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第55回四日市市民文化祭が四日市市文化協会の皆様のご協力により、盛大に開催されますこ

とは、まことに喜ばしいことであります。

本市では平成16年度に文化振興ビジョンを策定するとともに、本年4月 1日より文化振興所管部

局も教育委員会から市長部局に移管し、市民が主役であるという認識のもと、各種文化振興施

策を積極的に展開していく所存であります。

市民が′い豊かに生活できるまちを実現するためには、市民による市民のための文化活動の呆
たす役割が極めて重要であり、それだけに市内で活躍しておられる多くの文化団体の方 が々集ま

り、互いに情報を交換したり協働するといったネットワーク化を図ることにより、新たな可能性が生ま

れてくるものと考えております。
こういった取り組みを通じて文化活動がより豊かな地域社会づくりにもつながり、「魅力と活力に

満ちた産業と文化のまちづくり」に向けた大きな推進力になるものと確信しております。

今回の催しに参加される皆様におかれましては、日頃の精進の成果を遺憾なく発揮していただ

けるものと大いに期待しているところであり、これを契機に四日市市の市民文化が、よリー層実りの

あるものになることを祈念しております。

四日市市長

井 上 哲 夫
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四日市2005プレアート展

第 1展示室

日本民踊発表会

第5回 陶彩会作品展

第3展示室

四日市風の谷ウィンドアンサンブル
第5回 演奏会

第1ホール
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文化会館全館

箋    nll
第4ホ ール

第40回 秋の文fヒ祭

市民社交舞踏会

第4ホール

担当者/きむらいさ夢 容 33-2385

2000年 2月 に結成した吹奏楽の市民バンドです。

年 1回のこの演奏会を中心に,舌動しています。

私たちの演奏を通じて、みなさんと一緒に音楽

を楽しむことができたらうれしいです。

担当者/植田武憲 866-3467

-般公募50団体による舞台、展示などの発表会
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すので、こ期待ください。

担当者/事務局 ● 51-3729

講習会  17日 (土)13:00～ 14:30

訳
『

ス電蓼品0♀品:萬 滉 員25名) .
デモンストレーシ∃ン 18日 (日 )13:30～ 15:30

無料 (定員150名 )

担当者/(社 )日本フラワーデザイナー協会三重県支部 佐藤志津 ● 0594-21-8787

あさけプラザ文化団体に集う40サークルの舞台

展示の発表会です。会員によるバザーも催します。

地域文化の祭典として根づいています。

素謡 (8番 )仕舞 (9番 )小鼓独調 (2番 )大鼓独
鼓 (1番 )。 一般の方には仕舞 (能の中の舞所を
謡に合わせて袴姿にて舞う)がみどころです。

担当者/赤丼重規 ● 53-8070

生活文化、美術、趣味教養、地域文化に所属する ||| |
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担当者/加藤 武 853-3987

盪襲褻辟幣IIξ[||

蜃雉曇瑯λ』捗鑓恙量■
展示します。                   ||||

どなたでも減朝ここでできます惨加費L∞010
円)。 初心者歓迎です。

担当者/事務局 a51-3729

0

●本催しの内容は、6月 1日 時点の予定です。詳しいことは、直前のチラシや市広報をl~覧頂くか、担当者にお尋ね下さい。尚、すべての催しに入場でき
'●みえ県民文化祭の主催者はみえ県民文化祭実行委員会などです。当協会は支援をしております。また第18回春の文化祭は当協会とあさけプラザ運菖



四日市市の文化発展の一旦を担う、四日市市文化協会は、この10年間『市民の皆様と共に』

を合言葉に、数々の実績を重ねて参りました。

今年度の、市民文化祭には、総合フェスティバルを始め多くの「みえ県民文化祭」を誘致し、ま

た「市民フェスティバル」の充実を目指して、県内はもとより、近隣の各 の々文化協会とタイアップし、

より智恵を出し合い、積極的な情報交換を行って、“更なる文化の出会い"を重点的な活動方針

として一層の向上を図るべく、努力して参る所存であります。

この結果が、地元四日市市の、より元気な街づくりの一助となるべく、四日市市文化協会の組

織を挙げて頑張って参りますので、どうか市民の皆様方の、絶大なるご支援と、ご協力を賜ります

様お願い致します。

四日市市文化協会理事長

木村 道 山
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創作舞踊発表会

第2ホール

マリンバフェスティバルVol.10

第2ホール

平成17年度四日市市文化功労者表彰式

文化会館

日本舞踊まつり

第4回 四日市短詩型文字祭
郷土文学ゼミナール
(5/14、 6/11、 フ/30、 8/20、 10/15)

第3・ 4ホール・会議室

:爽秋賛歌 :生活文化含同晨
茶道まつり(11/3e5抹茶、11/6煎茶)

いすれtD10 1 00～ 15:00

第 1・ 2・ 3展示室・,四翠庵 担当者/原田

第11回みえ県罵文化祭と市民文化察の食同開催
「歌人

`水
谷■楓生誕100+1年記念

講演会,シンポジウム」

第3ホール

総含美術展

第卜 3・ 4展示室

含 唱 祭

第2ホール

23団体の競演で各流派の特色ある舞台が楽しめ

ます。今回は先生方の出演もあります。

担当者/西川章恒 な 53-6925

教室の倉」立45周年をむかえ、市民のみなさんに
満足していただけるプログラムを用意し、華々し
い演奏を繰り広げます。

担当者/田蔦玲子 046-4141

担当者/市民文化課 容 54-3451

文化祭だけの合同恒例企画です。名曲や馴染み
の古典を中心に各流派の技をこらした華麗な舞
台をお楽しみ下さい。

担当者/西川司女 雪 52-3431

主に市内在住、在勤、在学のみなさんを対象に

分鵞戴l闇 、3型言緊理識 ○
ゼミナールは資料代500円 /回とします (,青水正
明 a261970)。

担当者/高橋 忠 雪 31-9138

盆栽、菊、いけ花、盆石、山野草、真多呂人形、

お昌饉湛欝晃篭勿鍮L鳴釘髯壻豫ず漏 。
お茶席は涸翠庵にて行ないます。         

‐

正雪 46-2590 中り|1宗美●31-7705 JЫ  II春 堂 容46-1898

県内の文学者の功績を紹介し、広く県民のみな
さんに関心をもつてもらうと共に、県内の文学団 ■
体の活動の活発化を図ります。今回はその3回目
です。                     |

担当者/志水雅明 容 26-1970

履滓昴肥涵 蹂露 y赫靴
||
10‐
■|||||||
|||■ |||

担当者/花丼高峰 容 38-0084

地域で活躍する合唱団が出演します。午後のひ |||||

鋲言鰈 爾能鏃しWいモニを■|

担当者/神谷 郁 ● 26-7588

です (一部有料あり)。 こ希望により市民のみなさんと一緒に出演や出展できるところもありますので、担当者とこ相談ください (OE日 )。

協議会と共催です。
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市民囲碁将棋大会

第15回 無窮展

第1展示室

芸能セッションフェスティバJレ

市内に在住、在動 (学 )、 隣接市町村の囲碁、将
棋ファンの気軽な競技会です。(超初心者～高段
者まで参力口できます)受付は当日会場で行います。

担当者/西村邦彦 ● 54-0625

02くらぶの愛好者の盆栽名品展です。チャリティ

ー即売では、市価の50%OFFの 目玉品も用意し

ております。

和の空間でこゆつくりどうぞ。
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第九の感動をもういちど

第1ホール

第3回 文fヒ芸能大学
いきいき文fヒサロン

総合会館

日本邦楽まつり

第2ホール

趣昧教養まつり

障害児学級作品展

趣昧の作品展
(舞台は18日 )

第 1・ 3展示室、第2ホール

新人発信イン四日市

第2ホール

第18回 春の文1ヒ祭

あさけプラザ全館

含同展

担当者/原 源信 管 29-2069

12)26暫彗繁勇Omll宅≧〕ラ色蓼雪 101
担当者/杉田軍次 ● 46‐ 0688

鵠釉∬当瘍 悦rl李貪炉lj‐
ストラをバックに質の高い演奏会を目指します。  ■■‐|

担当者/事務局 雪 51-3729

篭分舞季聾曰楔鞭 蜜
lpド

担当者/塚田盛久 ● 51-4647

部門所属の26団体の合同発表会で、各団体は、   ■|

5錐げ弔壽誂胚郡3薔笏退套 ③
l

す。

担当者/山路泰洲 ● 52-8490

市内の作品展と合同開催します。舞台は企画意

図を活かして、ジャンルの違いを超えた演奏 (技 )

で魅力ある舞台を演出します (開演時間未定)。   .o

言要ζ
「

ルト生設 Ю年を祝う楽い 音楽会碓
■

|

担当者/西村邦彦 a54-062「

あさけプラザ文化団体に集う40サークルの舞台

や展示の成果を発表します。合併の楠町を始め  O
三重郡の文化サークルも出演 (展 )します。

担当者/芝田尚輝 864-2271

瞳晟訓戯麟  第2ホール

塚 輻瞼絋雹颯蠍縣 疵
09月 17圏 018圏の 賄 震文 f臨フェスティバルJの出瓢 轟 )者です。

四日市の街に様々な文化活動が根付しヽております。そこで今回も、活躍されてしろ 市民の皆さんの文化的出会いの場づくり
を行い、多くの市民の皆さんに見せたしヽもの、伝えたいもの、知つてもらしヽたしヽものなど、ジャンルを越えた活動体験を通じて
交流の出来るものとします。

参加資格は地元四日市に活動基盤のある文化団体 (個人)とし、開催要領によります。展示40、 舞台10の 50団体 (個人)程
度を募集します。出演 (展)には参加費は不要です。

所定の申込用紙 (HPからも可能)にて受付けます。メ切は7月 5日 です。詳しくは当協会または市民文化課 (丁巨L54-8451)
にお尋ね下さい。申込用紙は当協会、四日市市文化会館、市民文化課にあります。
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元気な四日市が好き !!

四日市市文化協会
〒510‐ 0057 四日市市昌栄町21,10 TEL/FAX51-3729

受付時間 :火曜日～金曜日13:00～ 17:00(祝祭日除く)

ホームページ (四国市の文化1青報発信中)・
・・http://www yokkaichishibunkakyoukai com


