
⑬洋楽:+公募団員 市民文fヒ祭オープニング
5ノ2(日 )13:30～  第60回記念
オープニング    「含唱イン四日市2010J

池辺晋―郎さんを迎えてワークショップを開く。

第 1ホール    協会加盟の合唱団や公募団員で結成したモデル合唱団による演奏、会
場の参加者による「あこがれ―いつかそんな人になりたいJ(作詞 村田

0090-7677-4011西村 さちこ作曲池辺晋―郎)を全体合唱。参加費が必要。

団員約50名 の吹奏楽の演奏会です。名作絵本「」00万 EOEl生 きたねこ」
第 1ホール    を、四国市を始め多方面で活躍する中井千保子さんの作品朗読との競

演、「風の谷のナウシカ」など親しみやすいポップスをお届けします。
6090-2921-9682堀内 入場料500円 (前売)。

%1:1言 110:00～
  四日市2010アート展

・曙冨|||■||||
四日市風の谷
ウィンドアンサンブル

第10回 演奏婁

幸実行委員会    市民文fじフェスティノツレ

9ノ 19(日)   60回記念
20(月 。祝)  四日市音楽祭ほか

四日市諏訪太鼓

50年同年記念

和太鼓の祭輿

●趣昧教養
9/19(日)   市民国碁将棋大会

20(月 。祝)

・ 葛覆:[lll   日本民踊発表会

仕舞4番、笛(序の舞)、 小鼓独調など聞きどころ、見どころ。
能楽を理解しやすいよう「素謡のあらすじ」や「能と略式演能」の解説パ
ンフを用意します。
無料。

市・県レベルから全国規模の展覧会の入賞作品、あるいはその作者の
新作を100点 余展示します。毎日、午前。午後」回ずつ作者または専門
家による作品解説会を催します。
開催協力券200円 (目 録進呈)。
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60回 を記念して、ジュニアパフォーマンス「四国市音楽祭」ほか、出演
(展 )団体の公募 (受 付期間6/1～ 6/30)で四日市ならではの展示、舞
台で開催します。
一部有料。

民俗芸能の日本三大太鼓の一つ、御諏訪太鼓を継承するという四日市
諏訪太鼓が50周 年を迎えます。「龍雅」ほか7,8チ ームの混成で演奏、
また長野県から真田勝関太鼓がゲスト出演します。
有料。

四日市在住、在勤、隣接の市・町の口碁将棋ファンの年に一度の競技会
です。初心者から高段者まで参加できます。将棋19日 、囲碁20日です。
当日、会場で受付します。
参加費が必要(軽食付)。

全都道府県に伝わる民謡に踊りをつけたものを民踊といいます。
今回、北は北海道から南は沖縄までの代表曲を踊ります。
一緒に楽しみましょう。
無料。

財 蹴 螂 嶺識 蝸認「1%鮨
市民ならどなたでも参加できます。地区市民センターのサークル、同好
会の会員のみなさんも大歓迎です。スペシャルゲストのデモ、應、れあい
ダンス、トライアル・ジルバ大会などを予定しています。生演奏はサン
セットポップスォーケストラです。参加費」,500円 (観覧のみは不要)。

ショパン生誕200年を記念した四国市在住の若手ピアニストによるコ
ンサートです。ショバンの作品が主のプログラムです。この演奏会は、0
歳児からの未就学児 (保護者同伴にて)の鑑賞ができます。鑑賞者を公
募します。有料。

伝統ある古典をもとにしてリズミカルで、かつ華やかに振付けた現代の
日本舞踊です。舞台で繰り広げられる踊りは、親しみやすく楽しいもの
です。きっと素敵なひと時を過ごしていただけることと思います。
無料。

協会加盟のバレエ、モダンダンスの団体に津、伊勢で活躍する団体が出
演します。各団体の個性を大いに発揮し、古典から創作までの作品が楽
しめます。県民芸術文化祭と市民文化祭合同事業の1つです。
有料。

市民文化祭当初、1団体から出演していたといわれる日本舞踊、めまぐるしい時代の
変化を経て現在に至っています。古典を中心に古来の決め事を守りながら、今様に
わかりやすい創作を重ねた各流派の合同競演です。鑑賞していただく機会が少ない
ですが、古典の華麗さをお楽しみください。鑑賞者を公募します。入場料500円 。
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市民社交舞踏書

ショバン生誕200年
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勤労者市民交流センター

本館ホール

谷059-331-7259カ ロ藤

第 1展示室

0090-2348-5260カ ロ藤

|■●第1‐展示室|■ |

||`〕0591326‐ 02811ヨ藤

全 館

0090-7677-4011西村

第 2ホール

0090-3382-7950佐藤

第 3ホール

将棋谷059-354-0625西村
国碁 0059-351-9553清 水

第 2ホール

谷059-352-5425今 村
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059136412271羨 :田

中央緑地 第 2体育館

0090-4859-7890瀬サII

第 2ホール

谷090-7677-4011西 村

第 2ホール

0059-365-3802平野

第 1ホール

0059-354-1269石井

第 2ホール

0059-352-3431西りII
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お問い合ゃせは、催し男J担当者か市文化協会…・TEL・ FAX059…351-3729軟～金曜日の13～ 17団
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鰊こども文化

2ノ13(日 )

鰊饉昧教養

2ノ18(金 )

～20(日 )

晰コラボ+芸能

2/20(日 )

晰邦楽
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生活文化含同展

含唱祭

第9回
四日市短詩型文学祭
郷土文学ゼミナール
(6/26、 7/24、 8/28、 9ノ 25、 10/23)

平成22年度

文化助労者表彰

四日市川柳大会

伊藤桂―公開講座
『オータムセミナー』

兼道まつり(市民兼会)|

総含美術農

第60回記念 協賛オペラ
オペレッタ《こうもり》

第20回 無窮展 (盆栽)

四日市の第九演奏会

セントラル愛知交讐楽回
定期演秦会
ニューイヤーコンサート2011

軽音1楽コ|ンサ■卜破称,|

キツズ・ドリーム・コンサート
第21回
「年にいちどのこんさ―とJ

極昧教養まつりと作品展

アーリー

スプリングコンサート

日本邦楽まつり

第23回 春の文1じ祭

1文化の諏訪駅1発 ■■■■

「 ミ
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化祭」て豪お ■■

第 1・ 3・ 4展示室

谷059-346-8516森 下

第 2ホール

0059-326-1752松 井
0059-331-7948三 橋

第3ホール
谷059-354-8239文化国際課

第3ホール
0090-3306-3535坂井

市立図書館視聴覚ホール
0059-326-1970志水

|■ | 1涸翠庵 |■ ■ |

‐
|‐ `,059135216415前 ,11

第 1・ 3・ 4展示室

谷090-1825-1595花 井
0059-365-2840鈴木

第2ホール

0059-347-0363馬 場

第 1展示室

0059-329-2069原

第 1ホール

0090-7677-4011西村

第 1ホール

谷090-7677-4011西 村

|‐ ■●第2ホ■ル|‐ ■‐|

0059‐ 354二 3239文化国際課

第 2ホール

谷059-322-6722自井

第 1展示室

0059-326-3293福井
●059-333-9871笹 原

第2ホール

谷059-348-2268鈴 木

第 2ホール

谷059-352-8490山 路

あさけプラザ

0059-364-2271芝田

■■文化の諏訪駅■|

lk,0591351・ 3729葺霊務手島

「爽秋賛歌Jのテーマで盆栽、盆石、生け花、山野草、水石、真多呂人形
の作品を展示します。今回、生け花は各流派の特色を生かした大作を展
示します。また公募による生け花体験講座を開き、作品を展示します。

無料。

協会加盟17団体の合唱の競演です。
1年間の練習成果を発表します。各団の特徴ある演出をお楽しみくださ
い。フィナーレは全出演者と会場と一緒に大合唱します。
無料。

開催して9年目になります。

郷.T穣

も最朦旱』雷Ы甦俯 濶 [警警ぷ」
のよジュニア

第3会議室       大賞「伊藤桂一J賞、市長賞ほか多数の賞があります。
谷059-326-1970志 水 参加費1000円 、高校生・大学生500円、ジュニアは無料です。

郷土ゼミナールは第8期目です。「伊賀の文学」について学びます。
「私と文学Jと 題しての講師を公募します。

資料代500円 /回。

川柳大会もあります。
投句料1500円 (弁当含む)。

伊藤桂―さんの講演(14日 )など公開講座。

詩碑のある大国寺散策もあります。
有料。

酒翠庵で恒夕」の茶道まつり(市民茶会)を催します。    |||‐
広間でお茶をもヽただきながら茶道具の説明があります。   ■■||

初めての方もお気軽にお越しください。         ■|‐ ■‐ |‐ |

呈茶料400円も |■                ■ | ■

書道、絵画、写真、工芸、彫塑、版画、押し花などあなたの作品を募

`ての美術展です。                       ‐

児童、生徒、学生の方の応募も歓迎しています。

出品料500円。

三重オペラ協会設立15周年を記念した行事で、オペラ本公演です。「こ

うもりJは楽しいオペレッタで名作を身近に感じていただけます。キャス

ト、スタッフを公募しています。田中俊行市長もこ出演予定です。市民文

化祭と合同開催で開催します。有料。

愛好会02クラブの盆栽名品展です。
「和」の空間の素晴らしさを感じていただけます。
ミニ盆栽をチャリティー即売します。
無料。

今年は60回記念で第」回(1985年 )の プログラムで指揮者、管弦楽、ソ

リスト、指導者など四日市出身者、ゆかりの方の出演です。

市民合唱団「フロイデ」の団員を募集します。

今回で7年連続開催となります。有料

文化都市四日市のプロオーケストラの定期演奏会です。この演奏会の

目的は、四田市で活躍する音楽家と共演を第一としてスタートします。

近々にプログラムを発表しますので、楽しみにしていてください。この行

事はlB41四 日市市まちづくり振興事業団との共催です。有料。

首都圏で活躍する四日市ゆかりの軽音楽アーテイストによるコンサ■ト

です::市民の愛唱歌1の演奏もあります

`  
‐ ‐  ■ ||■ ■

有料|||■ |‐
|■ |■ |‐ |‐ ||||    ■‐|■ ■‐‐_

第一部は、子どもの奏でる楽しいアンサンブルです。

公募の子どもたちによるコーラスとリコーダーの合奏です。

第二部は創作ミュージカルです。

有料。

日頃の趣味の作品展示と押し花、彫型画、折り紙、着付けなどの体験
コーナーを開設します。

長寿社会の趣味グループも出展します。
無料 (体験などは材料代要)。

フラダンス、フラメンコ、キッズダンス、民踊舞踊など様々なジャンルの

競演です。
子どもから大人まで、一緒に楽しめる内容です。
開催協力券500円 (予定)。

日本で生まれ育った伝統の音楽、邦楽の世界にご案内します。

加盟27団体がそれぞれの分野で「情緒豊かな世界」の演奏、歌声を披

露します。
無料。

あさけプラザ文化団体に集う40団体の展示、舞台発表です。

今回、2～ 3団体のゲスト出演があります。

会員によるバザーも好評です。地域文化の祭典で年2回の開催です。

無料。

舞台‐/3回t展示/6日程度を予定しています| |■ |||‐ |‐ ■‐■|
お客様に来ていただける内1容で1開‐催しますも ||■ ||■■ |‐ ■■■■

出演(展 )団体を検言■しています

`|‐
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有料8■ ■■■|■ ■ |■ ■■ | |  | |■ |■■
|‐ ■||■ ■|

禽ξ象3髪雰 斃 魯ふ3官彗 蕊 鷲 響 Lし、
お問い合わせは、催し男」担当者か市文化協会…TEL・ FAX059-351-3729軟 ～金曜日の13～17時 )


