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四日市市長

加藤寛嗣

近年､高齢化､田際化､高度情報化等が急速に進展する変
化の激しい社会経済情勢の中にあって'時代の推移をしっかりと見極め'｢潤い｣や｢豊かさ｣が感じられるまちづ-りを推進してい-ことが強-求められております｡

また､余暇時間の増大などにより､生涯学習や文化に対す
る関心も一層高まってきており､本市においても数多くの文化団体が'それぞれ生活に密着した活動を繰り広げられております｡

市といたしましても'多様化する市民ニーズに対応し､｢文

化の香り高いまちづ-り｣の創造に向けて､諸事業の推進に努めているところでありますが､この度'皆様方のご尽力に

よって｢四日市市文化協会｣が設立されましたことは誠に意義深-'心強い限りであります｡
貴協会が目標とされる｢楽しい文化活動のできるまちづ-

り｣は市民の願いでもあり､行政と市民がそれぞれの立場から一体となって推し進めて'はじめて実現できるものと存じます｡

四日市市文化協会におかれましては'金員各位の英知とエ

ネルギーを結集され､新たな文化の創造にご尽力いただ-とともに､本市の文化の″シンボル〟となられますことをご期待申し上げます｡



四日市を文化のない町と言う人がいる｡四日市をカルチャ

ーの違う町と思っていたと言った或る著名な人がいた｡誤解も甚だしい｡四日市には八百にも及ぶ文化関係団体やグループがあり､それぞれ立派な活躍をしているし､そのレベルは

ご挨拶

真価発揮する

三位-体の力
高-一流と称するに慣らない｡観客も古典クラシックに至るまで席を満たすこと多-マナーも美しい｡演ずる者も観る者も共にか-の如-充実しているにもかかわらず'当初の風評を耳にするのは実に残念なことである｡

数は力の源ではあるが個々の力は如何に優秀でも分散して
百家寧鳴'単なる野合では大きい力とはなり得ない｡オーケストラの美は個々の奏者が指揮者の許に統合され且つ聴衆が加わって三位一体をなすことによって真価を発揮する｡四日市を文化都市たらしめるために今求められるものは'既にある立派な個々の力を統合し'二十八万市民の協賛を得る努力をすることにあると思う｡これが四日市市文化協会設立の理念ではなかろうか｡

四日市市文化協会理事長石田克久
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町内に文化ホール誕生

社団法人日本洩画家協会参与

水野良太郎

私が住んでいる東京･練馬区の石神井公園l帯は､ま

だ多-の自然環境が残されており､日曜画家やバード･ウォッチャーの姿も多い｡が､なぜかこのl帯には気の利いたコンサ--･ホールや画廊がない｡都:2への交通の使がよすざるということもあるのだろう｡

ノ＼ノ＼

MIZUNO RYOTARO

この夏､近-にお住まいの女性国語学者が､自宅敷地

内に二階建てのワン･ルーム･マンションを新築された｡彼女の趣味が声楽とかで'そのl室にグランドピアノを入れた練習場も設置されたのだが'いっそ'この小さなスペースを地元の芸術愛好家に解放する文化センターにLJようと思いつかれ､その創設オープニングに僕も招待された｡壁面は日曜画家の油絵と共に'ベルナール･ビュッフェやルオー､ブラマンクの版画も知人からの憎りものだと紹介されながら数点が展示され､わずか三十名ほどで満室ながら､クラシック音楽の三二･コンサ1-を堪能した｡

公営の豪華な施設とは別に､こうした個人的で個性の

ある小さなイベン-が活発になってこそ､ホンモノの文化が町に根付いてい-のだと思う｡そして'文化情報の発信基地は'市民ひとりL人なのだと改めて実感したo

のイラストを担当､人気急好｡

イタリア･ボルデイゲラ的際

渦画展｢ネオ･テクニカ｣ ｢テ
ーマ部門金貨｣ ･ブルガリア阿

際洩画展特別賞など受祭.

草掛二絵本『鉄道』 (主婦と生

活社) 『鉄迫模型入門』 (広済

堂出版) 『退屈しのぎの本』

(KKベストセラー杜)など多

数｡エッセイストとしても活躍｡

1936年LTq口市Irfi生まれ｡東京

都練馬lj(-_在住｡ 1955年武蔵野

美術学校(現･武蔵野美大)デ

ザイン科人学｡ 57年､朝日新

聞ジュニア版､文聾春秋･漫画

読売などからプロデビュー｡

NHKテレビ｢たのしいフラン

ス語｣の番組とテキストのイ

ラストや超ベストセラーにな

った｢頭の体操｣ (多潮輝)
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創刊特集わたしたちの想い畑.mp W.用の

な行事として､1 1月1 3日=市民短歌大会'1 1月2 3日-記念川柳大会を開-｡多数ご参加されたい｡　　　　　　　(細貝武司)

ことばがある限り芸術､文学
の学びの道は果てしな-深い｡中でも短歌は､日本人なら誰でも作り､たのしむことのできる叙情詩です｡たとえ学問や知識がそれ程な-とも､感情さえあればできます｡しかも奥行きが深い文学です｡また､川柳､俳句､散文､評論にもそれぞれの味わいと楽しみがあります｡主

いた次第です｡

来期に向かって充実した部門

になりますように､多-の皆様の賛同と御指導を期待し､県下に誇り得る美術展が開かれるよう念じています｡(黒田耕三郎)

元来､日本画'洋画､彫塑'

工芸､書道､写真等各科による総合的な展覧になるのが筋でございます｡その点で工芸はやや人数も揃っておりますので'役員の方も引き受けさせていただ

我が部門は幸いに九月末現在'

二十三団体の加入があり､大いに意を強-しています｡内訳は尺八2､琴曲6､詩吟4､民謡

仏　壇･仏　具

㈱碓井雇銭串膚
⊂由日市店〕晶?075箭50'2#12661168

桑名工場員弁店稲沢店桑名本店

3､長唄1､現代三味線1､大正琴3､剣詩舞3という実に多彩な構成｡参加団体や会員の活動内容もそれぞれ実績を誇る優秀な組織が多いのが何よりの強み｡いずれも協会に対し大きな期待を寄せています｡

文化都市･四日市を実現させ

るため､一人一人の意見を尊重し､一丸となって遇進します｡

(山路泰洲)

4､他部門との合同発表会｡

その他'市民が年に一回､一

体となって盛りあがるような行事はないものか'またできないものかを考えていきたいと思います｡　　　　　　(大川秀高)

の練習会場があるのみです｡｢音楽活動の楽しいまちづ-り｣が私たちの夢｡練習のできる施設づ-りの運動に､文化協会の皆さんも応援して-ださい｡

(古市政典)

私たちの部門は次の項目に重
点を置き､今後の課題とします｡1､わが部門の充実｡2㌧　市制百周年記念行事に向け

ての対応｡

3､創作オペラの発表｡

私たちは､吹奏楽や軽音楽の
演奏活動を楽しんでいる部門です｡

四日市では､小中高校での吹
奏楽や金管バンドなどが､年ごとに盛んになっています｡このことは､大変うれしいことですが､学校のクラブ活動などには練習場が確保されていますが､社会人を中心とした活動には､文化会館など､わずかな場所で

器楽や管弦楽などのグループ

です｡今のところマリンバ､ギター､バイオリンなどのメンバーが入会しています｡もっといろいろな音楽活動をしている方々がいるのではないでしょうか｡また､演奏を楽しむだけではな-音楽そのものを楽しむリトミックも1緒ですo　ジョイントコンサートの企画もたててみたいと思っています｡　(斉藤ゆき)

小さな箱に夢を詰めて 

フランス菓子 

エトワール 
つぐ 

三浦= 

〒510三重県四日市市北町5-12 

℡く0593〉51-9928 

r<鼠ソLe国-お花をお届けします 

閑職凝モト 

西浦本店プラザホテルアネックス店 

御注文は℡r52-8490㈹ 



民が集まり設立されました｡文化の輪'コミュニティーの基点として発展することを期待しています｡

(人見耕次)

勉強しております｡古典曲や演歌に合わせて､あなたも踊ってみませんか｡是非お仲間に｡

(西川司女)

四日市では演劇分野の活動が
近年活発になってきています｡市内で活動する劇団も増え､特色のある定期公演を続けており期待されています｡しかし､公演のPR活動には悩まされているのが現状です｡

公演は､観客の反応により役
者もより集中力を増し､作品が素晴らしいものになります｡三～四か月間稽古を重ねながら数回の公演で幕は降ろされてしまいますが､その間､より多-の人たちに観劇してほしいと願っています｡

また､文化協会は　｢文化のま

ちづ-り｣をしようと多-の市

日本舞踊と創作舞踊で構成､
意欲的な活動に取り組みます｡

(日本舞踊部)

伝統芸能のひとつである日本
舞踊｡日本古来の決め事や古来の良さを保守しながら現代に生きづき'心のふるさと'オアシスとなるよう努力しております｡皆様も御支援-ださるようお願いいたします｡

(創作舞踊部)

古典を踏まえて､古典と現代

をミックスして表現できればと

平成6年､三重県は大きなイ

ベント'まつり博と国民文化祭を企画し成功への道を着実に進みました｡我が町'四日市市に文化の芽をはぐ-む母体にと文化協会をフレッシュに発足させた私たち｡精進の年月を重ねた洋舞バレエ､モダンダンス部門は､踊りを通して観る人の心に安らぎや希望を語りかける舞台を創りたいと思います｡文化協会も基礎固めのとき'ますます発展して私たちの活動を大きく

音材の唐音猿人の虐 

伊藤大坪蟹 
〒465名古屋市名東区朝日ケ丘63 

TEL052-776-1881 

朗の鼻 音手相i管 

〒510四日市市北町3番4号 

電話(0593)52-6010番 

52-6512番 

サポートして下さることを願っています｡

(石井正人)

わが部門は現在茶道､華道､
煎茶､盆石の四種目で構成されています｡いずれも伝統的な芸の道といえます｡現在は二十一世紀に向かって高度先端技術が急速な進歩を遂げて'物質的に非常に豊かな時代になった反面'日本の自然の美しさや日本人の伝統的な心が失われがちです｡わが部門は日常生活の中で自己を高める道に精進しながら'情操教育を通して文化の向上発展に寄与したいと考えます｡

(小林春荘)

十干十-I.. :.:.･'f7- I.,- :･,;･t空:._77:__二

この分野での共通の目標は､
やはり自然なものを身近かに置いて楽しむということです｡展示会などへお越しいただ-と1日瞭然ですが､それぞれのジャンルでいかに自然をうま-とり込んでいるかが'見どころといってもいいでしょう｡

もうひとつの楽しみは'各種

のコンテストや品評会に参加することです｡何か月も何年もかけて育てたものが選に入ったときは'我が子の成長を見るように嬉しいものです｡あなたも仲間になって活動しませんか｡

(徳丸喜平)

室内装飾施工一式 

服部美装 
〒510-02鈴鹿市寺壕1丁目36-10 

TEL0593-86-2477 

FAX0593-86-2430 

四日市瓦工業 〒510円F]市市来女町765-1 

TEL0593-45-3745 



四日市市やその周辺には'国･

県･市などの指定する文化財が多-あります｡これらは､私たちの先人たちが残した貫重な財産です｡｢温故知新｣のことばが示すように'これらの貴重な文化遺産を大切に保護して､後の世に残すことも､大切な文化活動です｡

また､私たちの住むこの四日

市市周辺は'全国的にも獅子舞が祭りの伝統に生きる地域として､多-の研究者が注目しているところです｡

この獅子舞の伝統は'市内各
地区に分布していますが'すでにな-なってしまった地区もあ

り､これらの資料を集めて出版したり'他にもある無形の民俗文化の保存や発掘などのお手伝いができれば､と考えています｡

(花井　昇)

ればやさし-面白いことがすぐわかります｡

稽古はしな-ても､能楽を知

りたいという方もおいででしょう｡ご遠慮な-､能楽連盟事務局まで申し出て下さい｡

及ばずながら､ご要望にそえ

るよう努力して参りたいと考えております｡　　　(赤井重規)

能楽や狂言､雅楽'浄瑠璃な

どがこの部門｡日本の味わい深い伝統を伝え続けています｡

と-に六百年余の歴史をもつ
日本芸能の原点ともいえる能楽

(うたい･仕舞等)は､何とな-
むつかしい'かた-るしい'わかりにくい'金がかかると思われているようです｡

このようなイメージは全-の
誤解です｡正座の苦手な方は座椅子を使えばよいLt　始めてみ

私たちの部門は､囲碁･将棋･

カード･人形･着付け･料理･芸術鑑賞などで構成｡人との交流や杵を深めたり'日々の生活に潤いを与えるのがわれら趣味･教養部門です｡

新しい出会いと暮らしの幅が

グーンと広がります｡個人･団

音響.照明.イベントや発表会のご相談に応じますo 
格安のものから本格的なステージまで-- 

EVENTF-LANNING&PFLODuCE 

(tic.C.WORKco.,Lm. 
〒513鈴鹿市住吉三丁目21番5号 

℡く0593〉70-0590 

FAX<0593>79-2359 

体'初心者から上級者まで一人でも多-の参加をお待ちしております｡お気軽にどうぞ｡

(西村邦彦)

会合はいつも和やかで話題にあふれています｡文化協会と共にぜひご一緒におつき合いしましよう0

(石田昇三)

三潤自然に親しむ会､四日市
昆虫研究会､よっかいち縁の会､四日市市自然保護推進委員会､ネイチャークラブなど自然に関係した諸団体のほか､太田定浩'市川雄二(烏)､西村勉(子供と自然)氏など'クモ､烏そのほか自然分野の研究者や親しむ人々をあつめて四日市市自然の会を結成'あらゆる人に自然の楽しさ､豊かさ､多様性を満喫していただこうと活動しています｡会員にはユニークな人が多-'

民踊'太鼓､社交ダンス､ボ

ランティア､盆踊りがこの部に属しており､部門の中では最も幅広い領域を持っています｡文化は演ずる者と観る者とが共に創って行-ものであると考えるとき､この部門こそまさに交流し合いとけあってゆ-部門だと思います｡それぞれの団体が独自性を発揮しながら流派流儀にとらわれず､協力し合って活動してゆきたいと願っています｡

(岡野繁松)

岩崎歯科医院 
岩崎忠 

Pqr川i市内浦-日17番15与3- 

TELO593-51-0044 

◆◆泌尿器科新設◆◆ 
(第3rlB馴1はT.約診療nr能) 

胃腸科//外科/内科//小児科/整形外科 

雲山中胃腸科病院 
●休診日/火曜日午後.金曜日.祝日 

※日qE日は診療しております. 

四日市市小吉曽3丁目5-33TEL(0593)45-05日㈹ 

く近鉄内部頼内部駅下手.国道一号榛内部バス停前) 



歌謡､落語､演芸など'大衆

芸能で構成しているのが私たちの部門です｡笑いと涙と興奮｡いつの時代もこれら芸能は大衆と共に歩んできたものばかり｡聞-も良し､演ずるも良し｡と-にステージでの感動は格別です｡底ぬけに明る-楽しい部門にぜひどうぞ｡　　(杉田軍次)

伊勢湾と鈴鹿山脈に囲まれた
豊かな地形を生かした街づ-り､心のかようやさしい街づ-り'そんなことを考えてみたいと思っています｡　　　(山下護六)

公園や縁の少ない四日市市と
言われたのも､今は苦｡町のメインストリーーや､家々の庭には年中美しい自然が見られます｡

1-1 8部門まではそれぞれ専

門ジャンルを抱えた部門ですが､この1 9部門は　｢その他｣　の名の通り専門性をもたない部門｡幅広い文化活動への様々な企画提案や情報交換'サポートなどを行うグループです｡

日々の暮らしの中からどんな

面白-て楽しい夢を見つけることができるか- ｡自由と個性に富んだ発想で､生き生きとした文化を創造したいものです｡好

舞 冽��

･赤城流 唳V��ﾉzﾂ�

･内切流 唳:�ｭIzﾂ�

･寮家かlT流 唳%H8�zﾂ�

･常盤流 ��ﾈ�&��ﾈ�(�ﾈ�"�

奇心旺盛､遊び大好き人間のご参加をお待ちしています｡
なお　｢その他｣　に代わる部門

名を募集しています｡心があったか-なる名前をつけて下さい｡送り先は本誌編集部｡

(藤田正明)

私たちのサポーター′
(個人会員)

田中　　武堀木　　博山田　耕作黒田耕三郎前田　衡延天野　武久冨山　利雄
(法人会員)

㈱中部近鉄百貨店

日本トランスシティ-㈱インフォメーションよっかいち㈱ト-カイ㈱松坂屋･四日市店田辺製薬㈱昭和薬品㈱平成薬品㈱船橋薬品㈱KKスズケン･四日市支店日本新薬㈱

【賛助会員入会のお願い】
賛助会員は､私たち四日市市

文化協会の活動を側面から支えていただ-'いわば文化のサポーターです｡多-の声援を受けて'より大き-活動の輪を広げてゆきたいと思います｡

ご入会者(社)は､本誌上でご
紹介させていただきます｡

(年会費)

個人　丁口　　五､〇〇〇円法人一口　一〇､〇〇〇円

1,⊇八の店j餌 

ひろせ楽器 
四日市市諏訪町7-17(四日市市役所北隣) 

℡0593-52-6790 
FAX兼用51-2706 

夜間52-4580 

中北薬品㈱㈱八神製作所武田薬品工業㈱大宗建設㈱

きもの 

きく庄 
〒510四Ej両市諏訪栄町1-3 

℡(0593)53-0970 

FAX(0593)53-0970 



(文化協会主催･後援イベン-)

文化バラエティー9.mよっかいち

主催　四日市市自然の会共催　四日市市立博物館

第6回ふるさと音楽会

日時　1 1月5日他　1 3時～会場　四日市市文化会館･第2

ユニセフ･チャリティーのためのクリスマスリース教室

主料出
催金演

ホール四日市市文化協会入会団体入場無料文化バラエティーー9 4実行委員会

自然フォーラム自然の豊かさを見つけよう
内全　日
客場時

11月12日出　13時-四日市市立博物館研修室植物'昆虫'野鳥'クモ､天体などの研究者をパネラーに'自然と人間の関わりを語り合います｡

日時　11月26日出　13時～15時

先着20名まで｡

会場　アムスクエア滝の広場内容　会のメンバーが採取した

ツルや枝､木の実とリボン等を利用してリース作りをします｡

料金　1､500円(純益は寄付)申込　毎週幽出の1 3時～1 6時

文化協会事務局まで｡園園0593㊥3729

主催　自然部門ユニセフ･チャ

リティー委員会

日時　1 2月23日幽　1 8時開演会場　四日市市文化会館･第1

ホール

出演　四日市市内で活躍する苦

楽グループと県内出身プロの音楽家がふるさとで出会います｡今回はコンテェル-を特集｡指揮　草川正憲/ピアノ兼垂直文　兼重雪子/ヴァイオリン　森琢也　森美奈/オーボエ池田逸雄/アル-サックス　大森義基/-ランペッ-　松野美樹/管弦楽　四日市交響楽団/司会　藤田倫子

主催　第6回ふるさと音楽会実

デジタルで高品質､印刷業界もコンピュータで画像を処理する時代になってまいりま

した｡デザインワークはマッキントッシュでクリエイティブな世界を広げ､写真製版

部門はカラー･モノクロスキャナ､カドグラフ､スーパーコンポーザーとフルデジタ

ル化｡また印刷部門はコンピュータプリンティングコントロールシステムを塔載した

印刷機をラインアップしてpl=n質標準化(数値哲理化)を徹底的に追求｡さらに､フィニ

ッシュワークは迅速･丁寧をモットーにライン化を計って品質管理･納期管理を寅重

視するなど､いま印刷技術最前線が水九印刷の合言葉になっています0

合資会社水九印刷所FE5Ll<Oo諾T60BoWFA%xf.5m'931,3%21gZ8%8

行委員会

共催　四日市市教育委員会/㈱

四日市市文化振興財団

後援　拙四日市青年会議所
(関係団体の催し物)

■四日市商業高校ギターマンド
リン部の演奏会

(1 0月29日出)　18時30分開演ユニセフ･チャリティー第47回公演会場　中部束小学校体育館
･.i:催　中部束校区文化会/中部

束小学校pTA中央･同和地区連合自治会ほか

(日月6日㈲)1 0時/1 3時開演
ユニセフ･チャリティ-出前コンサート

午前･桜台小学校/午後二二重

平中学校
(1 2月10日出･日日㈲)

生活環境フェアー賛助出演会場　四日市市文化会館
へ1 2月18日㈲)　1 3時30分開演

四日市商業高校ギターマンドリン部第1 4回グリーン･ポップコンサーー会場　四日市市文化会館･第2

ホール

賛助出演　メリノ-ル女子学院

聖歌隊/東ソー㈱ビッグバンド｢ズームアップ｣

料金　指定席　500円

自由席　300円

主催　第44回四日市市民文化祭

実行委員会/E:日市市教育委員会

問い合わせ先　四日市商業高校

ギターマンドリン部囲0593㊨2214

■あさけプラザ開館1 0周年記念

事業プラザ寄席｢桂枝雀一門会｣
出会　日
演場時

日月2日㈹　1 8時3 0分-あさけプラザホール桂枝雀/南光/雀司/こごろう

料金　1㌧000円問い合わせ先　あさけプラザ

圏0593⑳0123

■ベートーベン作曲｢第九｣演奏会日時　;月1 9日比　1 8時30分-会場　四日市文化会館･第1ホ･ル出演　名古屋フィルハーモニー

管弦楽団

料金　自由席　3㌧500円主催　四日市市文化振興財団問い合わせ先　四日市市文化会館

囲0593㊥4501

盛表E)市 1番街 
四日市一番街商店街振興組合 

〒5ー0四日市市諏訪栄町3-ー2 
TELO593.54.5272紺 

広告の 
お問い合わせ.お申し込みは 

四日市市文化協会事務局まで 

TEL.FAXO593-51-3729 



編集雑記

(表紙のことば)

出口封石　(本名･嘉七=明治

20年～昭和26年)　筆の祭稽図｡
三重県度会郡二見町に生まれ､

四日市市西新地'赤堀に住む｡戦後､津市広明町に移り没す｡

第四尋常高等小学校に勤めな
がら文芸を好み'国文学の研究に十余年､新派の和歌俳句を二十余年研究､特に俳画が有名｡四日市には､″四日市祭″の絵が多-残されている｡師は中村左州｡『芭蕉塚』　の著書がある｡

(理事会より)

現在'登録会員数は､百七十

三口'約三千五百名です　(1 0月現在)01 0月22日からの｢国民文化祭｣や1 1月5日の　｢バラエティー94inよっかいちL tまた来年度の事業の準備も着々と進んでいます｡賛助会員募集のキャンペーンにご協力-ださい｡(事務局より)

新しいコピー機に新しい書類

ケース｡そんな部屋での新しい仕事｡ワクワクするような文化

●原稿募集
会員の皆様からの原稿をお

待ちしています｡文芸､歴史､ご提言'情報のほか'写真'イラストなどもお寄せ下さい｡

ご寄稿､ご投稿のない場合は'編集部で協議の上､掲載予定などを決めさせていただきます｡お問い合わせは協会事務局または編集部まで｡

協会です｡何かを生み出す仕事ができそうで､とてもうれしいことです　(み)0
(編集部より)

なにはともあれ多-の人たち

の協力で機関誌｢パッション｣が船出しました｡特に四日市出身の水野良太郎氏には､創刊号に相応しい御原稿をいただき'お礼申し上げます｡まさに文化の町づくりは私たち一人〈がどう生きるか　-　そのことを問われているように思います｡

この国のどこの町もハードは

とても豊かになりました｡あとはソフトが豊かになれるかどうか｡心を開いて一人でも多-の人たちと楽し-遊びたいと思っています｡ぜひ'ご声援をノ

パッション　創刊号●編集スタッフ
藤田正明/柳川平和/森悠紀/中島緑/市川さつき/西村邦彦/杉谷哲也/塚田盛久

●製作協力　中島一/森次男●発　行●編　集●発行人●発行所

平成6年1 0月2 0日情報誌編集委員会石田克久四日市市文化協会

四日市市昌栄町2 1のI 0TEL.･FAXo593(5 1)3729

●頒　価　二〇〇円●誌名のパッションは'燃え

るような″情熱〟の意味です｡

/′了′
弘スクエアの滝の広場で

各種展示会･発表会をLtみませんか?

アムスクエアは80の専門店街と松坂屋と都

ホテルにて構成されている県下最大級のショ
ッピングセンターです｡その中にある滝の広

場(オープンスペース)にて展示会や発表会を

すれば､多くの一般の方々にPRできます｡

詳しくは､下記問い合わせ先までご連絡く
ださい｡

く滝の広場概要)
所在地:四日市市安島1-3-31

使用日時:毎日(ただし専門店街の定休日は
除きます)

使用時間: 10:00-20:00

料　　金:無料(企業･商品PRは有料)

広　　さ:約2,700me

く過去使用例) ●展示イベント

絵画展､押し花教室
●ステージイベント

弦楽演奏会､ダンスショー

【問い合わせ先】
アムスクエアオフィス　担当/茂木
℡0593-55-81 50


