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-出会いと感動を求めて-

四日市市文化協会



市民文化祭によせて　叩‖小山蒐協会だ石田克久--
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(文化情報)
市民文化祭のご案内イベント･音楽･ステージ･美術私たちのサポーター平成7年度四日市市文化協会役員
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表紙　-　林克次の陶芸作品
林克次氏はl九四三年､四口市小牧まれC朝日J陶芸展や日展など受貨.美術評論

家･植村鷹千代氏は　｢I六〇年代初頭に'林先次は陶芸の道を歩みはじめ･･････数々の陶芸展で受賞して'革新派の気鋭の新進作家として頭角を現わしている｡なお､タタラマジックと称される独自の技術と､表現石としての特異な感覚をあわせもっている｣　と評している｡

ご挨拶

いますが､一般的に催事の成否は演者の側のみの力によるものではな-'これを鑑賞する観客の支援に負うとこ

四日市市文化協会琶長石田克久　ろが極めて大きいものがあるとされています｡観る者と

浜ずる者がお互いにしのぎを削り合って､お互いを高め合うことにより､真の向上が期待されるものと言われま

｢あつまれ文化の輪'ひらこう文化のまつり｣をテーマ
とした四日市市民文化祭が'皆様のご協力のお陰でいよいよ開催されることとなりました｡四日市市文化協会にとっては｢四日市市における市民の文化芸術活動の向上充実を図り､文化芸術団体の健全な発展と楽しい文化活動のできる街づ-りを目的とする｣という大目標を具現する秋の到来です｡市民文化祭は'今回が四十五回目ですが'当文化協会にとっては発足以来最初の催しですので'協会の真価を問われる試金石の場と言えます｡

是非にも成功させるべ-､会員一同鋭意努力を重ねて

す｡市民総参加の意義と必要性の叫ばれるところです｡

四日市には八百にも及ぶ芸術文化団体があり'それぞ

れ立派な活躍をされていますが､いまだ文化都市と呼ばれないのは何故であろうか｡残念なことです｡理由は様々あっても､ここは一番個々の存在がそのままの形で共存する単なる混合体ではな-'内包する様々の矛盾や対立のようなものを止揚して一段と高い文化の統一体へとの発展を目指すことが肝要であると思われます｡すべての市民が一体となってこの文化祭を盛り上げるようお願いしてやみません｡



特集①

わたしの道楽

道楽を国語辞典でひもとくと'
｢その道にふけること｡酒色'放蕩｣と手厳しい｡

が､もともと人間は遊びが大好き｡一見ばかげたことでも夢中になってしまう｡そんな〟愛すべき遊び″の中から'私たちは知恵を学び'こころを開く悦びを知った--遊んで〈私たちは〟にんげん〟になる｡とにかく､人生は楽しいかいい′

ハワイアンは青春の音色

オ-ンピアスポーツクラブ代表

森　純孝

我々の世代は'経済が高度成長を迎える頃に大学を卒
業｡会社に就職するともっぱら仕事に追われ､学生時代に味わった楽しい趣味を忘れて忙しい毎日を送っていたように思います｡

そこで､五十歳を過ぎた今､自分が最も好きなものに
再び挑戦しようと決意'一年半ほど前からハワイアン･ミュージックのリード楽器であるスチールギター奏者を目

ざして頑張っています｡

私は､学生時代からハワイアンが大好きで､ハワイア

ンバンドではウクレレとボーカルを担当していましたが､いざ四日市でバンドを結成するとなると､どうしても自分でスチールギターを演奏しないとバンドが結成できません｡新婚当時に買った古いスチールギターを引っ張り出して､ほとんど毎日のように練習｡家族やご近所に迷惑をかけています｡しかし､仕事やスポーツで汗をかいたあとシャワーを浴び'パンツ一枚でスチールギターを弾いていると､スチール独得のビューンという南国の音色のとりこに｡郁子の木繁るリゾートハワイを思い出し､何とも心地良い気分になり､すべてを忘れて熱中してしまいます｡

最近では'オリンピアの七周年記念パーティーに出演

したり'友人のビアパーティーや名古屋での経営勉強会

のパーティーからお呼びがかかるようになりました｡

近頃の音楽といったらディスコやロックばかりですが'

素晴らしいハワイアン･サウンドの火を消さないように
一生懸命､弾き続けてゆきたいと思っています｡

ぜひ一度､お聴き下さい｡

わが自慢のハワイアンバンド
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骨董の愉しみ

木下武一

目を覚ました時が一日の始

まり､という私のライフスタイル｡自由､気ままに骨董を道楽にして生きている｡

鐸(つば)　の蒐集を始めて

三十四､五年になる｡鐸味の深い古鐸の名品を手にした時などの悦びは言葉には表せないほど'仕合せを感ずる｡ましてや郷土鐸の逸品との出合いは'もう他人には渡したくない'と心が逸り'惚れた弱みで高価でも買い昂る痔れが

心地良いのである｡

古美術漁りの醍醐味は､今

日はどんな書画や古文書に出合えるか､そのスリルが気分をみずみずし-してくれる｡

この世界ほど真剣に考え'知忠-らべをさせ､楽し-遊んで-れるところは他にない'と思っている｡

十年余探し求めし郷土鐸
さはり砂張象蕨我が家に鎮まる

過,L鯛-お花をお届けします 

--凝モト 

西浦本店プラザホテルアネ､ソクス店 

御注文(よ℡52-8490㈹ 

雫LfimT+:.4, -..,:

●●道楽のすすめ

塚田盛久

｢あなたの趣味は何?｣と聞
かれると､｢私の趣味は道楽です｣　と答えています｡

そうです､｢通しを歩-こと

が　｢楽｣しいのです｡

街道歩きの最初は､桑名の

七里の渡しから内宮までの｢伊勢街道｣　でした｡休日を､健康でお金をあまり使わず有効に過ごせないか､と考えて始めたもので'街道ブームになる前の昭和五十年からです｡
その後､｢東海道｣を日永の

追分から京の三条大橋まで､桜井から｢山の辺の道｣を奈良方面へ､大和高田から堺に至る｢竹の内街道｣など'色々と歩いてみました｡

最近では近-の富洲原･海

運橋から大矢知､中野､田光を経て八風峠へ続-｢八風街道｣を歩き､ロングでは　｢東海道｣を熱田から江戸に向かい､尺取虫方式で浜松まで行っています｡

年末に財団から発行される

｢文化展望｣　の特集のために､
幾人かで市内の｢東海道｣を取材しました｡生まれ育った四日市も'旅人の目で見ると､

大重建設 

〒510lJ_LJEl市市赤堀1丁目1番16.LF3- 

電話く0593〉52-8287 

53-2031 
FAX(0593)51-7795 

小さな箱に夢を詰めて 

フランス菓子 

エトワール 
〒510四日市市北町5-ー2 

℡rく0593〉51-9928 



面白い発見や新しい出会いがあり､結構楽しいものです｡

またご一緒に歩いてみませ

染め織り
いつのまにか､家の中の一

番良い部屋が私のアトリエになりました｡その部屋で時々わたしは夢を織っています｡

畳7枚程の場所にすっぽり
収まる小さな織機は'まさに私の夢の世界です｡いろいろな色の､さまざまな種類の糸を縦横に組み合わせると､思いもかけない布地が織り上が

んか｡お気軽に声を掛けて-ださい｡

(℡五一1四六四七)

中島　縁

ります｡仕立てるのは､これも大変な仕事ですが､世界に
一枚しかない作品と思うと､

また楽しい仕事です｡

そのうえ､手織りの服には'

手作りのボタンをどうしても付けた-なって陶芸の先生にお願いをして､焼き締めのボタンも焼かせていただいています｡

近ごろでは､売っている糸

では物足りな-なり'糸染めも始めました｡草木染めです｡とても体力のいる作業ですが'ナチュラリストとして時にはネイチャーゲームの指導をする私にとっては､またまた興味深い遊びです｡
というわけで､おしゃれに

人一倍関心のある私が､ここ数年夢中になっていることは'糸からミドリ･オリジナルブランドの作品を創ることです｡

どこかで'自慢の作品が､

お目にとまりますように--｡

音響.照明.イベントや発表会のご相談に応じます｡ 

格安のものから本格的なステージまで--- 

EVENTPLANNJNG&PRODUCE 

㊥C.C｣WORKco.,げD. 
〒513鈴鹿市住吉三丁目21番5号 

℡く0593〉70-0590 

FAX<0593>79-2359 

r*

文化協会への期待

大切なのは互いの信頼

心のエネルギーを求めて黒田耕三朗
四日市市文化協会が生まれ

て一年半になる｡その間､さまざまな意見に共感し､また時には議論を闘わせてきたが､文化のあり方について感じていることを手短にまとめておきたい｡

文化とは生活空間において､

教養と心のゆとり､また素晴

らしい物を求めてゆ-ことであり､物づ-りにも無駄を楽しむ心の遊び｡つまり､心地良いものを創造してゆ-ことではないか､と思う｡だからこそ一人一人の個性が大切にされる｡自分も目一杯に表現するが､相手の表現もまた認めようという'まずその認識

を共有することが文化の根底にあってほしいのだ｡

ところで四文協は､プロと

アマチュアが同じ土俵で語り合い､感動を共にする場である｡最近'焼き物を楽しむ人たちが増えてきたが､陶芸を志す私にとってはへ　こうした人たちとの新しい出会いや異なった感性との交流は魅力であり'心のエネルギーとなる｡ぜひ､入会してほしい｡

仏　壇･仏　具

㈱碓井雇凍串膚
四日市市鵜の森ト6-16

℡ (0593) 52-2918

桑名工場員弁店

(四日市店)
稲沢店桑名本店
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最後に　｢パッション｣　への

注文をT　つ｡現在はモノクロの誌面だが'未来に向けて内容をより高-Lt　人々が所蔵した-なるような｢カラー誌｣になれば嬉しい｡協会の財務

を担当する私にとっては矛盾するのだが､経済的支援を得てカラー化を目指したいものだ｡雑誌は､文化のバロメーターでもあるから｡

2 1世紀は文化大国に′･水谷達
去る九月十五日､東京上野

で日本アマチュアオーケストラ連盟の社団法人化を祝うパーティーが開催されました｡当日は高円宮殿下のご光臨をはじめ'文化庁や音楽関係者'ご支援頂いているトヨタ自動

車の重役たちを来賓に迎えると共に､全国からアマチュアオーケストラの代表者が集まって､長年の夢であった当連盟の法人化を祝いました｡

その祝賀会で､来賓の一人

から｢来たるべき二十一世紀

の日本はすでに経済大国ではな-､また軍事大国にもなりえない｡二十一世紀は″文化大国″　にならなければ日本の将来はありえない｡文化に携わる人々が日本の将来を担っていることを真筆に受けとめて､文化活動に取り組んで欲しい｣と祝辞を頂戴しました｡

暗いニュースが多い今日､

各地でいろんな文化団体が活躍しているのを見聞するたびに､ホッと安心しているのは私だけではあるまい｡だからこそ四文協への期待も大きい｡

(川‖山交響楽川事務ー?良)

デジタルで高pE=[]賃､印刷業界もコンビュ-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品質標準化(数値管理化)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･納期管理を最重

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TfE5Ll<0.553f3,賢覧許qAfxf.5q93.,要1g678%8

平成7年度四日市市文化協会役員
理　事　長副理事長副理事長副理事長副理事長副理事長常務理事

(事務局長)
常任理事常任理事常任理事常任理事常任理事

石田　克久岡野　繁松(総務)木村　道山(渉外)黒田耕三朗(財務)塚田　盛久(組織)西村　邦彦(事業)西杉中大赤杉
川　田林川　井谷

司軍敏秀重哲
女次之高規也

(組織)(事業)(財務)(総務)(渉外)

邦実美文
一--　∴

事事事事

山山花経
路田井貝

泰耕　　武
洲作昇司

洋楽-理事洋楽H理事洋楽Ⅲ理事演劇理事舞踊-理事舞踊H理事舞踊Ⅲ理事生活文化Ⅰ理事先約文化H理事歴史文化理事伝統文化裡事趣味教義理事自然理事文化交流理事芸能理事その他理事会計監査会計監査

斎藤　立美中島　一水谷　　達人見　耕次赤堀つる琴常磐　扇舟石井　　亨小林　春荘吉村三太郎木下　武一伊藤巳代次井上　年弘石田　昇三小黒エミ子志冨田雅也藤田　正明森　　紀元保地　桂水

文化講演会のお知らせ
来年二月二十四日出の午

後､四日市市文化会館第二ホールでt NHKテレビなどでご存じの､三重県総合文化センター総長田畑彦右衛門氏を招いて､文化協会主催の講演会を催します｡
テーマなど'ご希望があ

りましたら､各部門の理事まで連絡して-ださい｡

周囲の皆さんにもお伝え

-ださい｡詳細は後日お知らせします｡



パッション歌壇

細貝武司選

待ちわびし雨に庭木の息づきて打ちふるひつつ雫を散らす　　　　　　高砂町　多川みち子焚き上がる新米の香の満つる夜久万ぶりに食欲そそる　　　　　　　　尾平町　杉野　静子西空を茜に染めて日の落つる暮れゆ-秋のそぞろ陀しき　　　　　　　中瀬古　上田日出男確かなる根付きねがひてキャベツ苗うなひせしやはき畝に植ゑゆ-　　桜町　坂井　敦子秋風につられて出でし狭庭辺にほそぼそ鳴ける煉蜂の声　　　　　　　北浜町　杉浦ミツ江飼育器にざりがに溢るる保育室泥と笑顔の二学期始まる　　　　　　　　桜町　市村多賀子

蝉郷は菊の葉陰に身をひそめ鎌ふり上げてじっとかまへる　　　　　　　　　　村田　志げ天高-いわしの大群空にありほほ渡る風いと清かなり　　　　　　　　堀木町　小川　　環真夏日の暑さのすぎて朝夕の涼しき風は秋のおとづれ　　　　　　　　尾平町　石橋　伊都告別式のかなしみ胸に広がるも髪美し-杭さおりわれは　　　　　　　岸同町　北川　浩子

ひな人形､五月人形､結納品 

人前の勢五 

四日市市川原31-6 

TEL33-0234㈹ 

川柳よっかいち

保地桂水選

ブランコが止まって鼓動高-なるポケットの底でためらう小銭入れはき馴れた靴で明日を予約する地酒下げ遠出の機嫌問うている添削をされて気がつ-軽い位置なさけから零れた愛が弾みだす

柴　吉　内　井　高　保

田　田　山　垣　橋　枝

サ

明　紫　力　和　　長

美　水　枝　子　忠　英

七二二十. 
22-8753 

ハナコサン 

三滝台4-12-7 

さるすべり燃える炎を雫する面影のない足音に試される温もりが欲し-て風をかき抱-朝露に似た想い出と風の中封筒に蒼いレモンを入れて-る微熱あり戦は秋が逝ってからほたる龍のあかりは哀へ明滅す生真面目な足跡がある預金帳糸足して繋ぐあなたに届-まで受話器から流れる顔を読んでいるゆきずりの風のかけらが頁繰る残り火に数えきれない欲が出るリクルートスーツへ寒い風ばかり心の裏を見せて淋しい涙風

酒井　英男橋爪吉五郎高井　美恵矢田はるみ

四日市市文化協会の事務局

石　坂　樋

田　井　口

菱川　麻子坂崎よし子田辺　逸子伊藤　せき八木　火砂清水　延和加藤　昌良

tj舞連盟 

●赤堀流●藤間流 

●内田流●宗家西川流 

●西川流 

四日市市鵜の森-T目10-10 

河合歯科医院 
TEL51-6516 

◎診察時間 
午前9時～午後1時 

午後2時～5時 
◎休診日 

日曜日､祝祭日､木曜日 



オープニングフェスティバル　舞台･展示部門

日時: 10月28日仕)開場17時･開演18時

会場:四日市市文化会館第1ホール

入場無料-整理券要(書誌票イ諾謡.S富話芸諾篭雷覧L;言;)

部門名(区分)展示or舞台 ･時間/入場料 偬��&9�ﾉkﾂ�8+Ykﾈ����ｩkﾂ�催し内容 

伝統文化 俶ﾉ?ｨ�9Eﾈｧ刋�k��連盟加盟会員の発表会 

6/4(日)10二00-17=00 入場無料舞台 ��c8��Eﾈｧ�/�ｧ�+X-陞��賈?ｨ�8ｼ驗ｨ�)�ﾘﾘyY�85ｨ985籐�ﾈ支ｭ�7ｨ�ｸ8ｲ�

責任著名(電話番号)赤井重視TEL53-8070 

美術Ⅰ 忠YInR��会員及び一般公募の作品展 

10/27(釦9:00-17:00 ��ｨ�B�示ﾃｨ8��示(絵画.写真.書道ほか) 
～29(日)最終日は16:00 出品料:会員500円､-脚.000円展示 ��c�5x麌��

責任著名(電話番号)花井昇TEL53-2874 

美術Ⅰ丁 忠YInR��同上(彫刻.工芸)口ク口.て びねり等実演あり(無料) 

10/27俊)9:00-17:00 ��ﾘﾘyOﾈ��5r�
～29(日)豪終日は16:00 入場無料展示 ��c95x麌���cI5x麌��

黄任著名(電話番号)黒田耕三朗TEL3l-8047 

文化交流 忠YInR��民踊.太鼓の競演 

10/28仕)13二00-16=30 入場無料舞台 倡9j�,ﾉj��-ﾈ,(.���c(7ｨ�ｸ8ｲ�

責任著名(電話番号)手丁田夫軸TEL31-0010 

邦楽 忠YInR��部門21団体が出演 

10/29伯)10=00-16:00 入場無料舞台 �?ｩgｸ弁Eﾈ-ﾈ,(.���c�7ｨ�ｸ8ｲ�会員及び一般公開 

責任著名(電話番号)山路奉洲TEL52-8490 

洋楽Ⅰ 忠YInR��市内の合唱サークルの日頃の 

10/29伯)13=30-15=30 入場無料舞台 俘x㈱ﾝR��c(7ｨ�ｸ8ｲ�成果を競う 

責任著名(電話番号)大川秀高TEL46-2431 

文化交;JfL 忠YInR���ﾈ�"�会員と一般参加のダンスパー 

10/29(日)18‥00-21=00 入場無料 倆�ﾏ�5糲5�6籃H48爾��cH7ｨ�ｸ8ｲ�ティー 

悉任著名(電話番号)小黒エミ子TEL51-0666 

生活文化ⅠⅠ 倅�H嫌�宛Xｺh橙�会員の作品展と審査会 

ll/1(水)初甲のみ 亳X扞5r�
～3(日)9‥00-17‥00 入場無料展示 ��c95x麌��

責任著名(電話番号)飯田紀四男TEL65-0101 

舞踊Ⅰ �?ｩY���k��連盟加入の全流派出演 

ll/3㈲13=00-16:30 500円舞台 �?ｩgｹY�nｨ-ﾈ,(.���c(7ｨ�ｸ8ｲ�

責任著名(電話番号)西川司女TEL52-3431 

文芸 俶ﾉ?ｨ�9�ﾉohｺh橙�会員の作品発表と表彰 

ll/3航)10=00-16‥00 投句料(昼食含)1.500円展示 ��ﾉoi�X橙��c87ｨ�ｸ8ｲ�

責任著名(電話番号)樋口仁TEL32-6028 

生活文化ⅠⅠ 俶ﾉ?ｨ�8扎,ﾈ檠��k��会員が育てた山野草花木の展 示発表 

11∠喜雷.o=00-ー6二30 入場無料展示 �H,i|�,ﾉ�ﾘﾘy5r��cH7ｨ�ｸ8ｲ�

責任者名(電話番号)吉村三太郎TEL52-4280 

●本文化祭の会場には､車椅子の方の席が用意されています｡お気軽に係員にお申し出ください｡

心の出逢いを求めて 

OFFIC【 

MORl 
Jl/.Lさ､イベント血軌7=ロチエ-ス､アナウンサ-養味 

〒;510llLJllrlJ'rri軋.)の森1日113-12 

TELくn593〉54-0852 

FAXく∩593〉55-6(ー44 

JR四日市駅前

石田胃腸科病院
喪診療時間AM9:00-FWl :00

PM2:00-FW6:30

蘭休診Ej日FEE]･祝祭E]･土曜午後

四日市市朝日町1 -15

℡ (0593)53-1546 ･53-3313

第45回～'95あつまれ文化の輪　ひらこう文化のまつり!～

四日市市民文化祭
●主会場四日市市文化会館

部門名(区分)展示or舞台 ･時間/入場料 偬��&9�ﾉkﾂ�8+Ykﾈ����ｩkﾂ�催し内容 

生活文化Ⅰ 忠YInR��茶道.前茶.いけ花.盆栽. 盆石の合同展示 

ll/3㈹10:00-17:00 �+8.ﾘ.(*�,做委ｸ7ﾘ98,ﾈﾘ�.畏y:�5r�
～5(E])最終Elは16:00 呈茶券500円(当日売り)展示 ��c�5x麌��

責任者名(電話番号)小林春荘TEL53-1692 

演劇 忠YInR��劇団四日市が出演 

ll/4仕)19:00-21:00 亢ｸ����ﾆｨﾝZ)�ｨﾕX,ﾉ�ﾊ2�
～5(日)14:00-16:00 前売2.ODOR(当日2.500円)学生割引あり舞台 ��c(7ｨ�ｸ8ｲ�

責任著名(電話番号)山本;享子TEL52-3681 

文言 俶ﾉ?ｨ�9%ｨ慂ｺh橙�作品を一般公募し表彰 

ll/5(日)12=30-16=30 畳食券700円展示 倡9j�%ｨ慄�X橙��c87ｨ�ｸ8ｲ�

責任者名(電話番号)細貝武司TEL46-8392 

洋楽ⅠⅠ 忠YInR��アマとプロ共演による 

ll/5伯)13‥00-15:00 前売1,000円(当日1.500円)舞台 �7�8X�ｸ98685驂ﾘ自?�6�8ｲs迭��c�7ｨ�ｸ8ｲ�JAZZ&POPSコンサート 

責任著名(電話番号)中島-TEL97-3522 

坐.;舌文化II 俶ﾉ?ｨ�8蟹�陞��会員の作品展示.一般公開 

11∠至芸.o=00-.7:00 入場無料展示 ��cSH���,ﾉ�Y��5r��c95x麌��

責任著名(電話番号)土佐林啓一TEL54-4105 

生ン舌文化ⅠⅠ ����ﾙ�9�ﾈﾆ�g(ﾌ�,ﾈ橙�会員の作品展示.一般公開 

11∠至芸.o=00-.7=00 入場無料展示 ����ﾙ�9�ﾈﾆ�5r��cI5x麌��

責任著名(電話番号)藤井莫己代TEL31-7086 

生活文化ⅠⅠ �*��ｸ,h咥截�会員の作品展示.一般公開 

11∠至芸.o=00-.7=00 入場無料展示 �*��ｸ,h咥扞5r��c(檍ｶ8��

責任著名(電話番号)野田京子TEL33-5966 

生活文化Ⅰ 忠YInR��一般市民を対象にした茶会 

11乙gig,10‥00-.5=00 呈茶券500円展示 俶ﾉ?ｨ�8�9j�(8橙�����.｢�

責任著名(電話番号)成瀬ゆりTEL52-6415 

趣味教養 忠YInR��囲碁.将棋ほか一般市民の参 

12/8(劫10:00-17:00 偃��ｻ9wｸ-ﾈ,(.��加催し 
～10伯)最終日は16:00 参加券一,000円展示 ��c�5x麌��他に文化交流1団体 

責任者名(電話番号)西村邦彦TEL54-0625 

舞踊1Ⅰ 忠YInR��会員出演.-般公開 

12/9仕)ll:00-17=00 入場無料舞台 ��鞐ﾉY�w����c(7ｨ�ｸ8ｲ�

責任著名(電話番号)常磐扇丹TEL31-5348 

芸能 忠YInR��部門会員出演による一般公開 

12/10(E])10:00-18:00 入場無料舞台 佗ﾉEﾈ5x8x48986x7H4h5�6X4(6�8ｲ��c(7ｨ�ｸ8ｲ�

責任者名(電話番号)杉田軍次TEL46-0688 

四日市市文化協会TEL･FAXO593(51 )3729　●詳しくは各部門へお問い合わせ下さい｡

中電八の店餅 

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 

亮ト募集中′ 
ジャズ.ポピュラーから演歌まで 

サンセットポップス.オーケストラ 
四日市市昌架町.名四ビル 

TEL52-8262 
97-3522(中島) 



(文化協会主催･後援イベント)
第4 1回石井アカデミー･ド･バレエ公演発表会

日時　12月10日榔会場　四日市市文化会館

第1ホール

主催　石井アカデミー･ド･バ

レエ

料金　無料お問い合わせ先　石井正人

固0593⑳9058

常磐流創流20周年舞踊会
日時　平成8年3月3日㈲会場　四日市市文化会館

第1ホール

主催　常磐流家元　常磐扇舟料金　無料

お問い合わせ先　常磐扇舟

園0593⑪5348

(四日市市文化会館情報)■市川猿之助歌舞伎公演
｢十二刻忠臣蔵｣

日時　11月17日幽

昼の部　1 3時30分開演夜の部　1 7時30分開演

会場　四日市市文化会館

第1ホール

料金　S席6千円　A席5千円

B席4千円

●市民オペラ｢フィガロの結婚｣日時　11月25日出　18時開演

11月26日佃　14時開演

会場　四日市市文化会館

第1ホール

料金　4千円(全席自由席)

■名作シネマ劇場日時　11月24日勧

｢黄昏｣　　1 8時30分～
12月8日㈲

｢ボディーガード｣

18時30分～

会場　四日市市文化会館

第2ホール

料金一般700円

(当日800円)
学生600円

●音楽座ミュージカル
｢マドモアゼルモーツアルト｣

日時　平成8年2月1 2日㈲

1 8時開演(予定)

会場　四日市市文化会館

第2ホール

料金　S席5千円　A席4千円

創作舞踊 
紀之元流芝流 
常磐流西川流 
深山流≡書流 

瑞穂流山吹流 

石井アカデミー.ド.バレエ 

指導石井正人.昭子 
石井亨.亜希子 

稽古場四日市市相生町ト1大宗ビル 

自宅四日市市堀木2-19-ll 

電話(0593)52-9058 

■四日市市文化会館常設展示室

陶製軽蔑高さ一七四センチの焼物の燈

篭である｡上から宝珠'笠'火袋､中台､竿､台座の六個体からなる｡竿に万延元年　(T八六〇)　と射和寓古の刻銘がある｡射和寓古は沼波弄山の妻の生家であった竹川家の子孫竹斉が'古寓古の復興を期して始めたものであるが､その作陶期間はきわめて短かった｡この燈篭は年記を記す基準作例として'また大規模な作陶例として貴重である｡
(四日市市立博物館情報)■平成7年度特別展

｢祭礼･山車･風流

-近世都市祭礼の文化史-｣

日時　1 0月28日～1 2月3日

料金　丁般900円　高大60

0円　小中300円

東海地方は'全国的に見ても

｢から-り人形｣を使った独得の
山車が発達したところです｡この展覧会では近世の都市　(城下町や宿場町)　の祭礼を'絵画資料を中心に全国的に比較･展示することによって､文化史的な観点から紹介します｡●企画展

｢ウルトラヒーロー30年｣
日時　12月15日～

平成8年1月15日

料金一般600円　高大40

0円　小中200円

今年はウルトラマンがテレビ

で放映されてから30周年を迎えます｡今なお人気の高い初代ウ

ルトラマンから最新作まで､人気怪獣を1堂に展示します｡■企画展
｢朝日陶芸展｣

日時　平成8年3月1 6日～

平成8年4月1 4日

料金一般600円　高大40

0円　小中200円

朝日陶芸展は､全国規模の公
募の中でも特に､新進陶芸家の登龍門として有名な展覧会です｡入賞作品約百点を展示｡1北勢高等学校美術展日時　平成8年2月1日～

平成8年2月12日

昨年度までは四日市市文化会
館で開催されていましたが､本年度より博物館で開催されます｡

日本アマチュア 

将棋連盟 

〒510四日市市諏訪町3-15 

いちかビル2F 

TELO593-54-0625 

担当:西村 

思い出いろいろ-. 

各種発表会.結婚式など ビデオ.写真.CDセコ 

桑名郡多度町香取21 

想(0594)48-3248 
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理事会だより

l.文　芸(俳句･短歌･川柳･散文･評論など)

2.美術Ⅰ (絵画･書道･写真･映像･グラフィックデザ

インなど)

3.美術ⅠⅠ (彫塑･工芸･スペースデザインなど)

4.邦　楽(琴曲･三絃･尺八･吟剣･剣詩舞･民謡･長

唄･端唄･小唄･大正琴･現代三味線など)

5.洋楽Ⅰ (合唱･声楽･オペラなど)

6.洋楽ⅠⅠ (吹奏楽･軽音楽･民族音楽など)

7.洋楽ⅠIl (器楽･管弦楽･リトミックなど)

8.演　劇(現代演劇･ミュージカル･ニューウェイブなど)

9.舞踊Ⅰ (日本舞踊)

10.舞踊ⅠⅠ (創作舞踊･民謡おどりなど)

lJ.舞踊ⅠIl (洋舞･バレエ･民族舞踊など)

J2.生活文化I (茶道･煎茶･盆石･華道･香道など)

13.生活文化ⅠⅠ (盆栽･菊花･山野草･園芸･水石･フラ

ワーデザインなど)

14.歴史文化(郷土史研究･文化財保存など)

15.伝統文化(能楽･狂言･雅楽･浄瑠璃など)

16.趣味教養(囲碁･将棋･カード･人形･着付け･料理･

芸術鑑賞など)

日.自　然(天文･地質･動物･植物･都市環境など)

18.文化交流(国内外交流･ボランティア･太鼓･社交ダ

ンス･フォークダンス･レクリエーション

など)

19.芸能(歌謡･落語･演芸など)

ZO.その他

(個人会員)
古川　錠子田中　俊行P]中　　武

前田　衡延日置　記平
八法人会員)

オリンピアスポーツクラブ北勢インフォメーションサービス武田薬品工業㈱四日市中日文化センター平成薬品㈱グリル四日市

日本トランスシティ㈱㈱水九印刷所㈱中部近鉄百貨店中北薬品㈱船橋薬品㈱㈱松坂屋四日市店㈱八神製作所東海出版㈲㈱シーシーワーク㈱cTY柳岡田文化財団

轟

私たちのサポーター′

順不同'敬称略

●年会費
lL会Li (偶人) 3,()00ll]

Jr二会Li (川体)全件は構成人数によりiLP:_なり

ます｡

構成人員
2 -10 ･･　　　･こう.()00十((a200×1.JR録f;)

ll-20 ･･　　　･-4.000+ ((a120()×く芙録P;')

21-.'10　　　　　　-5,()()()+ (@cz 200×く吏録P;-)

31-50　-　　　･-6.()00+(Co＼200×くJk_録fi-)

51-loo -　　　　-･18,()00+ (Ca20()×くi･録井)

101-1.000 I.･　　-10,00()+ (Co12()()×くJt鎚E)

※IH L､ ､I'T分の聞､勺I'･会せ皆の1'1ht■J潮は､ 50.000

日とするo　又､ JIJ･?:/ト:111卜は免P,'ftする∩

餌助仝Ll (佃人) -115,000lrJ

代助会Li (は人) --EUO,000111

暮らしの文化から芸術まで幅広い分野の仲間がいます｡(入会方法)●入会申込書にご記入の上､事

務局までお送り下さい｡

ヽ団体の場合は､登録リストま

たは､貴会の名簿を､入会申込書に添えて下さい｡
四日市市文化協会

入会のFご案内


