歳月がそこにはあっ

ある｡改めて思い返してみると

四日市川柳会 代表

刊され'川柳の灯が点されたと

まう舌 きり

樋口 仁

肉たっぷりの旬ではあるが'抽 ケートな一面を切り取った'皮 感情に支配される'言葉のデリ

がれたときの舌は'格段に違う｡ 主張があるときの舌と勢いをそ

りの連続であったかも知れぬ｡

に噸る舌も'裏に回れば'綱渡

ことがある｡時としてなめらか むけれど'誰かを攻撃している

ことがある｡お喋りに話しは弾 ふとその気苦労や疲れを感じる

じめの大事さを身につけてゆく｡ ながりを学び'つき合いや'け 知らずのうちに､人と人とのつ

いるといってもい ｣｡知らず

ように'｢学習しながら生きて

いを犯さぬよう､杵を切らない

川柳2011

よっかいち2

それでも痛いはどよく解ります｡

と大がかりな設定なのでしょう｡ 限界点を越えて‑るのです｡何 かし‑もない美しい嘘が作者の

と思います｡哀しくもない'お

物の本質を遺憾な‑捉えている す｡それはまさし‑比倫であり'

におけるリミットを指すもので

○美しい嘘がK点越えて来る
K点とはスキージャンプ競技

い申し上げます｡ れからもよろしくお願

きたいと思います｡こ

市の灯を大切にしてい けられてきた川柳四日

号では

がつきまとう｡

といった感じだ｡これが最新

菱川麻子｡樋口仁と続 す｡保地桂水｡坂井兵｡
と変わってきていま

忠

めぐらさなければならない苦心 つけるために､アンテナを張り

象語の多きもあって'解答を見

特集〜文化の輝きをもとめて〜
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同四十七年'華道会本部参事 的にお花の勉強を始めました｡ 池坊専門学院に入学し'本格 戦後家業を嗣ぐべ‑'京都･

昭和九年池坊に入門しました｡ もと､自然とお花に親しみ､ てお‑ました｡そんな環境の 教える傍ら好んで囲碁を打っ

父は池坊華道教授でお花を

｢私のいけばな人生｣
華道会参与･四日市支部准華老補
小

林

春

荘

I4444llllI A L L A A L A L LllJl dlllll tIIIIIII tIIII fIl tlIlJJ tI t tI tII+4I tJI AJ LIl rJ

ーク､ワシントン等､各地を スコを拠点として'ニューヨ

していただき'サンフランシ

全米いけばな特派講師に任命 ました｡同五十年'宗家から 人口も増えるよき時代とな‑

文化活動も盛んにな‑'華道

トが立ち並び'人口も増加｡ を拝命｡四日市もコンビナー

1

華老補｣ を拝受'いけばな一
りでございます｡ いけ花の教えを受けながらさ に精進を重ねてゆ‑つも

の繁栄を願うおめでたい言葉でございます｡

華道連盟としても先生のご意志をあおぎ‑伝統文化の

池坊の桧一色の立華の大作を出展していただきました｡ 化祭にずっとたづさわってみえまして'六十回を迎えて

青松多寿色 の如‑松は千年も緑を保つことから永遠

謝しております｡ 置かせていただいたお陰と感 彰を受賞｡これも池坊に籍を

より､四日市 文化功労者表 長として二十年以上の功績に

い‑ことを期待して止みませ て孫へと池坊のお花が続いて

師を拝命しています｡ 央研修学院に学び'現在'講 長男 (清高) も京都･池坊中 すぼらしいお花を伝えるべ‑､ てお‑ます｡伝統ある池坊の て､最高の喜びと幸せを感じ 筋に生きてきた私にとりまし

ました｡四日市華道連盟の会

り十四年間支部の発展に努め 市支部長 (父は二代目) とな た｡同五十四年六代目の四日 廻り'池坊の普及に努めまし

同十八年､家元華腸職｢准

いたしま た｡なかでも小林春荘先生は当初から市の文 七流派も会員一同に会いLt 大作の 品に取‑組み展示

市民文化祭第六十回を迎え'記念行事として華道連盟

四日市華道教授連盟 岡 島 孝 子

ん｡

父から私､私から子､そし

特集〜文化の輝きをもとめて〜
であっても'市の財政は年一回の開催

このような市民に喜ばれる盛会行事

私も参加していた｡ 箱｣ の講演会が開催されていたので' 心と身体の元気づくりの｢音楽の玉手 して'明治･大正･昭和の歌を って 音楽療法に広く親しんでもらう講座と 福祉課が介護予防行事を推進する為に' であった｡この日は四日市 介護高齢 室から出て来る人の波は'喜びの笑顔 終わって四日市 総合会館8階視聴覚

平成15年1月10日'歌の会の行事が

誰も知っている歌を
みんなで一緒に
歌って7年
リズムメイトの会会長
川

に第1回の開催から'今年2月は第 の広場｣であり'平成15年10月10日 月一回開催している｢市民シニア歌 防行事として'四日市 総合会館で を行っているが'その一つは介護予

ている｡

口

弘

イトの会｣を立ち上げて今日に至っ 日に38名の賛同者で'｢リズムメ 卒業生に呼びかけ'平成1 5年8月27 祉課のご支援で'リズムカレッジの 早速'この助成金と市の介護高齢福 援制度があることが分かったので' 立ち上げの資金を援助する'との支 と健康づくり事業｣を立ち上げれば' いて'偶々'その年度に｢生き甲斐 え長寿社会推進協議会の役員をして 会福祉協議会の下部組織である｢み に顔を出していた｡一方'三重県社 探すのと歌の勉強などで'あちこち などを行っていたが'楽器演奏者を 動や市の中央緑地公園で花壇づくり げて'市内の介護施設へ歌の訪問活 ンティア団体｢常磐木｣会を立ち上 会大学｣の卒業生の有志58名でボラ

リズムメイトの会は3分野の活動

一人暮らしふれあい行事などへの出
貢献していると思っている｡ 業の先駆けとしてこの行事も大いに があって'これからの高齢者福祉事 動ではあるが'毎回80人程の参加者 訪問は2 1回であった｡目立たない活 前での歌の広場の開催など'昨年の

ー'福祉の家などを会場に'老人会

ていると思っている｡

の高齢者医療費の健全化にも貢献し 予防活動としての役割を果たし'市 平均年齢は72歳前後と高齢者の介護 参加者の年齢はほぼ45歳から90歳' りはあるが'殆どはリピーターで' る｡参加者は月毎に多少の入れ替わ 日もあって盛況裡に行事が続いてい 月平均18名と会場が満席となる

次の活動として'地区市民センタ

なっている｡

この行事はそんな楽しい社交の場と 花が咲く喜びなど'毎月開催される 達と毎月一緒に歌える喜びや昔話に ど色々の歌が歌える喜び'知人や友 喜び'昔懐かしい歌'童謡'民謡な どの生 伴奏楽器に合わせて歌える バ'琴'太鼓'大正琴'ピアニカな

リズムカレッジにも参加した｡ ジ｣ への参加を呼びかけていたので' の音楽療法体験講座｢リズムカレッ に'別途'地域で活躍したい方の為 と参加者にチラシで呼びかけると共 の学びを地域で活用して見ませんか｣ を増やす事は出来ないとして｢今日

その当時'私は既に｢みえ長寿社

一方'お客さんはピアノやマリン

新鮮味のある行事を心がけている｡ 望を伺って'その希望を叶えながら て'アンケートで参加者の意見や希

ている｡

また'私達は行事の裏方さんとし

8 回の開催となった｡
昨年の参加者は年間2㌧25 名'

自分を支え'会員の喜びが会を支え ｢お客様の喜びを貰ってくる喜びが びのある活動だから長く続いている｡ しており'金銭の絡まない'心に喜 て来るというボランティア精神に徹 れる事を第一義に'その喜びを頂い も自分の損得無く'お客さんに喜ば 受講したメンバーであり'どの行事 の結成以前に'音楽療法体験講座を

握手して涙の別れが身に渉みる｡ にふれ合っての活動であり､時には 続いていて'こ では利用者と身近 何れの施設への訪問も連続して長く ているが'昨年の訪問回数は49回' 等へも毎月定期的に訪問活動を行っ サービスセンター'障害者養護施設 の方々が利用されている各地の介護
リズムメイトの会員は'全員が会

また'一方'高齢者や障害者など

特集〜文化の輝きをもとめて〜
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以下の子どもたちも1 5人出演す 生と打ち合わせをして'小学生 暑い8月に'演出家のたかべ先 のは公演のちょうど1年前｡ シーン出演と振付を依頼された
オペラ ｢アイーダ｣ のバレエ

市民オペラ｢アイーダ｣に

参加した子どもたち

って､こちらには王女が座る

れている｡｢こ には扉があ 大きくて踊るスペースが限ら

違ってオペラは'舞台装置が 寧に教える｡さらにバレエと 説明するのと同じように､丁 が子どもたちの役だ｡大人に 女アムネリスの奴隷というの のかを教えた｡エジプトの王 ペラの中でどんな役を演じる

たちに ｢アイーダ｣というオ

した｡

ようにゼロから考えることに

も気に入らず､結局いつもの 参考にしようとしたが'どれ 送を録画したりして'振付の 買ったり借‑たり'テレビ放

ることになった｡ DV を

振付を始める前に'子ども

石井 亨

もいた｡

のほうが緊張すると答えた子

と尋ねたら'いつもの発表会 案外平気だった｡緊張したか‑

戸惑い､驚くかと思ったが､

ることも初めてだったはずだ｡ ケストラの演奏をバックに踊

ラ出演も初めてならば'オー

ありがたいことに､バレエ

っても幸いなことである｡ 物になったとしたら'私にと

唱の人達が何人もいて･･ ｣

ソファがあ‑'そっちには合

子どもたちにとって､オペ

とって'この経験が一生の宝 い｡出演できた子どもたちに

演することはないかも知れな る｡ひょっとしたら'もう上 ラ ｢アイーダ｣ は'大作であ 上演されてきた｡今回のオペ

ている｡

市民オペラは'三年に一度

あたえてくれたからだと思っ が私にインスピレーションを

た理由の一つは､子どもたち

のバレエシーンがうま‑いっ

は何かと考える｡だから今回 その子たちに一番合った振‑

き､出演者の顔を思い浮かべ'

表情が愛しかったのだと思う｡ 役割を精一杯一生懸命にやる

私はいつも振付を考えると

ても可愛かった｡与えられた

出来た｡子どもたちは私が見 方々からも好評を得ることが

りはお客様からもキャストの

シーン､特に子どもたちの踊

表会'行事を通じて れ'市民文化祭や発 れ'ご精進を重ねら

しみつ 技量練磨さ 盛が各方面で深く楽

ますが'今日のご隆 参加させて頂いてい

げます｡

を先ずお祝い申し上 の大きな組織に発展されたこと

20 団体'会員数70 名

ている市民文化祭は60回を越え'

目を迎えられ'市より委託され
四日市文化協会が'本年1 6年

私も行事の折々に
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さらなる文化活動､情報交流で

四日市の発展を
衆議院議員

中川

正春
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のと感じます｡ 蛮術文化は人生の不可欠のも

って構成された､情報豊か 口増加も日本各地から集ま

す｡経済成長後の今日の人

きな貢献'参加をしていま

なっています｡ 生の大きな楽しみの世界にも

心酔されている時の幸せな顔は'

つかない程高い人もいて'人

なかで日本経済や産業に大 海地域とも重要な一体化の が協調しながら繁栄Lt東 で日本を代表する大手企業 業が栄え､戦後の経済復興 西部の田園と港を中心に産
四日市 の街の歴史は'

いしています) (アイウエオ順に執筆をお願

り申しあげます｡ 発展されますよう心よりお祈 大いに楽しまれ'ご活躍とご 頑張ってまいります｡皆様が 地域の発展も含め私も精一杯 変革への対応など大変ですが' 度の切‑替えと'世界情勢の

います｡

政治の世界も戟後60年の制

ギーにもなっていくこと 思

市の文化協会の発展のエネル 伝統文化への理解も含め四日

は専門家との区別が

ーツの愛好者の技量

意を表します｡ 関係者のご活躍に敬 歴代の役員様はじめ

最近の文化やスポ

それぞれの道を楽しまれ､

交流がさらに大きな輪となって' 趣味を通じた文化活動'情報

な街にもなっています｡

全国から集まられた方々と

の成果であることに' 盛り上げられた継続
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川

村又助

日本芸協蒜pB

大正8年(1919) 12月､行方庄助が『川村寓

販路が開けた

古翁伝』 (私家版)を出版した｡文学博士佐

明治9年からは

佐木信綱はその序として次のような一文を寄せ､

販売製造業を始

川村翁の事績を記している｡

め､海外輸出品

｢川村又助翁は､わが伊勢の国が生める偉

の売り込みに尽

人の一人なり｡こたび翁が､遠く安政の昔よ

力｡一方､明治

り今日に至る数十年の経歴をしるして､世に

10年からの国内

公けにせむとする企あり｡翁が伝記の成れる

勧業博覧会や11

ことは､予にとりて深さ心のよろこびなり｡

年のパリ万国大

翁が維新変乱の間に処しては､志士と交はり

博覧会に商古陶磁器を出品して大いに評価され､

て国事に奔走し､その後産業の事に携はりては､

国内外に販路が拡大された｡

寓古焼製造に専ら心を致し､その海外輸出の

明治18年には同業者を勧誘して寓古陶磁器

途をひらかれし功績については､伝記に審か

商工組合を組織し､ 21年には職工奨励のため

なれば､予はまた繰返さざるべし｡ ｣

の研究会を発足させたりした｡この後､各種

四日市駅西町に生まれた川村又助(1843‑

の要職を務めるかたわら四日市商業所設立発

1918)は少年期から小古曾村の売薬商河村篤

起人に加わったりして､寓古焼の進歩と振興

善に仕えるかたわら､本居宣長･平田篤胤ら

を生き甲斐とした｡

の国学を慕い､佐々木弘綱に師事して和歌を

明治33年､又助は(餐)川村組を設立して

学んだ｡また安政3年(1856)以降は専ら売薬

主にアメリカ向けの製品を生産し､前年に開

行商に出て､各地で勤皇の志士とも交流した｡

港場に指定された四日市港から輸出した｡こ

慶応3年(1867)にはその和歌の才能と諸国の

の頃の川村製土瓶や玩具等は珍重された｡

資産家への精通ぶりが大久保利通に認められ､

晩年にはこれまでの功績が認められ各種の

官途に任用されそうになったが､主人篤善に

賞を授与されたが､かつての師佐々木弘綱翁

恩義を感じて固辞｡

の顕彰に尽力したりすることを忘れなかった

篤善が明治7年(1874)に没すると又助は､

一人である｡

新当主古俺に慰留されたものの､独立自営の
素志を実行するために実家に帰った｡
又助は先ず､翌8年には寓古陶器問屋業を開業｡

貿易物としてのサンプルを自家製で製造して､
フィラデルフィアでの万国博覧会に出品し､
その先駆けとなった｡

シリーズ｢郷土の偉傑｣はこれをもって終了
します○ご愛読に感謝します○

志水雅明様には長い間､ご投稿ありがとうご
ざいました○

編集部

字音こねlら
演奏活動(=
ピアニスト
わくわくしたのを今でも覚えています｡

ィーになっていくのがとても楽しくて' 習していくと聞き覚えのあるメロデ をしました｡弾けないながらも'練 ごろの練習の合間に少しずつ譜読み 母に頼んで楽譜を買ってもらい'日

曲と分かっていても弾きたくなって'

ョパンの別れの曲などとても難しい ャイコフスキーのピアノ協奏曲'シ 頃でしょうか?レコードで聞いたチ 年ほど経ってソナチネを弾き始めた ノに興味を持ったのは'それから2

渡連睦美さん

と話してくれました｡私自身がピア 娘の私にそれを託したかったからだ 争中ということもあって夢かなわず' ろピアノを習いたかったのですが戟 母はとても音楽が好きで､子供のこ ノを習わせてくれたのか聞いたところ' れました｡母に'どうして私にピア がピアノを買うと同時に習わせてく

って始めたということではなく'母

ピアノに興味を持たれたのは‑0
4歳から始めましたが'興味があ

の折'両親が｢将来本人が いうところに入学し'面接 て'｢名古屋音楽学校｣と たのがきっかけです｡そし どうですか?｣と勧められ へ出て専門的に勉強しては ではできないので'名古屋 格的なレッスンはこの教室 で習っていた先生に'｢本

れたのは‑｡ ピアノの道に本格的に進ま

小学校2年の時､それま

ていたそうですが‑0 在学中から積極的に演奏活動をされ くることは絶対に許されませんでした｡ 曲に関しては'無造作にページをめ ジを壊さないように'特に'繊細な めくることに対しても'曲のイメー レッスン中は'楽譜のページを一枚 ての心構えも教えていただきました｡ また'井口先生からは'演奏家とし 非常に愛情がこもったレッスンでした｡ てくださいました｡厳しいけれど' 解した時には'体全体で喜んでほめ 井口先生に注意されたことを私が理 時には手が飛ぶことも‑｡それでも' わられ'私は毎回緊張の連続でした｡ 入るとそれはそれは厳しい表情に変 ゃまでしたが'ひとたびレッスンに した｡普段はとても優しいおじいち レッスンしていただくことになりま に教えていただける機会をいただき' いような先生でしたが'幸運なこと も私のようなものが見ていただけな
エピソードは二つあります｡一つ

たそうで‑｡ 結婚後はピアノ教師に専念されてい すが'今でも思い出すとぞっとします｡ 偶然音があっていてほっとしたので にはいかず'一か八かで弾いたところ､ かし'この状況で何も弾かないわけ ったことを今でも覚えています｡し なってしまい'真っ青になってしま から始めるのかさっぱり分からなく
はい｡やはり教えることも好きで

修業中に素敵な先生との出会い‑｡

しています｡ 校への進学に結び付いたのだと感謝 して下さり'それがその後の音楽高 こでついた先生もとても熱心に指導 いころから先生に恵まれていて､こ

レッスンが始まりました｡私は小さ アノとソルフェージュの2本立ての に対して希望したので'そこからピ 本格的に指導をしてほしい｣と学校 どう選ぶかはわからないけれども'

井口基成先生です｡本来ならとて

そろ私の出番だという直前に何の音 このような長い休みが終わり'そろ

ります｡そして'演奏会の本番の時に' てその後ピアノが入るパターンがあ 協奏曲には何十小節もの休みがあっ 曲なので長いお休みがないのですが' とです｡普段弾いているのはソロの てもらって校内演奏会に出た時のこ ェンのピアノ協奏曲を友達に伴奏し もう一つは'大学の時'ベートーヴ で持ち帰り'ずっと練習していました｡ チェロを実家のある多度までかつい うに'夏休みには星ケ丘の学校から ている他の2人に迷惑をかけないよ 科であったので､本職の楽器を弾い りました｡チェロ担当の私だけが副 を弾くということはとても勉強にな です｡また'自分の専攻でない楽器 てもらったのは､とても楽しかった アノ3重奏曲第‑番の一楽章を弾かせ 1年がかりでメンデルスゾーンのピ 私1人だけでした｡そのような状況で' 同学年にチェロ専攻の生徒はおらず' ロを弾いていたころのことです｡当時' めは'高校3年生の時､副科でチェ

一時期､ピアノを止められたそうですが‑0

られたそうですが‑｡ こ 3年くらい前から演奏活動を始め 別世界の生活をしていました｡ 自分の練習どころではなく'1年半程 出場するところまでこぎつけ'本当に 人数も多く強かったので､全国大会に りました｡ またまその年のチームは さにレッスンも縮小せざるを得なくな 引き受けることになり'あまりの忙し まして'5年の秋から父母会の会長を のですが'二男が少年野球をやってい

ギーはなかったのですが'たまたま彼 いても'一人で活動するほどのエネル ました｡いずれ演奏したいとは思って 在ユニットを組んでいる友人に出会い

した｡ った曲などをできるだけ練習していま

で気に入った曲やいずれ弾きたいと思 ンの合間には'学生のころに弾いた曲 と思っていました｡ですから'レッス なら'やはり誰かに聴いてもらいたい ずっと心に残っていて'音楽を続ける と教えてくださいました｡その言葉が ないのだから大成功だと思いなさい｣ のメッセージが伝わったことに間違い それが批判であったとしても'あなた わる演奏をすることが大切で'たとえ 演奏者が聴き手に何かメッセージの伝 スのない上手な演奏が良いのではなく' 悩んでいた時'ある先生が｢音楽はミ 生のころ'人前で弾くことの難しさに すが'演奏することも好きです｡大学

ピアノをやめたというわけではない

少年野球に振り回されている頃'現

かがでしたか‑｡ 昨年の文化会館でのコンサートはい は本当に心強いものです｡ で孤独ですから'友がそばにいるの ピアノは1人で弾くことがほとんど 演奏できたらい なと思いました｡ 激しました｡そして'ずっと一緒に 出会い'やっと思いがかなったと感 求める方向性が同じ友人と幸運にも

っかけです｡そう思っていた矢先､ 思っていたのがユニットを組んだき ならぜひアンサンブルをやりたいと 楽しさを知り'将来'演奏活動する きました｡そこで'アンサンブルの 徒の伴奏'といろんな人と合わせて サックス'声楽'そして指揮科の生

さなコンサートを開くことにしました｡ 回｢かってにおさらい会｣という小 での演奏になれるようにと'毎年一 レパートリーを増やし'そして舞台 いつか本格的な演奏会ができるように' 楽しめる空間になったらい なと' を演奏者も聴衆も気取らずにともに 動が始まりました｡クラシック音楽 な人に声をかけたところから演奏活 らえる方がいたらい なと思い身近 たいと思い'それなら誰か聴いても せっかく練習するならホールで弾き 降りるまで待ってもらいましたが｡ といっても'私が少年野球の会長を 速その曲の練習に取り掛かりました｡ 出会ってすぐから意気投合して､早 た曲が同じだということがわかり' 女も私もいつか弾きたいと思ってい
学生時代には'ずっとヴァイオリン'

ランクのソナタ｣を弾き続けたいと た曲であり､難曲中の難曲でもある｢フ 私がユニットを組むきっかけとなっ

今後の夢は‑｡ なと'それを思って演奏しました｡ てくださった方の心にしみたらい 演奏ができたら'一昔でも聴きに来 きなくても心のこもった自分らしい も感じていました｡立派な演奏はで 思う反面'ものすごくプレッシャー ませんでしたから'とても嬉しいと 立たせてもらえるなんて思ってもい 奏家が立たれる舞台と同じところに うでした｡私のような者が一流の演
友達と2人で'人生を終えるまで'

文化会館でのコンサート'夢のよ

なんかがあるとより良いですね｡ れませんが､そこにグランドピアノ います｡ちょっと賛沢な希望かもし いただけるお店があるとい なと思 など飲みながら楽しく演奏を聴いて れしいです｡あとは'お茶やワイン かサロンのような場所があったらう

四日市での演奏活動について‑0
気軽に演奏できる小さなホールと

(インタビュアー 西村 邦彦)

しました｡ で本番を迎えることの難しさを痛感 間に自分を置き'限られた時間の中 が取れず'生活と切り離した別の空 とても大変で'思うように練習時間

んが‑｡家庭と仕事と練習の両立が が立ち直るのも早いのかもしれませ でした｡でも'逆に考えたらその方 ないですよね｡その切り替えが大変 するときには'切り離さないといけ いことやつらいことがあっても演奏 よかったと思います｡個人的に悲し もらったとき'本当に頑張ってきて 演奏に対して温かいお言葉をかけて らない曲だけどほっとした‑｣など 方から｢心が和みました!｣や｢知 曲を演奏した時'聴いていただいた

ています｡ ようなコンサートを開きたいと思っ は離れた静かな空間にお連れできる けるような'また'騒がしい日常と た方々に'ほっと一息ついていただ 勉強しながら､聴きに来てくださっ 思っています｡そしていろんな曲を

悩んで悪戟苦闘しながら練習した

演会が行われた｡ 子供の声を聞こう｣と題して講 で'小中学生を対象に｢世界の

二月七日 市内西笹川中学校

戦場カメラマン渡部陽一氏の講演会
四日市 立西笹川中学校人権フォーラム
叩』訂町鈍い什

. r･1,.1

■ik息i

のスタイルで彼が姿を 後のカーテンが開き例 で開演を待っていた｡

約三百名程が体育館

怪我､又栄養失 た子供'病気や 弾で家族を失っ て撮影した‑爆 弾の下をくぐつ ッキに身を固め' 時には防弾チョ イール等を回り､ パレスチナ､ザ

けに､イラク' けたのをきっか

士から銃撃をう 人位の子供の兵 ャングルで二十

彼を迎え入れた｡ 大歓声と拍手で 現わした途端'
アフリカのジ

せんじJ=う

でしまったり､町に爆弾が落とされるなんて‑.

い

かす

戦場に行った数だ

護爺さんの腎は徴の雀駕からは憩覆できないものでした｡闇で毒秦が尭ん

げっらい患い畠があ
はなかすせんじょう

懲は等EEjSの窒駕に態奴しなlナればいけないと篭った.懲たらは戦等をあら

ないけど､イラクのきどもたち正敏等しかあらないんだなあと患うとすごく簸

13ん 意です.

り､話す教だけ戦場に
いかすせんそう

行った数になる｡戦争
の姦穆さを琴の享ども

な声で 例の口調で身ぶり' て居られるのである｡ 大き 回って地道に反戦運動を続け 和のあ‑がたきを説き各地を た子供の実状を世に訴え'平 調等'戟争のギセイ者となっ

つたせん

たちに伝えるために戦
じょうい

琴畠の腎を轟いて､蓋爺さんのすごさをあっ
た｡ボクも護範さんのように椅かに畠会って､そ

ポL奮懸｡､聖なに荷かを散られる笑にな
ほ^lとうへいわ<G:い

りたいと思った｡僕たちは本当に平和な国で生き

ている｡色艶こは親等で蔭っいている天がたくさ
んいることを曲った｡ポクはその芙たちに筒かを

し空ければいけないとおもった｡萱鮎島ている
と子どもたちが兵韻で誓っていて､その管が醤
撞音韻でした｡

場に行っているのだ

ろう｡

畠券たちは､敏潜に
い

ほんとう

行っていないから本当
こわ

の怖さはわからない｡

でも等畠の腎を轟い
て､戦嘗丈痛く態ろし
いところであることが
すこ

少しはわかった｡

鮪さんの腎を轟かせてもらって､イラクやエジプトで畠きていることは畠券の琴の茎葉とはかけ競れて

忠,莞こ告‑雲と臥乱た｡そして翫畠券のことばか｡誓えているなあと乱聖{=｡翫ちは鮎
生活や好きな眼･ブランドのバッグ･ジュエリー･晋がJ軋いからお釜を静めた｡､働いた｡よているけ

ど､淋さん戚㈲こ待って%juなに経を矩するためにテレビに点てお釜を鮎ている｡誰かのため
にがんばれるのがすごいなあと思います｡

自筆の宣駕が皇たり箭でないことを義範さんはあっているからこそ､ただ茨を鮎だけでも舶できる｡畠
ぶruみす0)おもおも

分にとってはやっぱり｢ただ水を飲む｡｣と思ってしまうけど､ ｢ただ｣ではないんだなあと思いました｡

畠執ま執事の怠こっているイラクを｢ただかわいそう｣とか慧うだLナではいU･ないと患う｡豊かな白鷺で生

かしてもらっている｡だから竺誓紙生きなければいけないと患う｡この鞠な自筆に生まれたんだから奇

雛もあ禦ぎらもっと聖とがんばらなければいけないと鮎｡簡馳ま稲に鮎られないかもしれ
ないlナビ､書巳知ったことや感じたことをすぐに慧れる畠執こならないようにしたい｡いつまでも畠描い
ている畠券でいたい｡

l l内は講演を聞いた生徒のみなさんの感想文ですo

った｡

(リポーター 本郷 信弼)

いまよう｣｡で話を締め‑

りかけ｢世界中のどこかで会 手ぶりを交えて子ども達に語

旅と人の大好きな方です｡ でした｡館長は加納重男さんで があることを知ったのは二年前

味わったのである｡ 円空も全国行脚し未知の世界を 史にふれるのである｡西行'芭蕉' 人と出会いその土地の文化や歴 もむき一木一草に心をひかれ' は旅に出て､知らない土地にお

四日市に｢小さな旅の記念館｣

旅とは (出会い) である｡人

了. 111リ(.5

四日市地域まちかど博物館

心と文化をつなぐ

小さな旅の記念館
IL所在地

四日市市清水町1‑52
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行先の写 壁には旅

りました｡

が多くあ しいもの むと懐か 駅名を読 いました｡ べられて

し‑と並 いがぎつ 百枚くら

場券等五 半券'入 は切符や' ケースに

のか興味をもって訪問しました｡

うな展示品や風景写真がある 開かれたそうです｡ どのよ 記念切符を整理して記念館を

った搭乗券やIRの入場券'

館内の

トの片隅にたま

るようにす められ温かいも

国を旅しボケッ 仕事の関係で全 から二十年以上

ことを話され是非自宅へ泊ま 昔四日市で運転手をしていた たタクシーの乗務員さんが' のひとつは'宮崎市を初来し を聞かせてもらいました｡そ

一九八〇年頃

語っていました｡ あせているのが旅の歴史を物 真がか げてあり､色が少し

館長さんに旅のエピソード

の中で光っ 貝がケース

と今もその を下さった ｢夜光貝｣ 沖で獲った ばれ与論島 がとても喜 食堂の老人 西鹿児島の へ届けた時' 産にと旅先 の急須を土 四日市万古 ふたつめは' けたこと' てなしを受

た句がありました｡ ってふと私の心によみがえっ ました｡記念館を去るにあた たいと館長さんは言ってみえ

に拍手を送りたいと思います｡ 館をひらかれた加納重男さん 旬でした｡今まさに春｡記念 洞｣芭蕉の奥の細道の出発の
(レポーター九鬼 多賀子)

｢行‑春や鳥噂き魚の目に

どうか気軽に立ち寄って頂き 盛‑上がる時もあるそうです｡ クのアルバムを開け旅の話が ニアの方が来訪され'リュッ

くことでしょう｡たまにはマ

を訪れた方は旅の話に花が咲 物など ｢小さな旅の記念館｣ 各々の土地の人々の人情､風 各地の旅の切符にこめられた

嬉しそうでした｡ かけにもなったと館長さんも

記念館に蒐集された'全国

会い｣ が文化を紹介するきっ 全国を旅していて ｢人との出 ているのをみて感動しました｡

中でお稽古した‑ね｡吉田市長 ました｡戦後は焼け残った蔵の 濁っています』 って｡私感激し みえませんか｡私あの時の葉書 後に声かけられて 『踊‑踊って 唄 唄った‑､軍服着て踊ったり｡ いた葉書配って'日の丸持って (元気になってください) と書 戦争中は慰問にも行きましたよ｡

これは八歳の初舞台の写真です｡ お稽古に連れて行かれました｡ 両親が家元の人柄に惚れ込んで' 和五年生まれです｡六歳の時に' る昭さんは現れました｡｢私昭 軽やかな身のこなしで'赤堀つ
結城紬をさら‑とまとって'

私踊りに〝感謝'感謝〟です｡

赤堀流 赤堀つる昭さん
柄そのもの｡｢結婚や出産でや

る温かい声が'つる昭さんの人

‑伊勢言葉が交じった張りのあ で台詞の稽古する位なんです｣ をもって謡った‑､お風呂の中

されています｡ 座等で開催

は毎年御薗 堀会の公演 舞踊で'赤 た品格ある 統を踏まえ 名古屋の伝 独立'昔の 西川流から 昭和の初め

んですよ｣ んな式典にも呼んでいただいた の時代は､芸事も盛んで'いろ

赤堀流は

｢私本当に踊りが好きで'等

てる

ら踊‑をや‑たいんです‑ ･燃 もう一度生まれ変わって初めか 歳を迎えられた'てる昭さん' や主人のおかげです‑｣｡八十 れていました｡私の踊りは両親 各幹部さんに挨拶して回って‑

筋の姿は力強く見事です｡ をきちんと生きて､尚 踊‑一 つきました｡家族を愛し､昭和 の熟練の舞を拝見して'帰途に
(レポーター 清水 嘆美)

感謝'感謝です｣｡ 続けようと｡私'本当に踊りに 通える間はお弟子さんの稽古も

半世紀を寄‑添った名取の方々

ったんですけど､虫が知らせた せました (笑い) ｣｡｢後に知 て‑でも'踊‑が彼女を復活さ

んでしょう､主人は亡くなる前'

舞台のお稽古を始めています｡ さいます｡今は今年の赤堀会の にいらしやいよ』 と言ってくだ お家元が 『昭さん'毎週お稽古

して'本当におばあちゃんなっ ｢父が亡くなった時はげっそり

える想いのお話がつづきました｡
｢少し足も痛いんですけど'

初舞台の写真

秘書役も努める赤堀昭奈さんは せでした｣｡愛娘で今や家元の 主人の理解があって'本当に幸 めていく人多いけど'私と娘は

混声合唱団｢ヴオーチエ｣
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音楽を楽しんで頂いています｣ 演奏会を開き､市民の皆さんに ます｡その一つとして毎年定期 の願いを持って活動を続けてい 楽文化を根付かせていきたいと

ーが流れ始めた｡ 空気の中'素晴らしいハーモニ れまでとは一変し､張‑詰めた 始まりタクトが振られると'そ ていた｡稲葉祐三先生の指揮が 和やかで暖かい雰囲気に包まれ ｢なやプラザ｣ の三階音楽室は の練習を終えた団員達が集まる

は'四日市にしっか‑とした音 お話を伺った'｢結成以来私達 正さんと副代表の女性お二人に

る日曜練習の日であった｡午前 前十時から午後四時まで行われ ある｡ 訪問したのは月一回午 四日市を代表する混声合唱団で 現在五十九名の団員が参加する

エ｣ (イタリア語で ｢声｣) は

集まって結成された ｢ヴォ‑チ

練習の合間に代表の小岐須敏

平成1 8年'歌を愛する仲間が

■ヽ
一 ̲

年の様だそうです｡ボラ で始まり音楽で終わる一 メンバーにとっては音楽 けてまた準備が始まり､ と'次の年の演奏会に向 が'定期演奏会が終わる た練習が続けられている 期演奏会に向け熟の入っ

第五回定期演奏会は次の通りである｡

下さい｡ 詳細はヴオーチェホームページをご覧

■■

■■

■■

■ ■■

■■ ■■

●■

との事｡現在は七月の定 いるが宗教曲にも挑戦している 来明るく楽しい曲を得意として バーによれば､この合唱団は本 と小岐須さんは語る｡女性メン

1 . ‑ 1 ‑ ‑ 1 ‑ ‑ 1 ‑ 1 I〜

高校生以下 五〇 円 入場料一般 l､〇〇〇円 四日市 文化会館 第二ホール 開場 十三時三十分 開演 十四時 平成二十三年七月二十四日(日)

と共にゆっくりと流れてきた｡ 声が植え込みに咲‑水仙の香り
(レポーター 石塚 匡木)

です｣ とも話してくださった｡ の思いを新たに出来る良い機会

けると思います｣ きっと皆さんに楽しんでいただ 歌は勿論のこと'ピアノ演奏も 合唱作品集を予定しています｡ として二台のピアノ伴奏による 訪ねした｡｢今回は新しい試み る第五回定期演奏会についてお

寒さの中に伸びやかで澄んだ歌
会場を後にする時'藻とした

最後に七月二十四日に開かれ

また違った喜びがあり'合唱へ 設で私達の歌を聴いて頂く事は'

う事も楽しいけれど､色々な施 行っている｡｢大きな会場で歌

ンティア活動として施設訪問も

於 四日市 文化会館 平成二十二年十一月三日首尾

仮の世に散りゆ‑花も咲く花も

春の綿雲仰ぐ雲水

月もよし手酌もよろし夜鷹蕎麦

未来へと希望をつなぐcoplO

縄張りめぐる鳥の妻恋

孤独をかこつ後期高齢

はまり込む沼の深さは底知れず

ラッシュアワーヘッドライトが刺し違え

職はためく京の顔見世

回転扉出るに出られず

ひとつ編みひとつせがまれ登寵

遠き日の夢が落ちてる遊歩道

麦藁帽子駆けてすつ飛ぶ

絡み‑る手を握りかへして

夜更けまで月見団子のつやゝかに

長‑尾を引‑犬の遠吠え

俳席にこゝろ和むや文化の日

半歌仙｢俳席に｣ の巻

菊の館に集ふ連衆

岡本 耕史
.∫

福井 発一

書操子

大泉美千代 静 寿美子

瀬野 喜代 蛭川 晶代 松平菩提子 西尾 泰一 平田 喜久 岡本 耕史 西田 青沙

菩提子
耕史 品代 書代

喜代 晶代

泰一

捌

革命☆串☆☆申せ☆革命☆串命☆革命☆串☆☆☆☆埠☆☆斡☆☆卒☆☆卑☆金串☆☆埠☆☆埠革命☆卒☆☆串☆☆串☆☆串☆☆串☆☆

の実作をお試し下さい｡ 現代の短詩型文学にも役立つ様々なノウハ を伝えています｡一度連句

もの多い'それが残念でな‑ません｡右のような長い歴史を持つ連句は'

いるところです｡ 文学に非ず｣としてバッサリ切‑捨てられ しまったのはよく知られて

すが'同時に俳語から句へ引き継ぐべくして見捨られてしまった
傍ら'俳句にも関わる者として'その子規 功績は多とする ころで

西田 青沙

流のいわゆる月並調に終始し､やがて明治に入って正岡子規に｢連俳は

たちを除いて'力のある指導者も現れず､幕末にかけて俗趣味､似非風

期を迎えました｡それが､芭蕉を頂点とする元禄俳静でした｡

ですがその後'盈つれば鷹‑の言葉通り'天明の頃蕪村やその仲間

はな‑'今､此処に生きる人々の哀歓を活写する新しい文学とて最盛

たかの明智光秀は､連歌の名手としても知られています｡ 領国に招いて打ち興じました｡天正十年六月､本能寺で織田信長を討っ 俳譜之連歌を好み'機会あるごとに連歌師呼ばれる有名指導者たちを

た町人階級へと広まってゆきす｡そして洗練され､単なる言葉遊びで

やがて世の中が平和になると'｢俳語之連歌｣は新しく力をつけてき

用いて行う滑稽な連歌を好みました｡それが｢俳語之連歌｣ です｡
あまり知られてはいませんが'名だたる我国武将たちも'この連歌や

事を簡略にLt言葉遣いも雅な歌ことばではなく'自分たちの日常語を

頃でした｡

時は武士たちの天下で､彼らは'正式な連歌とは別に'小難しい約束

も次第に調えられ'一つの独立した文芸として完成をみたのは南北朝の

とが｢枕草子｣などにも書き留められています｡それが'形式や約束辛

一首の和歌を五七と に分け'それを二人で詠ん機知を競ったこ

その名通‑'起こりは平安貴族たちが始め｢連歌｣という言葉遊びで'

上に掲げた作品は連句です｡正式には｢俳譜之連歌｣といますが､
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NPOちょっと自然副会長一木

勝弘

I.ハへ1,笈L(=iJ･｢蒼､T∩!一ミー

鈴鹿山麓研究学園都市の東の斜面を下りたところに私達のビオトープの池
がある｡ビオトープとは､ ｢特定の生物群集の生息を目的とした一定の空間｣

と訳されている｡特定の生物をめだかとすると特定の生物群集はめだかとめ
だかの餌となる微生物､めだかを食べるタイコウチ等の水生昆虫等で構成さ
れる生態系を指す｡この他にはめだかの他にタナゴや鮒､モロコ等も生息し
ている｡池の周辺に菖蒲やネコヤナギ､ミソハギが咲き､池の中には睡蓮の
花が浮かぶ｡モリアオガエルの卵塊がネコヤナギにぶら下がり､ギンヤンマ

の雄が雌を待って池を旋回する｡小さな池ではあるが､それなりの生恵系は
出来てきた｡難しいのは管理の程度である｡完全な管理をすれば公園になり､

手を入れないと雑草が優位になって生態系は壊れる｡注意深く池を見つめ､

ほんの少し手を入れている｡人間は自然を征服する強烈な力､技術を持って
いるが､自然に癒されてもいる｡池でひとり仔む女性の方が言った｡ ｢遠く

から来るんだけど､ここが一番安らぐわ｣ ｡写真は､芳山理事長(下段左か

ら2番目)以下NPOの仲間です｡私たちは今まで取り組んで戴いた仲間達､

ご協力を戴いた方々の思いを忘れず､これからも芳山理事長のもとで楽しく
自然のお手伝いをし､自然を愛しみ､そして癒されたいと思う｡
‑
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第四号議案 平成二十三年度活 第三号議案 規約改定案 第二号議案 新年度各種役員案

◎評議員はこうして選びます｡ きます｡ さい｡評議員でなくとも出席で 者のみなさま'ぜひお越しくだ ◎会員のみなさま､団体の代表

第一号議案 平成二十二年度活 議題 (予定) 会 場 文化会館第3ホール

日 時 五月十四日 (土)

ませんが'観客数と出演団体数 まだ最終的な総括ができており

な開催形式で実施してきました｡ 実行委員会'市民公募など様々 〇回の歩みを抱えて部門企画' ました｡一つ一つの行事は'六 どを含めて三十四事業を開催し は'特別記念事業､協賛行事な

市民文化祭第六〇回を終えて'今後は

平成二十二年度の市民文化祭
動報告案(決算を含む)

動方針 (予算を含む)

一時三〇分開会

属の評議員に伝えます｡ を聞いて'まとめてたものを所 に内容を説明し'意見や､要望 れをもとに所属の会員の皆さん に配布されます｡代表者は'こ 案書) は'一か月前に各代表者 ◎評議員会に提案する次第書(読 見を述べることができます｡ 議では'評議員会に寄せたい意 者の互選で選びます｡代表者会 は所属代表者会議を催し'代表 ます｡これを受けて部門の理事 で各部門の代議員の定数を決め 四月七日 (木) での常任理事会

館が昭和五十七年(一九八二年) きました｡そして現在の文化会 和三十五年 (一九六一年) にで それから念願の市民ホールが昭 を使用した｣と聞いております｡ 校の講堂や体育館'公民館など

に迫る勢いを感じています｡ を合わせると前回以上の五万人

六〇年前の発表会場は､｢学

事業部

スなどはすでに三〇周年を超え 川柳'四日市吹奏楽団､コーラ どは五〇周年'四日市交響楽団' 日本舞踊'バレー'諏訪太鼓な す｡そのような中でマリンバ' 的に増えて現在に至っておりま 〇'三〇､五〇､二〇 と飛躍 表団体数も初めは一ケタから二 にできて三〇年にな‑ます｡発

アメリカから指揮者を迎え
オーケストラと合唱団の
｢第9｣練習

各流派競っての生活文化合同展

おりますので'ご期待ください｡ 項を作成して開催準備を始めて

ます｡ った文化の祭典｣として開催し 民芸術文化祭として ｢ひと味違 文化祭の名称は'この機会に市 っていますが､使い慣れた市民 三年度'第六十一回は目前に迫 のような思いを込めて平成二十 いなる発展が期待できます｡そ

を入れた市民芸術文化祭実施要 祭典｣ が開催できるような下地 そのため ｢ひと味違った文化の いただ‑よう期待してお‑ます｡ 文化振興への熟き思いをお寄せ 観客のみなさまには'今後とも
文化協会加盟団体のみなさま'

ました｡

六〇年の歴史を考えますと大

四日市短詩型文学祭の表彰式

お問い合わせ 先川田勝(幾田宗男) 入場料 無料 後 援 E]日市市文化協会 主 催 三重奇術愛好会 会 場 四日市 文化会館 第2ホール 日 時 5月4日(祝･水) 1 3時 0分から

(未知へのご招待)マジックお楽しみ会

お問い合わせ先 大河寛紫 入場料 無料 主 催 寛紫芸(日本舞踊) 会 場 四日市 文化会館 第2ホール 日 時 3月18日(金) 午前日時開演

●●●●●●●●●

お問い合わせ先 花井峰昇 入場料

大河流 寛紫会

無料 エフ工ムよっかいち株式会社

E]日市 局､株式芸社シ‑･ティー･ウイ､ 四日市 ､四日市 文化協会､中日新聞

三省芸 四日市 文化会館 展示棟

日時

第4 7回

3月1 8日(塞) 1 2時0 分〜1 7

三省会書作展

丁/F･059‑326‑3587

2 0日(日) 9時30分〜1 6 1 9日(土) 9時30分〜1 7
T･059‑35 ‑0782

T･059‑353‑2874

時時時
000000

分分分
●●●●●●●●●●●

後 援 田日市 四日市 教育委員会 田白市 文化協会 主 催 混声合唱団ヴオーチエ 入場料一般一〇 〇円 高校生以下 五〇 円 会 場 E]白市 文化会館 第2ホール 日 時 7月24日(日) 開演1 4時

お問い合わせは 059‑35I781 (小岐須)

三重県合唱連盟 中日新聞社(いずれも予定)

混声合唱団ヴオーチエ第5回定期演奏会

●●●●●●●●●●

後 援 四日市 (財)四日市 まちづくり振興事業団 主 催 四日市交響楽回

お問い合わせは 059‑32 ‑05 8(水谷)

中日新聞社

入場料一 般 一〇 〇円(当日二一〇 円) 指 揮 角田鋼亮 芸 場 四日市 文化芸館 第1ホール 日 時 6月5日( ) 1 3時 0分間演

四日市交響楽団第3 国定期演奏会

後 援 四日市 朝日新聞社 主 催 日本アマチュア将棋連盟

中高校生 五〇 円(当日七〇 円)

会 場 いずれもE]日市 文化会館 展示室

059･1354･lU731(西村)

日 時 特別予選会‑5月1日(日)日時

第3 回全 アマチュア将棋レ⊥丁インク選手権全国大会

全回大会 ‑5月3日(火)〜5日(木)

〜観戦中にできます‑入場無料〜

1 0時〜1 8時

簡単

ｸ*b 7X8 85 8ｸｭ 染めときもの きもの工房 甜え

四日市市鵜の森1‑7‑13℡059(352)4253 俶ﾉ?ｨ
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｢四日市 文化協会って何?｣

そんな会に出会えたことを本当に ではないでしょうか｡いま'私は 交流が可能な所'それが文化協会 中でも二百団体'七千名の方々と 学ぶことも出来ませんネ'多忙な 事や交流がなければ'知ることも とを理解するには祝せていただく すが'あまり興味のない世界のこ けてこられたことを｡私も同じで 長年展覧会'展示会や交流会を続 等｡師と仰がれる先生方の指導で 山野草'水石'フラワーデザイン 道｡生活文化2には'盆栽､菊花' には茶道'煎茶､盆石'華道'香 をとってみ も例えば生活文化‑ 洋楽'などなど'そのなかの一つ 存じですか､文芸'美術'邦楽' んか･ ･｡二百団体のことご お考えになったことはございませ 市の文化協会の大きなメリットを ‑人と人との交流を生むもの｡当 かさ'生活の質を高めるだけでな 仕方ではないでしょうか'心の豊 で･ ｣｡文化とは私達の生活の 化のことはあまり知らないの ーツ関係に携わっているから'文

わだ街は

先日ある名士から ｢僕はスポ

す'.pJい人達だいっぱい

協会｢サポート募集｣係へ提出し 用紙に必要事項を記入して'文化 ○登録方法･ 文化サポート応募 ります｡

一般的です｡それ以上の場合もあ

○サポートの時間は二時間以内が 会場設営など｣が主です｡ 棟内では'｢机椅子の搬入･搬出' プログラムの配布｡など｣｡展示

口 (受付) で､｢チケットもぎり'

○サポート内容は'文化会館入場 に応募出来ます｡ す｡どなたでも'文化サポーター 化サポート (支援) を行っていま 踊発表会'展示会などの催しに文

加盟団体が主催する音楽会'舞

〜四日市文化協会ではサポータを募集しています〜

をた き込む､専門用語を間違え て'前日百科事典を開き予備知識 ができるだろうかと弱腰に鞭打っ してまいりました｡無知識で質問 ろ‑･ ･毎号企画会議で自問 白い人やすごい人が住むとこ 私達の街ってどんな所‑どんな面 仰せつかって9年がたちました｡ るような情熱の意味) の編集長を

ション｣ (燃え 化情報誌 ｢パッ

は最高!｣ ｢インタビュー ます｡ 幸せに思ってい

四日市市の文

○申込先‑510‑0 57

TEL/FAX

四日市市文化協会 四日市 昌栄町二十一‑十

の良いとき活動に参加できます｡

末日です｡ ○募集の締切は平成二十三年五月 給があります｡ で一〇 〇円 (交通費程度) の支 ○報酬はありませんが二時間以内 ○期間は二年で更新可能です｡ て下さい｡

とでしょう｡

楽しみながら気負わず'ご都合

うございました｡ 感謝をもうしあげます｡ありがと 懐かしい｡ご協力を頂き'心より い思いが通じた｡あの感動は今も 訳'そして4名のエジプト人､熱 し込んだ｡部長'研修管理員､通 T) の研修員にインタビューを申 境技術移転センター(略ICET 会話の出来ない私が (財) 国際環 数十枚を一枚に絞る｡ある時'英 ないようテープでのお許しを乞う'

これからも感動を伝えて‑れるこ
燃えるような｢パッション｣は

事務局(文化サポート募集係)
0591351 3729

広報担当 石 松 延

奥山秀男

●発行所

います｡

パッション第四十四号

TEL･FAX 四日市 昌栄町二一‑一〇 〒五一〇‑〇〇五七

☆当協会も組織力を高め充実した

☆新広報部員さ‑ん‑･お待ちして

●編 集 ●発行人 ●発 行

〇五九(三五一)三七二九

四日市市文化協会 九鬼多賀子･石塚真木 内田量子･加藤 武 本郷信輔･清水暁美 山口香魚･中西まき子 石松 延･石井 享 文化協会広報部会 木村道山 平成23年3月15日

(延)

行事内容に取‑組んでいます｡

☆今号の特集では初体験プロと共
けします｡ 演したこどもたちの感動をお届

☆わが街も文化の大切さを考え始
めた感｡期待したいものです｡

☆もうすぐピカピカの一年生達が

う季節ですね｡ 春風の中を駆けてゆくのに出会

《編集後記》

清水会計事務所
税理士
税理士

清水
清水
〒510‑0095

常雄
秦
三重県四日市市元新町3番10号

TEL (059) 351‑5286 (代表)

FAX (059) 351‑5297
E‑mail : shimizu‑kaikei@nifty.com

･･‑一･一小窓の演出から､
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増改築までJ
総合インテリア

監雷詰慧監東3THB̲8̲T2
TE

L

FAX

(059)‑346‑7933(代)
(059)I‑346‑‑7913

E‑mail: K‑Kataoka@mx.bayc托y.ne.jp

十…

