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四日市市の文化の発展と'文化の
潤いのある街を目指し｢市民と共に｣を合言葉に'平成六年に新しく生まれ変わった四日市市文化協会も本年で十周年を迎えることとなりました｡

戦後の昭和二十五年頃'荒れ果て

た郷土で､先輩諸氏が苦労して育てた文化も'ようやく地に着き華となったのではないでしょうか｡

今年度の大きな特記事項としては､
何と言いましても懸案で有りました四日市市の北部｢あさけプラザ｣を中心に活躍中であります｢四日市市文

化団体協議会｣との合併が'一月度の理事会において了承され'四月一日を以て両組織の合併が機関決定されたことです｡これにより四日市市のふたつの文化団体が'ひとつとなり更なる発展が期待されることとなりました｡

合併は｢対等合併｣でありますが､

当面は｢四日市市文化団体協議会｣が文化部門の一団体として参加することとなり､既に双方の定例の総会にて満場一致承認されております｡

以上の結果により四日市市文化協

会は'二〇〇団体'約五'〇〇〇名の組織として成長し大きな飛躍を遂げたのであります｡

今後の十年に向かって更なる努力

を傾注Lt四日市市の文化発展に少しでも貢献できればと'考える次第であります｡

十周年を迎え二〇〇団体'五〇〇〇名の組織へ

四日市市文化協会　理事長　木　村　道　山
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特集～四日市のまつり～

特集～四日市のまつり～太鼓､笛､汗-送るエネルギー､子どものころから何よりの楽しみごととして､待ちわびる｢祭り｣｡今年も四日市の夏を熱く彩ることでしょう｡感動の原点に､すこし面白い話を集めてみました｡
｢四日市祭｣のことなど

東僚　　寛

四日市市教育委員会

文化課

んその時代のことを知っているわけではないが'ここでは江戸時代の四日市祭の様子について興味深い史料を紹介しておこう｡

その史料は｢文化七年諏訪神社御
祭礼心得書｣という文書で'町役人から出された祭礼に際しての注意事項というべきものである｡内容はその当時(江戸時代)の世相を反映して｢祭礼の目的は五穀豊穣'町内安全をもたらす神への感謝である｣と述べ'そのために心得違いのないように華美に走らないようにという趣旨が述べ

戦災で焼失する以前の四日市祭の
華麗さは今でも古老の方からよく耳にすることができる｡筆者はもちろ

『西遊旅談』四日市祭

(四日市市立博物館蔵)

られているもので'その限りにおいてはあまり面白いものではない｡けれども'当時の四日

市祭の現況を｢心得違いによって'祭礼を自分の慰めごとのように思い町毎にその華美を競っている｣と述べている｡

つまり'ここでわざわざそもそも
祭札の目的は-と述べなければならないほど'実際の祭礼は町毎にそれぞれの趣向をこらし'華美を競う二年で最大の娯楽と化していたという実情が見えてくるのである｡

人々の祭りにかける情熱は'その

当時(江戸時代)から現代と変わらないくらい'否'それ以上に大きいものがあったということを物語っているのではないだろうかo詳しくは｢ラ･ソ-ジュ｣第十九号の拙文をお読みいただきたい｡
編集室からひとこと文中の｢ラ･ソージュ｣は文化会館にて販売中(一'〇〇〇円)｡皆様もどうぞ-

大四日市祭り一私見

二十一世紀の四日市まつりを創る会

会長

岡野繁松

<芸J寸l

先ず'四日市祭りは諏訪神社氏子

の祭りであり'大四日市祭りは全市民'全地域のまつりであることを明瞭にしておきたい｡

大四日市祭りは｢四日市の恩人､稲

葉三右衛門｣から始まる｡これが私の大四日市祭りの原点である｡

まつりは庶民のものであり'文化

の根源である｡今のまつりは観光とか町おこしとか'いろいろと理由をつけてまつりをしている｡理由をつけるから行政がしなくてはならないLt行政が主導権を執っていかなければならなくなる｡

私たちは'平成十二年度に十五回

に亘る話し合いを重ね､細かい目標を決めた結果､大目標として｢自分たちの手でまつりを創りあげよう｣と平成十二年三月'本会を立ち上げた｡以降'種々の形で大四日市祭りに関与し行政と協同してきた｡
しかし'まだまだ初期の段階であ

ると思う｡それは'まつりとは　｢みんなが楽しみ参加･参画している｣か
｢全市民のものになっている｣かど

うかである｡

見せる側だけに走ってはいないだ

ろうか｡見るだけに終わってしまっ

ていないだろうか｡行政依頼になってはいないかなどである｡

今年は｢稲葉さんへの献花式｣　に

市民が参加し'続いてのパレードから大四日市祭りが始まる｡この変化がまつりの原点へ迫る一歩と私は考える｡究極は､まつりとは庶民の文化の原点である｡

安心の長時問託児で

元気な子ども達とお母さんを応摸します

キッズハウス

COCORON

四日市市小杉町1285-4

TEL ･ FAX　0593-33-0550



特集～四日市のまつり～

お祭りは生活の一部?

お祭り用品専門店｢弥な屋｣

店主

チヤカチヤカチヤカチヤカチヤンゴンゴンチキチン｡そろそろあちこちの町内で石取り

祭りの練習が始まる- 0

これが私の祭り好きの原点だ｡母のお腹の中にいた頃よりこのリ

ズムを聴いていた｡物心ついた頃には､父に連れられて当時の青年と同じ半纏を着て祭車の綱を引いていた｡学生時分は東京で過ごしたが'石取りがしたくて地元に帰ってきた｡

それ以来'私にとってお祭りは生

活の一部になった｡

柳川平和

礎撃

三十代の頃は毎月どこかのお祭り
に行っていた｡さすがに五十の声を聞いてからは少なくなった｡

二月の和歌山県新宮市の御燈祭り
に始まって'五月の神田祭､浅草三社祭'六月は東京の鳥越神社､七月は地元の石取り'八月は大四日市祭り'深川の富岡八幡宮'九月は新宿の熊野神社'十月は四日市諏訪神社の秋の四日市祭り'外宮さんの初穂引き'内宮さんの川引き'新嘗祭でその年のお祭り納めをしている｡新

ベて参加している｡

楽しい～!お祭りに入ると私は人が変わるら

しい｡自分ではわからない｡よい方に変わっていればいいけど- ｡

そんな私が最後に選んだ職業は'
お祭り用品専門店だ｡

私は'みんなで地域の文化や伝統

を守って'お祭りのハレの日にはみんなが粋にカツコよく目立って欲しいと願っている｡

そのお手伝いが'私の仕事である｡

御燈祭り

嘗祭では特別に夜間参拝の行事に参加させていただいている｡

今年はこれに加えて七

月に博多山笠と九月には熊本の藤崎八幡宮例大祭に行く予定をしている｡見物に行くのではなくす

鵬族衣裳文化普及協会

いつでも入会OKです｡
11月のみ4回2,000円

かんたん着付教室
手持ちのもので練習･見学可

〒510･0096　四日市市中町9-5

TEL5216390　FAX.5216391

四日市生まれ(1947)

1987年オフハウスデザイン

〔広告写真〕設立
2000年有)オフハウスデザイン

〔写真企画室〕設立

現在　社団法人日本写真協会会員
2001年以降毎年　東京､京都､名古

屋等のコダックフォトサロン､富士

フォトサロンで写真展を開催
2003年写真集『変幻菖士J

r大地風彩』出版

四年間キャンピングカーで自炊しながら遊牧民のように'撮影地を移動し千日間掘りをつづけました｡

冬季は零下二十度で四wD車の中で
過ごす日々があります｡

大地の風と香りを肌で感じながら'

写真家

山下　茂樹さん

写真を撮ることは人生の　｢行｣　なんです｡私にとって写真は修業の　｢行｣　だ

と思っています｡テーマである自然の雄大さを追求し富士山を被写体に選択する｡千日撮影行を遂行することによって､自分なりの心に描く富士山が見えてくるのではないかと'

富士山は気まぐれで
変幻自在､いつも期待とは裏腹な姿しか見せてくれません｡一週間も顔を出さない目があります｡たまに見せる顔がたまらなくいとおしく思いました｡

忍耐と自己葛藤の中

で自然と対話しながら感謝の気持ちで向かい合っています｡

北の大地に
魅せられて

大地の雄大さ'自然

四季を通じて朝景'夕景'夜景の色彩の変化に魅せられて全道の自然美を追求｡夜明け前の山登り'夕景撮影後の山下りや霧'雨天の山里撮影など危険は付きものですが'それ以上に広大な大地の空気感'自然の香り､厳冬ゆえの美しさ等々北の大地は魅力が尽きません｡

年間を通じて厳しい取

材もありますが､　｢行｣と思えば苦しさは自然の中に溶け込んでいきます｡
私の写真集『変幻富士』

美を求めて'北海道全道五万キロを走行しました｡遠征は三か月単位にて取材しました｡

『大地風彩』　(ピエ･ブックス出版)をご高覧頂きましたら幸いです｡
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四日市大学の昨今
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｢よのなか｣を広く学び

爽やかな風に後押しされ､四日市大学をお訪ねしました｡環境情報学
部の小田径さんと学生･環境福祉活動部で課題に取り組んでおられる紘
合政策学部の小川建司さんにお話を伺いました｡

小田さんはゼミ活動の中で海外活動をされているとお聞きしましたが｡
小田｢昨年は､日本･タイ友好のマングローブ植林活動に参加しました｣

きっかけは?
小日｢そうですね｡世の中の役に立つことができれば-体験することで
そのことが身近に感じるような-｣

参加していかがでしたか?
小田｢植林は､現地の協力もあり苗のポットを破って
植えるという簡単な作業でしたが､現地の小中学生と
和気あいあいの雰囲気で交流できたこと｡また､全国
からの参加者とふれあうことで視野が広がりました｣
小田｢このような活動は回を重ねることが大切で､こ 子象となかよし
れからも続けていきたいと思います｣

世界のいろいろな国の人たちや文化を知ることの出来るドキド牛やワ
クワクが溢れた活動ですねo小川さんは"福祉のまちづくり" (=関心を
もって活動されているそうですが｡
小川｢僕は高校の時に福祉科に入っていたので大学に入っても福祉活動

｢ねむの木学園｣訪問

を続けていこうと考えていました｣
いま活動されていることは?

小川｢障害をもつ子どもたちが､普通学級で学ぶむ
ずかしさについて討論したり､四日市市の｢地域福
祉計画｣への提言を行うことを目的とした話し合い
をしました｡また､環境についても｢ごみの分別収集･
リサイクルはいいことか?｣や､リサイクル文庫な
どについて教員と9名のメンバーで話し合いを重ね

ています｣

まちづくりでは福祉や環境問題は大切ですね｡

小川｢今年は､戦後一貫して市民活動(母親運動他)に取り組み今も活
躍しておられる吉田うたさん(89歳)を招いての学習会と環境問題では
高松干潟の見学等も行いました｣
新しい時代に活躍できる人材の育成をめざし､地域に開かれた大学と

して知られる四日市大学｡緑豊かなキャンパスで若々しく学ぶ彼らを吃
しく感じたひとときでした｡

四日市大学　学生課課長　岡崎繁子

｢四日市大学｣があることは知っているけれど､行っ

たことはないし､何処にあるか知らないわ｡普通の人は

入れないんじゃないの?｣というのが､多くの人の反応

だと思います｡しかし近年､国立大学は勿論､私立大学

でも､施設開放をして一般の人に｢大学｣を理解しても

らおうとしています｡

わが四日市大学でも､各種資格試験の会場として利用　､､

していただいていますし､情報センター(図書館)では閲覧だけでなく

貸出もできます｡また､公開講座コミュニティカレッジではパソコン敬

室や語学講座､ヨガや絵画教室など､多彩なメニューをご用意して地域

の文化活動を支えていこうと活動しております｡

現在四日市大学には､経済学部･環境情報学部･総合政策学部の3学

部で､約2,000人の学生が学んでいます｡その中で､今年は中国･台湾･

ベトナム･バングラディシュ･ペルー･スリランカの6カ国から､ 100

人の留学生が在籍しています｡反対に海外へ雄飛していく学生もおり､

休学して留学したり､卒業後に留学する学生も増えてきました｡社会人

学生も年々増えてきて､現在は30人となり､若い学生によい刺激を与え

てくれています｡

ゼミ活動の中で､海外へ出て行くケースや､地元商店街などと協力し

て駅周辺の活性化に向けて試行錯誤しているグループもあります｡

クラブ活動は体育系では硬式テニス･陸上･アメリカンフットボール.

サッカーなどが活躍していますが､文科系のクラブも活動しています｡

地元ならではのクラブとしては､伊勢型紙愛好会と陶芸部があります0

それぞれ伝統的な技術の習得に努力しており､その成果は毎年秋に開催

される｢四日市大学大学祭｣に発表されています｡

さらにゼミ活動では､蒲郡ラグーナの照明設計の山形先生､アビーロ
ード･スタジオの改修設計の豊島先生､ NHKのプロデューサーとして｢ル

ーブル美術館｣を手がけた高杉先生らのご指導のもとに､学生が照明･

音響･映像の技術を習得しています｡

いつの日か彼らが四日市の文化活動を担うようになってくれるものと

期待しております｡市民の皆様も暖かく見守ってくださるよう､よろし

くお願いいたします｡



副理事長　芝田尚輝

平成十五年四月より当文化協会の
地域文化部門｢あさけプラザ文化団体｣として加盟しました｡

この団体の生い立ちを簡単に紹介
しますと昭和三十五年に市立北部公民館で'北部地区の絵画や書道の五～六のサークルが､作品を発表展示したのが始まりです｡年を経る毎に参加団体が増え､舞台芸能の団体も加わり､会員数が増加して行きました｡

昭和五十九年に｢あさけプラザ｣が

完成｡立派な舞台と大小の会場が設置され'四日市北部最大の文化施設となりましたので､これまで北部公民館で活動したサークルも拠点をここに移しました｡もちろんここに至

るまでは､諸先輩方のご努力と'ご苦労のあったことは云うまでもありません｡

現在の加盟サークル数は'舞台芸

能関係が三十三'美術展示関係が十で､計四十三サークル｡

加入会員は一六〇〇人となってい

ます｡

この団体の特徴を申しますと-
★毎年春と秋に開く二日間の｢文化祭｣

で'ジャンルに関係なく全加入サークルが発表会を開催｡
★｢文化祭｣開催にともなう観客への

サービスと'会員間の親睦を図り軽食のバザーを会員が行う｡
★年一回'日帰り研修旅行を開催｡

などです｡

団体の運営にあたっては､各サー

クルの代表による｢代表者会｣を毎月開催し'加入者の立場からこの団体の発展のためのご意見を求め'ジャンルを越えて会員相互の協調と親睦を計っています｡

今回の｢文化協会｣との合併により'

大きな組織の一環としての｢あさけプラザ文化団体｣は'本部との協調体制をとりつつ'これまでの特徴を活かし'一般市民の皆さんに密着した文化活動に取り組んで行きたいとしています｡

よろしくご交流のほどお願いします｡
～お願い～

障害者の方々と介護者の方々をペアでお招きする　｢プレゼントチケット｣　をご提供ください!

/Tt-ムへ一夕はr新鮮さ｣ガ■第-

ホームページ担当　伊藤洋史

2年前の6月に開設した四日市市文化協会のホームページは､

この5月に二回目のリニューアルをしました｡

｢四日市の文化情報発信源｣の編集方針を更に強化しました｡

今回のリニューアルの目玉は｢年間の催しもの｣のページです｡

カレンダー方式で､月ごとに｢何月何日どういう催しがある｣

と分るように構成しました｡同時に主催者に要請して｢入場券プ

レゼント｣も増やしています｡

しかしまだ本来の｢草の根情報｣が不足しています｡地域の盆

踊りやサークル情報､個人的な絵画や写真展など身近な情報を

掲載･提供して行きたいと考えています｡
"ホームページは｢新鮮さ｣が第-"

これがもう一つの編集方針です｡

アクセスのたびに新しい情報がある｡こういうホームページに

します｡

どんどん情報を集め､日々掲載します｡ご期待ください｡

皆さんのアクセスをお待ちしてます｡

四日両市文化協会会員

ら 'jdVIBi雷寿

四日両市文化会館内
TEL　0593-51-4073

FAX　0593-51-4076



帝展究瓜脳容p　鎗ま昼
～当協会十周年を迎えて～

第五十三回四日市市民文化祭は'
去る五月十一日､市勤労者総合福祉センター多目的ホールの仮説舞台で幕を開けた｡

市長を迎えてのオープニングセレ

モニーの後､日常の成果を発表する｢能楽を楽しむ会｣　が行なわれた｡

今年'当協会は'組織としての通

過点でもあり､節目ともいえる十周年を迎える｡当協会が深く関わっている市民文化祭は､果して四日市市の文化振興に役立っているのであろうか｡当協会の真価が問われるところである｡

さて､今回の市民文化祭は'①十
周年記念行事として取り組む'②｢若者文化との出会い｣　をサブテーマとする'③みえ県民文化祭の開催を積

極的に誘致Lt　合同開催などを意識したプログラムとするという観点を明確にLt　新規加盟のあさけプラザ文化団体を加えた'加盟二〇〇団体五〇〇〇人を主にした　｢部門別｣　と､参加公募の　｢市民文化フェスティバル｣　の二本立て2 1事業が四日市文化会館を主会場に開催される｡
期間中の五月から翌年三月までに'

舞台'展示'体験などの出演者は延べ六〇〇〇人'入場者は三～五万人を見込んでいる｡

当協会では'入場者のみなさんの
視点を'①いろんなジャンルを観てみたい､②地元の文化レベルを知りたい､③出演している知り合いを観てみたいなどを要素として捉えた上で'さまざまな方法でこの文化祭の

お知らせを行ってきた｡プログラムを組回覧､当協会のホームページなどでお知らせすることによって'市民の皆さんから　｢参加したい｣　｢続けてほしい｣　と思われる催しに対して積極的なアピールやエールを頂きたいと願っている｡

この市民文化祭が四日市の街を元
気にする源となるように'市民文化祭モニターの方々をはじめとし､さまざまな方面からのご意見を頂きたいと考えている｡

今回'当市は財政難を理由に文化

予算を2 0%カットLt　出演団体や当協会の大幅負担増での開催となった'このような財政難の折から'困難は伴いますが'評議員会で決めた'市民文化祭などの会場において　｢自前の新文化会館建設を目的に資金カンパ活動｣　を展開しているので'ご支援をお願いしたい｡

(事業部　西村邦彦)

やっぱりE)日市が好き-･300

-若もの文化との出会いを求めて～

半生を'みえ県民文化祭と共催の　｢演劇の集い.m四日市｣　で上演いたします｡

公演当日にはいい舞台を創りたい!と

懸命に励んでおります｡
ご期待ください｡

㌔oooq.30蓮oo33号8喜

市民文化フェスティバル9月27日他1 1時～1 8時

28日㈲1 0時～1 6時

入場無料　但し'第一ホールは有料です
m岨同山Mu関山　あさけプラザ全館第3 8回秋の文化寮

○｡1 ㌔○

9月2 7日出ー｡時～1 8時　　鮒

28日㈱ー｡時～16時　　梢

3000000000000000〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇dd)000

阿山E矧開削E舶　第二ホール
みえ県民文化祭と市民文化祭の合同開催

｢演劇の集い.n四EZZ市｣9月2 7日出1 4時～2｡時30分権

28日㈲14時～16時　　梢

｢高古不易-土燃ゆ｣
四日市の地場産業に貢献した先人たち

の中に陶器づくり着手Lt　寓古焼を広めていった山中忠左衛門がいる｡

忠左衛門は始め百姓たちの困窮を救う

ためと考えた｡もちろん忠左衛門自身'

ろうイIん

森有節'沼波弄山らが作ったいわゆる　｢古寓古｣　に魅せられ誘発されたことは確かだった｡

み.す′､る土

忠左衛門は水車町､今の浜一色町に登

り窯をこしらえた｡｢作物をつくるのも土だが陶磁器の土は天候に左右されなくていい-｣

そう思って粘土で茶碗を作らせ､それ

をE貝い取り陶器を作ったのである｡

明治に入ると地租改正令という制度が

定められ年貢と税金を収めなくてはならなくなった｡百姓たちの困窮はますます大きくなり'暴動を起しかけていた-

寓古焼に炎を燃やした山中忠左衛門の

前売券一般　二〇〇〇円高校生以上　　　八〇〇円学生団体割引　　五〇〇円

演劇　山本淳子

第三ホール

市民囲碁将棋大会日月1日他1 0時30分～1 8時入場無料T.j錆錯絹詔鎚醐) wBh

琴〓ニ会議宇第三ホール

第2回四日市短詩型文学集

nlれH一

日月2日胤諾～諾　鮒矩

3EZ)㈲謡～諾　梢釦

l"lU
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〇〇〇〇すぎ5､㌢α墓室都が暫最を

宙第-ホ↓　脚

●

｡ぎ引nOC.':,

A口唱棄

生活文化合同展茶道まつり

第1･3･4展示

酒翠魔

日月2日㈲1 3時～1 6時

〇
〇〇

日月2日㈲ー｡時～1 6時

3日㈲ー｡時～1 6時

入場無料

(お茶離6刑
〇〇 〇 〇や碑魚○桝?脚柳鹿仰?

しを致します｡

また､東千家流･松尾流の方々により

文化会館二階展示室で美しいいけ花を目の前にしながら薄茶をお上がりいただけるお席に致します｡

どうぞ皆様お誘い合わせの上御来館下

さるよう会員l同お待ち致して居ります｡

生活文化-　小森秀峯

心に残る合唱祭
洋楽-部門が担当する恒例の市民文化祭･

合唱祭が今年も十一月に開催されます｡六月に入ると部門会議の案内文書を発送したり'準備が忙しくなります｡

洋楽-部門では'毎年加盟団体が増え

続け､今秋の合唱祭には十八団体が出場する予定です｡ホールの時間制約などで'やりくりが大変ですが担当者として嬉しく思っております｡

さて､昨年の合唱祭では､心に残るこ

とが沢山ありました｡第2ホールがほぼ満席になり'井上市長をはじめ多くの方々に合唱を楽しんでいただきました｡舞台で演奏する我々も大きな励みになりました｡

今年も各団で準備作業を分担し'スム

ーズな運営で合唱祭を成功させたいと思います｡

洋楽-　神谷　郁

さわやかな秋
野山が秋色一色にかがやく季節に四日

市市文化協会十周年記念行事が開催できることは会員一同この上ないよろこびです｡

盆栽･菊の花･盆石･水石･山野草･

真多呂人形･いけ花等展示室がバラエティ-に美しく埋めつくされることをご期待下さい｡
いけ花では九流派各一作の大作ほか中作'

小品花､季節の古典花から現代の明るい生活用の花までを発表｡見学下さる皆様の心を和ませ､自分もこんな花をいけて見ようと思われる美しい作品の展示会にしてまいります｡

茶道の方々は潤翠庵の口王茶席で'　｢茶

道まつり｣　を行います｡

十一月一日　遠州流

二日　表千家流三日　煎茶道

の方々がみなさんに心を込めておもてな

思いでいろいろ-
各種発表会.結婚式など⑳i笹

∴ -yf ヾ--辛

ビデオ･写真･CDセコ

〒511-0102桑名郡多度町香取21

℡(0594)48･3248

第4ホール

第1 0回市民社交舞曲帽Ah

かがでしょうか｡社交舞踏会でお会いできるのを楽しみにお待ちしております｡

文化交流　水谷正勝

日月3日㈱1 3時～1 6時

参加費
500円
ooowoo

第五十三回市民文化祭恒例の日本舞踊
まつりと'第九回みえ県民文化祭･三重邦舞会第二十四回の共催で開催されます｡

県内在籍の流派の多数の方々の出演は

もちろん､おどりの会　(三重県日本舞踊協会会員関係者)　の出演参加を期待し'皆様に楽しんで頂きたいと心掛けております｡

舞踊-　赤堀つる琴

文化の日に
素敵にダンスを

"社交ダンス愛好者の皆様へ"

十一月三日､文化の日の午後の一時､

第十回市民社交舞踏会でダンスを楽しんでみてはいかがでしょうか｡ハワイアンバンドの演奏とフラダンスサークルの皆様の踊りの時間も予定しています｡ダンス愛好者の皆様もバンド演奏に合わせて踊るタイムとフラダンスの皆様の踊りと平行して社交ダンスを踊ることで､一味違った深みのある楽しみを味わっていただけるのではないでしょうか｡

初心者の皆様もベテランの方のリード

で基本ステップに変化をもたせ'またベテランの皆様も新しいステップに挑戦し'素敵にバレーションを楽しんでみてはい

〇
〇〇

工芸は職人芸と思います｡毎日毎日技術を研き'その中で伝統を

守りつつ新しい創作､創造と自然との対話に心がけ'苦闘､作陶をしています｡

私以外の作家､他の美術部門の方々　｢作

家｣　は'私より優れた作品を出品されると思います｡

作家一人ひとりの表現'思想を歓じて

見て下さい｡｢心｣　打つと思います｡

美術Ⅱ　藤井一休



パッションひろば三重橡俳句会会員作品集大雪渓小雪渓とたそがるる岩ひばり明星失せし空欄けて秋来ると星のささめく氷河跡
けん二く圏谷の闇を動かす登山の灯

ylJノヽ･rtT

木耳が傘をさし出す宵の雨木漏日は曙杉の青葉かな

松揮白楊子稲垣　敏勝臼井　軍太

耳なれし鐘に夕蝉さかんなり生きて見る余呉湖うるはし野紺菊あまいろ亜麻色の髪をゆらして盆をどり

ぽくいん

蝉切に鳴く木因の屋敷跡

稲垣　富子木村かつ子

くろやぎ

黒山羊の細き膝折る終戦日ねむ合歓咲くや伊吹に隠れキリシタ
かわせみ

窮翠の狩場の枝も芽吹きたり

うたがき

神域に鳥の歌垣走り梅雨

あさくりや

秋冷や音たてそめし朝厨岬端の野分外れたる潮煙三角点雲に乱舞の赤とんぼ弟の流灯曲がりまた戻り

村瀬　弘子中岡　紫雲山本　さだ岩井　浩子

しけざむでく時化寒や出を待つ木偶の寄り合いひて　　石橋　富子小蛙の跳んでゐずまひ正しけり
あのりでく安乗木偶大見得を切る秋祭り安乗文楽黒子少女の下駄高し

中村三千年

あるメモから

古いメモが見付かった｡それにまつわる思

い出をすこし｡

現代俳句の発展に貢献した俳人の一人に水
原秋様子がある｡主宰誌の　｢馬酔木｣　は全国有数の結社誌だ｡私が同誌に所属したのが昭和三十年､メモの日付は四十三年七月二十八日とある｡主宰秋樫子が全句を講評するとい　､㍑う馬酔木東京例会に出席した時の記録である｡東海道新幹線が開通して東京日帰りが可能になった｡節約して旅費を貯め'二三か月に一度ぐらいの割で上京､主宰の直接指導を受けた｡俳句詠みざかりの四十代前半のころの情熱がなつかしい｡

俳人協会三重県支部　顧問三重県俳句協会　理事｢橡｣同人　(旧｢馬酔木｣同人)

松揮白楊子

-入会随時一

詩歌を吟じて豊かな心を学び
日本人の素晴らしさを知ろう!!

◎
泰洲流詩吟朗詠会総本部

会長･宗家　山路泰洲

〒510-0071三重県四日市市西浦1-2-22

TELO593 (52) 8490

FAXO593 (52) 8778



文化交流部門

アウダーチエ『打撃団夏祭りの諏訪太鼓を演奏する　｢鼓

会鬼神衆｣　のメンバーが今年から発足させた　｢打撃団AUDACE｣｡(アウダーチェと読みます)

自分たちで作曲･演出を手がける

というリーダーの若原順也さんにお話を聞くと'既成の概念にとらわれず新しい可能性を求めて創設したというその意欲が十分に窺えました｡

今'少し元気のない四日市に　｢太

鼓｣　という芸術を通して演奏者と観衆を結びつけたいとおっしゃる若原さん｡

屋内の演奏を活動の中心とLt　そ

のポリシーは　｢面白いということ｣｢ショウとして魅せること｣　お客さんの笑い声が聞こえる舞台にしたい｡時にはヤジが飛んでもそれをも　｢自分たちのメッセージをちゃんと受け取ってくれている｣　と感じ'ありがたく思うとおっしゃいます｡

親睦t Elハス旅行
L大阪城戟幅のBRj平成15年3月1日

副理事長　南城仁香

生憎の雨だったが-ユニークなガ
イドさんの説明は会員さん達を喜ばせ'なにわへの旅路を楽しくさせてくれた｡

通天閣下のづぼらやのふぐ料理の
昼食は四十一名の参加者に舌鼓を打たせる程の御馳走だった｡大阪城の美しさ'傘をさした梅林散策､たこ焼き作りの面白さ､最後は大阪放送局で教養を身につけ'リッチなひと時を頂いた旅行でした｡

AUDACE』

現在'小山

田小学校で毎週四時間創作曲を指導するなど一般の人の裾野を広げる活動もしていると聞く｡また'菰野町の公民館で週に一度'朝から晩まで練習されているそうですが､鬼神衆ともども

新規メンバす｡

を募集中ということで

｢太鼓の経験の無い方も､いや'そういう人こそ歓迎です!｣　とお話し下さいました｡

取材　(石井亨)

石井アカデ≡-･ ｢･) (LJエ
-お知らせ-

｢くるみ割り人形｣全幕公演
12月7日(日)　午後2時開演
四日市市文イヒ会館　第1ホール

出演　石井アカデミー･ドリヾレエ

演奏　四日市交響楽団･指揮　竹本泰蔵
合唱　四日市少年少女合唱団

入場料(前売り) 3,000円(一般)1,500円(小学生以下)

お問い合わせ　TEL(0593)52-9058　54-1269　(生徒募集中)

野洲町文化協会との懇談会

平成十五年三月十九日

滋賀県野洲郡野洲町の文化協会か
ら'役員の視察研修･懇談の申し入れを受け'文化会館第二会議室にて約一時間応対した｡

先方は寺堀撃会長以下の役員と教
育委員会事務局の樫田英治専門員ら十三名'当方は塚田･西村両副理事長'常任理事'文化課伊藤課長'清水課長補佐'水谷館長(挨拶のみ)の十名｡

野洲町と四日市とは'大むかで退

治の三上山と鵜森神社所蔵の兜鉢が

たわらとうたひでさと

共に俵藤太秀郷ゆかりという接点はあるが'人口三万五千'加盟五十団体､会員八百名と'規模の差はあるも'取り組む姿勢･郷土文化資源の活用･活

動継続の努力･加盟団体の紹介方法など多くの学ぶことがあった｡後継者の育成･若者の文化活動への勧誘が共通の課題である｡

常任理事　塚田盛久



告夏のしむ富終えて
四日市市民文化祭のオープニング

として'第十一回能楽を楽しむ会が五月十一日'四日市勤労者総合福祉センターで行われ'来賓の井上市長は　｢本市が目指す伸びやかな心を育むまちづくり推進に大きな力になる｡奥深い幽玄の世界に浸り､心ゆくまで楽しみましょう｣　と挨拶されました｡

四日市能楽連盟は'観世'室生'

金剛のシテ方三流派と小鼓'大鼓'笛'大鼓のできる会員ら百二十三名｡うち九十五名が日頃の精進に加え'半年もの合同練習で'息の合った演目を演じることができました｡
三流派混成出演による素謡｢景晴｣

舞嚇子　｢班女｣　｢賛盛｣'米寿を迎

えた掘木会長の独吟　｢竹生島｣　など'格調の高いものを鑑賞できたと好評でした｡また二十歳代女性の　｢花月｣もあり'若い人も参加されているのだとの認識も得られました｡

来年は十月二十四日に'県民文化
祭　｢三重の能楽まつり｣　と四日市市民文化祭を'四日市市文化会館で共同開催の予定です｡その目玉として四日市能楽連盟は､素人能　｢班女｣を出そうと準備に入りました｡

ご期待ください｡

伝統文化　　加藤愛郎

◆原稿募集
会員および一般市民の原稿をお待ちしております｡感動したこと､面白いこと等歓迎｡

将棋 
伝統文化の一つ､将棋で楽しみたい人(会)のご相談お応えしますo 

当会は､将棋の分野で地域のNPO組織を目指して活動していますo 

l事務局芸77:70吉完警漂 
〒510-8508四日市市諏訪町7-17(四日市市市役所北隣り) 

TEL.FAXO593(54)0625 

四日市市日展入選作家たち展　美術Ⅱ本郷信輔昨年'四日市市在住の日展会友

八名の方たちで四日市市美術作家協会が結成され第一回の展覧会が開催されたが､今年はさらに底辺をひろげ日展入選経験者を含めて｢日

が大勢の観客で賑わっていた｡

日展のネームバリューが観客動
員に貢献しているようである｡

名古屋会場のように人に押され

ながら鑑賞するのではなく'じつ

展入選作家たち展｣が開かれた｡

日時は六月十七日

から六月二十二日

場所は四日市市文
化会館展示室

日本画･洋画･彫刻･

くりと時間をかけて観ることができ'また'出品者の先生方の解説を満足そうに聞き入っておられる方もあり'他の展覧会場では

書道･工芸の五部門で出品者は三十九名'出品点数は六十七点でいずれも日展の出品作品なので大作である｡

オープン二日目に会場を訪ねた｡
台風六号接近の影響で雨天だった

見られなかった和やかな雰囲気を感じ取ることができた｡
このような機会に'四日市市民

の皆さんが身近に優れた芸術作品に接し'四日市の文化向上につながればと願っている｡

今恒JEJg
本　　　社/〒515-2112　一志郡三雲町　曽原1 585- 10

TEL(0598)56-2619　FAX(0598)56-5734

四日市本店/〒510-0086　四日市市諏訪栄町3-3　TEL･FAX(0593)51-4770

グルメパーク支店/〒510-0075　四日市市安島1-31-1 TEL(0593)51-4327

近鉄食品店/〒510-0086　中部近鉄百貨店四日市店内　TEL(0593)51-2930



1.文芸

2.美術Ⅰ

3.美術Ⅱ

4.邦楽

5.洋楽Ⅰ

6.洋楽Ⅱ

7.洋楽Ⅲ

8.演劇

9.舞踊I

10.舞踊Ⅱ

ll.舞踊Ⅲ

12.芸能

13.生活文化1

14.生活文化Ⅱ

15.歴史文化

16.伝統文化

17.趣味教養

18.自然

19.文化交流

20.総合

21.地域文化

22.文化サポート

(俳句･短歌･川柳･散文･評論など)

(絵画･書道･写真･映像･グラフィックデザインなど)

(彫塑･工芸･スペースデザインなど)

(琴曲･三絃･尺八･吟詠･剣詩舞･民謡･長唄･端唄･小唄

･大正琴･現代三味線など)

(合唱･声楽･オペラなど)

(吹奏楽･軽音楽･民族音楽など)

(器楽･管弦楽･リトミックなど)

(現代演劇･ミュージカル･ニューウェイブなど)

(日本舞踊)

(創作舞踊･民謡踊など)

(洋舞･バレエ･民族舞踊など)

(歌謡･落語･演芸など)

(茶道･煎茶･盆石･華道･香道など)

(盆栽･菊花･山野草･園芸･水石･フラワーデザインなど)

(郷土史研究･文化財保存など)

(能楽･狂言･雅楽･浄瑠璃など)

(囲碁･将棋･カード･人形･着付け･料理･芸術鑑賞など)

(天文･地質･動物･植物･都市環境など)

(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･レグ)エーションなど)

(どのジャンルにも属さず活動する部門)

(ジャンル混在の団体などが一定の地域に根ざした活動を

している)

(文化活動のサポートを目的とする)

再生紙使用

LPガスのご用命は

血MiZUNO GAS
有限会社水野石油店

四日市サービスセンター
フリーダイヤル　0120-83-0278

(本社)三重県鈴鹿市高塚町1802-2
TEL(0593)78-0243
FAX(0593)78-0295

夜間(0593)78-2833

日本舞踊常磐流

常磐扇舟舞踊研究所
四日市市午起ト3-21 TEL0593-31-5348

公演予定

H15年9月6日(土)秋のおどり　文化会館2ホール

H16年4月24日(土)常磐流舞踊会　文化会館1ホール

パッション第二十一号●発　行　平成1 5年7月1 5日●発行人　木村道山●編　集　文化協会広報部会

石松　延　常磐扇舟石井　亨　小林卓司杉田軍次･藤田正明

●発行所　四日市市文化協会

〒五一〇-〇〇五七四日市市昌栄町二l Il OTEL･FAX〇五九三　(五一)　三七二九

《編集後記》

☆四日市に大学がある!心ときめか
せてお訪ねをしました｡若者たちの真剣な活動に感動｡

☆当協会の十周年記念行事が楽しみ
ですね｡

☆第2 1号が発行の頃は'輝く夏の季

節に'市民文化祭への熱気が高まって居られることでしょう｡

(延)


