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誌名の『パッション』は燃えるような"情熱"の意味です｡
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元気な四日市が好き//

四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com
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第11回みえ県民文化祭

総合フェスティバルを終

みえ県民文化祭は'
文化芸術活動の振興と交流及びすそ野の拡大'伝統的文化の継承や新しい文化の創造をめざして今年で第十1回を迎える事が出来ました｡

中でも総合フェステ

ィバルはみえ県民文化祭の顔として'県下の文化の　『粋』を集めたトップレベルの文化に触れる機会の場として従来'県中央の三重県総合文化センターで実施されてきました｡

しかし昨年から初め

て地方に出て'その地域の特色を生かした文化情報発信の場としても活用するため､第十回を伊賀で実施し'今年は当四日市で実施の運びとなりました｡

今回のテーマは｢多様な文化団体

が結集する市町村文化協会の祭典｣と位置づけされ'九月十七'十八日の二日間'秋晴れの晴天に恵まれたなか､県内各地の文化協会'文化団体'ボランティアの皆様等の多数の参加をいただき盛大に実施することができ'成功裡に納めることが出来ました｡

これを契機に県民文化祭が今後'
ますます地方文化の振興に寄与Lt文化の薫り高い地域社会づくりに貢

献してい-ことを願うものであります｡

最後になりましたが開催にあたり

多大のご尽力を賜りました四日市市文化協会を始め関係者の皆様に心より感謝申し上げます｡

地方文化発信の場に

会長　中林　博

Jす　みえ県民文化祭実行委員会

みえ県民文化祭総合フェスティバルを終えて中林　　博　･ ･ ･ 1

特集～魅せられて～
なぜ切り紙ができたか　　　　　　大井　勇秀

好きだから　　　　　　　　　中原　弘貴(MACK)

バリトンサックスに魅せられて　　西田　　徹

競技かるた　　　　　　　　　　　松永　高弘

かるたに魅せられて　　　　　　　伊藤　理恵

全国少年少女吟道大会に参加して　柴田　大輝
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総合フェスティバルを終えて
流派をこえたお師匠さん120名の大合奏　木村　道山

地域に光る文化の輪オンステージ　三浦　信一

総合フェスティバルに参加して
バードカービング

文化の大輪を咲かせた
文化祭をサポートして

第55回市民文化祭～ご案内～
第15回無窮展
芸能セッションフェスティバル

第3回文化芸能大学
日本邦楽まつり
趣味教養　合同展
二つのコンサート

第九の感動をもういちど/新人発信in四日市

訪問レポート｢四日市花の会連盟｣
パッションひろば
訪問レポート　撃曲｢薗生会｣
加盟団体～活動報告～

中高生のための｢能･狂言教室｣
津軽三味線に心ひかれて

文化協会の加盟団体･後援イベント
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山上　俊樹　･ ･ ･10

福本さとり　･ ･ ･10
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中川　俊身
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塚田　盛久
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伊藤　洋史　･ ･ ･15

大井　　力　･ 16･17

石井　　亨　･ ･ ･18

赤井　重規　･ ･ ･19

本郷　信輔　･ ･ ･19
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(平成17年11月～平成18年3月)

表紙　楠中央緑地公園内木造体育館に関心して･ - (N･ Ⅰ)
写真:加藤　武(敬称略)

四日市市文化協会に関するお問い合せや､入会のお申し込みなどについては､
文化協会事務局-ご連絡ください｡

〒510-0057　四日市市昌栄町21-10 ｢市民生活課分室｣内

T E L･F A X 0593-5 1-3729

開局時間･･･火曜日から金曜日までの午後1時～5時(除く祝祭日)



特集～魅せられて～

特集～魅せられて～魅7-人の心をすっかり引きつけて夢中にさせてしまう｡いま､熱く活動されている方々をご紹介しました｡なぜ切り紙ができたか｡将来の夢セ堺が性

大井　勇秀

ぼくは'小さいころから昆虫が好

きで'昆虫図鑑をよ-見ていた｡そして見ているうちに左右対象という事に気づいた｡そのころよ-折り紙で昆虫を作っていたので'もっと簡単に昆虫を作れないかと思い'折り紙を半分に折って切ってみた｡左と右がいっしょなので半分に折って切った｡初めは-ンボが切れた｡次にカブームシャチョウ'エビなどの形が頭にうかび約百五十種類の虫'魚'動物などが切れるようになった｡ある程度切れると今度は工夫をしてみた｡立体的にするときれいに見える事に気がつき'切り込みを入れて折ってみたりした｡さらにもっと本物のようにならないかと考えへ　もようを入れた｡今度は'電化製品などの生き物ではない物を切ってみたいと思っている｡

ぼ-の将来の夢は'虫の研究者に
なることだ｡現在存在するまた今の医学では治らない病気や'原因不明

の病気'さらに'薬が開発されていない病気を治す薬を'虫の成分を使って作ってみたい｡そして医学の発展につながればいいと思っている｡

今のは-の好きな事は野球だ｡将

来もし虫の研究者になっても'趣味として野球を続けていきたいと思っている｡
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●おかあさんへインタビュー●
市民文化祭にはよく出展されておられますが-

｢今十一歳ですが幼稚園児の時
からの出展ですから6回目になります｣今年も会場で､何校切っても寸分の違いもない!すごいね--と驚きの声を聞きましたが

｢TVのスーパー小学生に出演
しましたが'ピアノ等のレッスンみたいに毎日切り紙をしているわけではないんですよ‥そうですね‥虫が好きで昆虫展では､夢中になって観察してますね｣宇宙飛行士野口聡一さんの様に夢に向かう少年に出会えました｡

｢好きだから｣

ミュージシャン

中原　弘貴
(MAC拡)

中学'高校と音楽活動をする中'

楽しさや夢が広がり'いつしかプロを目指すようになりました｡｢音楽で生活出来たらええな｣｢好きな音楽が仕事になったらええな｣という甘い考えで'十九歳の時に東京に出ました｡

下積みと言われる生活はもちろん

めちゃ-ちゃです｡楽器などを購入してお金が本当にない時には'ご飯'

おかずは調味料でした｡一日目はご飯とマヨネーズ'二日目はご飯とケチャップ'三日目は唐辛子をふりかけのようにしたり'その後'醤油'ソースと続いていきます｡

毎晩七'八時間'新宿歌舞伎町で
弾き語りをしていました｡

必死になって努力をすればするほ

ど'自分の事や'自分が作る曲がみえな-なり大きな挫折感を味わいました｡｢もう辞めよう｣　｢もう四日市に帰ろう｣毎日のように思ってもなかなか決断が出来ません｡そのとき気付いたのが｢やっぱり音楽が好き｣と言うことでした｡それに気付いて活動するなかで'アテネオリンピック監督代行'プロ野球解説者の中畑清さんに出会い'僕が三酒野球少年団に作った　『F-gh-』　という曲が認められメジャーデビューしました｡

音楽をする中で'いかに人の感情

を動かせるか'自分の歌でいかに人

が楽しくなるか'勇気付けられるかなどを考えるようになりました｡

沢山の経験

を活かすために'振り返っては前へ'確かめては前へ-これからもミュージシャン=夢追い人であり続けなければなりません｡
｢好きだから｣

この言葉の

意味と重みを大切に頑張って行きたいです｡

毎月第2､第4木曜日､三重テレビ｢おはよう
三重｣内コーナー｢MACKs Music MAX｣

に出演中｡
2006年3月11日･12日､四日市市文化会館

で行われる四日市市民演劇｢四日市ステイ
シヨンホテル物語Ⅱ｣のイメージソングに
MACK3rdシングルより｢Call it Life｣が

決定｡エンディングソングは現在作曲中｡



特集～魅せられて～
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バリトンサックスに魅せられて
内部中学校教諭
内部中学校吹奏楽部顧問

西田　　徹

高校へ入学して'吹奏学

部のクラブ紹介の時'キラキラ光った一際目立つ楽器があった｡
｢あの楽器がやりたい｣と

即座に入部Lt　念願のバリーンサックスを手にすることができた｡それからはサックス一筋､サックスに魅せられて'旦佼練習に励んだ｡

そして中学校の音楽教師

となり'三重県南牟婁郡西山中学校という全校生徒が三十二人の学校に赴任した｡
｢まあ'のんびりやってい

こう｣　と考えていた私に'ある日一通の電話がかかってきた｡｢私と一緒に吹奏楽の指導をやってくれませんか-｣

名前も顔も知らないW先

生からの電話だった｡W先生は当時全国的に活躍していた四日市南中学校の吹奏

学部の顧問の先生だった｡
全校生徒三十二人の学校か

ら二一〇〇人の学校へという不安ももちろんあったが大編成の吹奏楽部の指導ができるという魅力にはかなわなかった｡そして中学生を相手に吹奏楽の指導を初めて今年で二十三年になった｡昨年は内部中学校で久しぶ-に全国大会に出場することができた｡

自分自身､体力の衰えを感

じる昨今だけれど'吹奏楽の活動を通して単に楽器の技術だけでなく'ひとまわり大きく成長してくれる中学生を見て'自分のやっていることもそんなに無駄なことではないな'と思って'もうひとがんばりしなければと指揮棒を握り直し､決意を新たにしている今日この頃である｡

競技かるた
～いま'三重県下で

最高峰の高校生～

｢子どもがいるから

〟かるた″の私がある｣

暁中学高等学校教諭

松永　高弘

静寂な優雅さの中での集中した激

しいスポーツ'｢競技かるた｣｡この世界にかかわって十余年がたつ｡三重県下の高校･中学でこの部を持つのは本校のみ｡部活動としてはかるた協会の先生の指導で何とかやって来た｡自分自身は競技をしたことが

の高校文化連盟の一部門にもなり'他校の生徒まで束ねて全国大会への県代表チームをも連れて行っているのか-それは目の前に才能を持ったやる気のある子どもがいるからである｡文化とはそういったマイノリティから端を発するものであろう｡輝-子が一人でもいる限-､三重のかるたの一助となろう｡今'県下で実力最高峰'熱意Mの高校生'伊藤さんにかるたの魅力を語っていただいた｡(暁中学高等学校競技かるた部顧問二二重県高等学校小倉百人1首かるた専門部理事)

特集～魅せられて～

ないから

鞘だ｡なの

になぜ'ずっと携わっているのか-今や県下

｢かるたに魅せられて｣

四日市高校三年

伊藤　理恵

私にとって競技カルタとは､なく

てほならないものです｡小学校の時に何気な-始めたのですが'今では私を一番夢中にさせてくれるものです｡

そんな私を夢中にさせてくれるか

るたの魅力は'全国の様々な人とのつながりができることです｡競技自体は一対一の個人戦なので'試合中は自分との戟いです｡精神面が大き-左右する競技なので'自分との向き合い方を探-考えさせられます｡大会を通じて親し-なった人は'北から南まで'子どもからお年寄りまで職業も様々です｡それまで何の接点もなかった人たちと知り合い'同じ競技仲間としての喜びや悲しみをわかち合えることは'本当にすぼらしいことだと思いました｡このような経験ができるのも'競技カルタと
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競技に集中する伊藤さん

出会えたおかげだと田いっています｡

これから
も'ずっとかるたと関わっていきたいと思います｡



特集～魅せられて～

全国少年少女吟道大会に参加して三重岳仁会
代表　柴田　尚輝

現在､日本詩吟学院三重岳仁会の中には八十名余の青少年吟者がいます｡

今回はその中で一人の小学
生を紹介します｡祖父母の影響で三才の頃から始めた詩吟ですが､めきめき頭角をあらわし､八月には東京で開かれた　｢全国少年少女吟道大会｣に会を代表して独吟で出場し立派に発表してまいりました｡その時のことを作文にしています｡

夢の舞台に挑戦した少年

富田小三年

柴田　大輝

｢早-おきなさい!｣　の声で目を
さますと外は雨でした｡その日は詩ぎんの大会で東京へい-日です｡僕の出番は二番で朝九時ごろ九だん会館に着いていないとまにあいません｡僕とおじいさんとお父さんとお母さん'それに妹と弟の六人が五時半ごろあわてて家をでました｡

東京についたら天気はよ-なっ

ていました｡

九だん会館はものすご-大き-

て外はコンクリートの家なのに屋根はふつうの瓦で'なんかふしぎでした｡

受付けのおばちゃんが　｢遠-か

らごくろうさま｣　といいました｡僕たちが四日市からきたことを知ってるようでした｡

外で二回練習をしたので安心し

て舞台にたちましたが'あまりに人が多-てきんちょうして'うまくやれたのかどうかわかりませんでした｡

弟や妹が　｢いつもより大きい声

やった｣といってたので自分でも｢がんばれたんかな-｣と思いました｡

鈴鹿からの五人の子たちの合ぎ

んもうまくできてよかったです｡

外で岳仁会のみんなで写真をと

ってかえりました｡

弟や妹と新かんせんにのれたのも'
うれしかったです｡

I L

バトンチーム

四日市wing'S

コーチ
高木健三さん
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今秋10月9日､四日市市スポーツ課より:
I

スポーツ栄光者賞を受賞されました｡ :
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｢バトンチーム四日市Wingls｣の鬼コ

ーチと呼ばれる高木健三さんを訪ね練

習場のドアを開けた｡まさしく-大声が

飛び､栗として練習が行われていた｡

後日､ご自宅へ伺うと"えっ､あの高木

コーチ!"ととまどう程温かく迎えて頂き

エネルギッシュなお話をたくさん伺いま

した｡

私の大切な宝高木健三さんは'9 1年にチームを

結成Lt　国内トップクラスのチームまで育て上げ現在'市内四ヶ所'

五

四ヶ国参加)　にペアで送りだすことができました｡

そして今年八月'米国ミネソタ州

で開催された第一回WBTFインターナショナルカップで銅メダルをと

才～二十二才の五十五人余を教える｡力強いバトンを心掛け'協調性を重んじコーチとしては現在日本で唯一の男性とお聞きしました｡
｢コーチ歴は二十一

年になりますが'最初にチームを作った時'いつか世界にいくぞ!とやってきました｡チームをまとめることに四苦八苦しながら'ここまで走り続けてきました｡｣　｢十七年目にようや-日本代表選考会に残り'昨年には世界大会　(大阪会場･二十

ることができました｡｣
(すごいIJ

｢あいさつの出来な
い子にはバーンを持たせない-･クラブに入ったら責任は持ちますから-｣　｢子どもと接して教えることもいっぱいありますが'教えられることも多いですね-大きな舞台に出て自分をアピールしてこい-と常々話しています｡｣

さわやかな会話の

奥に'塩-才能をみせていただきました｡
(リポーー　石松　延)



総合フエステパルを終えて

流派をこえたお師匠さん

百二十名の大合奏

総合フェスティバル実行委員会

委員長　木村　造山

撃･寧
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第十一回みえ県民文化祭総合フェ

スティバル　｢地域に光る文化の輪オンステージ｣が去る九月十七･十八日の二日間'四日市市文化会館第一ホールにて開催されました｡

幕開けは'二百名の総合フェス女

声合唱団に始まり'最終舞台として
《流派をこえて｢尺八と琴｣の大合奏》

が開催されました｡出演は県下の夫々のお師匠さん方で'尺八･約六十名'琴･約六十名'県下で初の大舞台が実現しました｡

日本古来の伝統音楽だけに'尺八
が六流派･琴が十一流派'夫々異なった楽譜'唄い方'テンポの違い等'

大きな障害がありましたが'さすが
一流の先生方'三回の下合わせだけで'本番では一糸乱れず『千鳥の曲』『日本のわらべ唄』　を'観客のお弟

子さん方に強い印象を与えたことと思います｡

絃方は黒の留袖'尺八は和服が原
則で'久し振りに逢われた先生方'旧交を温められ'｢やあ｣｢やあ｣･まさに流派をこえて一堂に記念的な舞台となりました｡最後に諸先生方のご多幸と'ご健康をお祈り致します｡

(写真は指揮する委員長)

東員町文化協会　会長総合フェスティバル実行委員会

副委員長　三浦　信一

私共市町村の文化協会は各地区で
活動と存在の意義を高-評価されながら県レベルでの文化活動への参加とりわけ県民文化祭への参加には今までその機会に恵まれませんでした｡

これには'各部門の活動に見るに

つけて羨望とは言わないまでも各文化協会は歯がゆい思いをして来たのではないかと感じていたのは私一人では無かったと思います｡

伊賀地区に続いて今回'北勢四日
市地区において開催が決定し'特に全県下の文化協会に呼びかけ各協会の特色をアピールする参加形態は今後の各文化協会が県民文化祭'三重県文化協会のイベント参加のあり方に画期的な転機をもたらしたと感じます｡同時にへ　三重県の文化事業へ

の市町村の各文化協会の比重が今までに比べようも無く大きくなったと実感されます｡

今回のこの意義あるフェスティバ

ルの実行に対して四日市市文化協会を中心とした実行委員会の皆様のミッションとモラルに深甚の敬意と感謝を申し上げます｡

私共'東員町文化協会からもスタ

ッフ'出演者を含めて総勢百余名の人数が直接に参加致しました｡これは町外催事の参加者としてはこれまでの最大規模の参加でありました｡
この催事を大切なノウハウの蓄積

の好機であったと捉えてまた県下の文化協会の皆様と今後もっと楽しいイベンーの機会を持ちたいものです｡

(写真は東員町館=東員茶屋)



総合フェスティバル

に参加して

バードカービング

山上　俊樹

今回､鈴鹿芸文協からお話を頂き

初めて　｢みえ県民文化祭｣　に参加いたしました｡

私は二十年近くバードカービング

というあまり聞き慣れない趣味を楽しんでいます｡
バードカービングとは木を電動工

具で彫り'本物以上にリアルな鳥を製作する木工芸です｡日本でも徐々に愛好者が増えています｡三重県にはまだまだ仲間も少な-アピールも兼ねて参加しました｡

会場では'展示だけでな-実演も

行った結果'多くのお客様に高覧していただき'大変満足のい-楽しい二日間でした｡これからも機会がございましたら'どんどん出て行く所存です｡
どうぞよろしくお願いします｡

｢文化祭をサポートして｣

青木　文代

九月十八日午後よりお手伝いして
下さいませんかとお電話をいただき初めての事なのでちょっと心配でしたがお引き受けしました｡当日'早目に出掛けたところ会場'広場共小さな子どもさんから大人まで大勢の人で賑わっていました｡展示室には絵画'押し花'その他'色々な分野の展示'体験コーナーもあ-'私も体験して見たいコーナーがありましたが時間がな-'体験することができず残念でした｡

午後より内田先生とご一緒に抽選

会場'第二ホールのお手伝いをし､後片づけをして帰宅しました｡本部の役員の皆様は会場の準備のため前日よ-三日間お世話をして下さり'有り難うございます｡

｢文化の大輪を咲かせた｣

トールペインティングオランダフォークアートポーセラーツ

福本さとり

仲秋の名月の美しい九月十七･十

八日'四日市文化会館で開催された第十一回｢みえ県民文化祭｣　に参加させて戴いた｡市民の文化祭も同時開催で'会館のあらゆる場所と野外まで使用しての一大フェスティバルは大盛況であり'洋の東西を問わず実に多種多様な充実した内容であった｡まさに三重県の文化が大輪の花を咲かせたような趣であった｡関係者各位のご苦労はさぞ大変なものであったろう｡心から感謝申し上げたp 0しv

さて'この文化というものを常日

頃我々は自分自身とはあまり密接したものではないように感じていないだろうか｡有形無形に限らず世界遺産に属する場所や'大家の芸術作品や伝統など客観的な立場で接するも

＼

＼のと捉えている節がある｡しかし文化とはあくまで基本は庶民の中から根付いてい-もので'生活のあちらこちらに潤いとしてあるべきものなのだろう｡趣味から始まるも良し'仕事として全うするも良しなのである｡生活を維持する以外の部分で余緑の事を体系づけ'連綿と伝え続けてきた-それが文化であり'文化ごころなのであろう｡そして文化こそが人間に与えられた感性を唯一享受出来る手段であり結果なのかもしれない｡

もしも人間が'文化というものを

もたないのならば'美しい仲秋の名月も歌に詠まれる事も絵に描かれる事もな-'天空に浮かぶ一つの日生にしかすぎなかっただろう｡

文化事業というものは'根付き発

展するまでは'各個人や団体の地道な努力があってこそ花開くものであり'さらなる発展へと導-には'是非とも今回のような催しを継続し､拡大して戴くのを願ってやまない｡



●●ー●I●●●●◆●●

やっぱり四日市ガ好き-･JJ_
見る､聞く､ふれあう､感じる

わたしたちのこころがホリデー

みんなで参加しましよう

‥　　　=　　第二ホール
芸能セッションフェスティバル

相月日日㈱1 0時～1 8時

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

入場無料
tt4844+++I L+

_Jf++rrftrI

LSJ.i　　　　第一展示室第十五回無窮展

●一●●●●●●

●●●●●

1 2月9日㈲9時～1 7時

川日出9時～1 7時日日㈲9時～1 6時

喜　入場無料
●
●●●●●●●●●●

一緒に盆栽しませんか!
｢エエ恰好しとるナ-｣｢枝振-が魅力やナ-｣

盆栽仲間の寸評の行き着-先は･･

｢大分高かったやろ｣　八十歳に手の
局-持ち主は　｢ウン'チョットしたナ､十年したら味が出るやろ｣と真

顔で言う｡いくつまで生きるつもりやと齢を冷やかし財布を羨む｡
一本の盆栽で話が弾み'渋茶をす

すって時の経つのを忘れて馬鹿つ話｡盆栽仲間の至福の時である｡

冬には整形'春は植え替え､夏は

新芽をチョン切り'秋ともなれば最後の仕上げと化粧を施しクいざ展示会〟一年中休みなし｡濡れ落葉なんて縁も結りもありやしない｡どうです皆さん'この丹精込めた盆栽は｡私たちと一緒にやってみませんか!

待ってま～す｡

(02会会長　中川　俊身)

思い出の昭和歌謡に心こめて-｢二〇〇五年みんなでつ-ろう楽
しい集い｣をモットーに'1 2月1 1日の発表会に向けて'舞踊'太鼓'歌謡の部で､観客のみなさまに喜んでいただける内容を検討し頑張って練習に励んでいます｡

今回は特に昭和6 1年までのナツメ

ロに力を入れてみました｡もちろん舞踊と歌謡'太鼓と歌謡のジョイントも混じえて内容も盛り沢山組入れ'会場の皆様が満足していただけるよう会員一同努力してお-ます｡

最近よ-テレビで古き良き昭和の

ナツメロの番組があ-'ああ'こんな素敵な歌があったんだとつい時間を忘れて聞き入ってしまいます｡

やはり新曲も良いのですが'市民

の皆様が私達と同じように昭和の歌を望んでくださったらと期待をし'多くの皆様にご来場いただけますようお待ちいたしてお-ます｡

(芸能　中西まさ子)

会場は総合会館第3会議室(8階)'
日時は1月2 1日　(土)午後1時30分～3時30分です｡

ぜひ楽しいひとときに仲間入りし

て-ださい｡　　(総合　塚田盛久)-●●●●●●●●●一●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

…田　　冒　総合会館●…第三回文化芸能大学…いきいき文化サロン●…1月引日出1 3時30分～1 5時30分●…参加費三〇〇円
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■

●●●●●●●●■●●●●●●
●

E3　　　E3　　第二ホール日本邦楽まつり2月4日jj1 2時3 0分～

5日㈲1 0時～1 6時

入場無料
I--●r●●-●●●--●

●

文化協会が主催する｢文化芸能大
学｣は'第一回に尺八とフルートの講座､第二回にはギターと津軽三味線の講座を実施してきました｡

第三回目は'趣向を変えて'色々

な分野で活躍中の会員の方々と'文化に関心を持っておられる市民の皆さんとが共に集まり'ユニークなトークを聞いた後'楽しく話合いながら'文化活動のヒンーや活力を生み出してゆける集いを計画準備をしております｡

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-●

●

EZm　　　第L･三展示室…

ます｡

写真'押し花'ア-ーフラワー等'

キッズダンス'フラダンス'着付けショー'囲碁将棋の体験コーナーや1 8日(土)　第2ホールにて発表会もあ-ます｡

長寿社会の皆様の活躍の品々'多

趣味にとんでいる風景が楽しめます｡又'明るく元気な子供たちの作品展もありと楽しんで頂けたらうれしく思います｡多数の方のご来場をお待ちしております｡

(趣味教養　内田量子)

趣味教養まつり

第二ホール　…

●●●

…障害児学級作品展…趣味の作品展　合同展●

2月1 7日㈲1 3時～1 7時

18日jjl0時～17時

…　1 9日胤ー｡時～1 6時
●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●l

;入場無料

; (ホールは有料)
●●●-■■一一●●●-●■■ト●●●●●

春に向かってとび立つ合同展
雪もとけて新芽が出るように'作

品もふえて会員皆で張り切っており



今回訪問
した　｢四日市花の会連盟｣　は創立三十数年を迎える歴史のある会です｡盆栽'洋らん'野生らん'菊'ばらなど八グループからなり'草花を研究し'育て'鑑賞

｢四日市花の会連盟｣
花･木･草を育て

楽しさや'優しさを育んで

する会です｡毎年春秋の二回､四日市市文化会館で展示会を催しています｡この展示会は会員相互の情報交換はもとより､この日のために大輪の花を咲かせた人'珍しい花を咲かせた人など'丹精を込めて育てた作品を自慢しあう場でもあります｡

年間のスケジュールを見せていた

だくと勉強会や研修旅行'親睦を兼ねたバーベキュー会など予定がぎっしりで'この会の活動の活発な様子が伺えます｡会員のなかには'三重県全体の花の会をまとめる立場に立つようなすぼらしい実績を残す人も現れています｡

しかし､最近はマンション住まい

が増え'やりたくても場所が確保できない人や興味はあるが｢自分は見るだけ｣と言う人が増えているとお聞きしました｡

中島会長宅にお訪ねした日は'会

長ほか'吉村相談役'辰谷副会長がインタビューに応じていただき'花･

木･草を育てる難しさを語っていただきました｡

珍しいも

のや'他人より優れた花木を育てる-こ｣れに情熱を注ぎ､それをなし遂げた時の喜びは｢何物にも変えがたい-｣と口を揃えて熱-語ってくださいました｡

(レポーター伊藤洋史)

量♪ 2つのコンサート量♪
■第九の感動をもういちど

｢第九｣は四日市で過去6回､

うち協会の前進の文化連盟で2回
ほど催されています｡

昨年､ ｢もういちど四日市で

第九を｣という声があり､市民､

県民のみなさんに呼びかけ､ 200
人の合唱団で練習を重ねました｡

紺与書I

再や華畢･.1･ ･r',,･..1

団員ほかの頑張りで1800人のホールを満員にすることができました｡

今回は､ ｢その感動をもういちど味わいたい｣と急速､開催を決めました｡

出足が遅れましたが､ 70歳代から中高学生まで280人の合唱団で練習の追い込
みに入っております｡

新年に向けて高らかな歌声で､メッセージを伝えたいと張り切っておりま
すので､ご来場をお待ちしています｡

日　　時　2005年12月18日(日)午後4時開演

会　　場　四日市市文化会館第1ホール
入場料　指定席2500円(当日2800円)

自由席2000円(当日2300円)

(自由席小～高校生1000円(当日1200円))

指　　揮　永友博信

交響楽団　NPO小牧市交響楽団
ソリスト　Sop.馬場浩子　Alt.谷田育代　Ten.山田正丈　Bas.谷　友博

■新人発信イン四日市～第3弾～
四日市でモーツアルト生誕250年を祝う

これは､モーツアルトの生涯を演劇風の語りと音楽で楽しく表現します(合

唱､オペラ､楽器演奏など) ｡新人とベテラン､中高生の出演でコンサート

を盛りあげます｡
この新人発信コンサートは､ 2(カ2年12月に｢ちょっと素敵なオペラの夕べ｣ ､

2004年3月の｢ちょっとお酒落なコンチェルト｣で3度目です｡

四日市出身の人で､音楽を学びその実績と情熱をいかして､みなさんに感

動を伝えたいという新人を発掘し､全国への飛躍のキッカケになればと企画
しているものです｡

2つのコンサートとも､出演者と専門家､市民有志の実行委員会で運営をし
ていますので､ご支援をお願いします｡

時　2006年3月4日(土)･5日(日)開演時間未定

場　四日市市文化会館第2ホール

※お問い合わせ　TEL090-7677-4011西村



パッションひるは.

大井　力選

蕗のとう短歌会汗厭ひエプロンつけぬ夏過ぎてせめてのおごりに花柄エプロン

小山　たか

練習に崩れてばかりの組体操美帆は本番に出来しをいひぬ

長崎　清子

乱れ咲く萩一束に-くりたるままの姿に花をこぼせり

平井美保子

老いてゆく体に合はせ仕事せよ日々養へと注意を受けぬ

服部小ふさ

台風の去りし明方あやしくも鯖雲一面空にかがよふ

前田千鶴子

子に従きて暮らし続けて終の地を共に定めて地鎮祭今日

服部ケイ子

何もせずゐるに疲れて一目過ぎ夜の散歩に思ひを変へぬ

松野　好子

消毒のスプレーかけて手入れする菊の菅のふくらみ近く

小川たみ子

尺八を野外舞台に確かめて九夜ののちのコンサート待つ

丸々　風子

小道ひをためて買ひ-れしティカップスヌーピーが

二匹跳ねて踊れり　伊藤　善子

祖母吾も一緒に応援の席を取る秋の目差の運動場に

伊藤　光子

雨含み膨らんだ土に種をまく吾の希望のあかし見るべく

杉本三江子

短歌むつみ会高層ビルの林立したる街の中鱗の城ありここは大和ぞ

水谷　洋子

北へ去る十四号を追ひかけてつづく十五号の襲ひくる島

内山惰甲枝

歌の友のめざしたまへる百歳の生き方習はむ一首一首に

人見　賢子

甲斐の国の葡萄に成りしワインまた古き友より今し届きぬ

国分　恒子

｢いつの間にこんな級ができたのか｣手をかざしつつ夫のつぶやく

高橋　輝子

体力の衰へを誰にも告ぐるなく子の言ふままにゆく

ディサービスに　村上美津江

遠花火ひとり聞く厨に又一年何もなかりし夏過し待つ

人見ゆり子

三歳の将太郎をエキスポに連れ来しを記憶に

少しはとどめてくれよ　荒木美代子

北勢短歌会お月見に供へむと掘る里芋のまだ小さくて親芋に詫ぶ

出口　うめ

寝る前に必ず仏前に手を合はす夫の習慣永く続けり

一木　鈴子

一票の重み考へ思案せり平和日本の存続のため

宮揮はるの

わがひとりの息の音きく夜のみ堂結伽扶座する六十人のなか

川添一二三

防虫網掛けて守らむブロッコリーキャベツに白菜蝶の来ぬ間に

伊東　節子

朝夕を指の腹もて歯茎こする老いにあらがふこころ思ひて

高橋きよ子

亡き父に強ひられて新聞に塁の字を書きて習ひき筆先きれて

小寺　朋子

一人居と思ひて病院を訪ねしに香水匂ふひとが待べりぬ

筒井みつ江

十日程娘の家に足とどめ帰りし庭の荘々の草

伊藤　きく

とよのみさき短歌会昨日より畳にすこし日差し伸び一輪ざしを奥へとずらす

森　　信久

週一度の通院へかよふ街路樹のはや黄ばみそむ下の枝よりあに　　　　　　　　　　　　　はらから　生川千代子義兄をとむらふ日にしか集ることなしと兄弟は寄る葬儀の席に

高井　幸子

身じろぎもせず卵抱くつばめ見て嫁とこもごも声を掛けたり

菅沼富紀子
とき

休み明けて子や孫それぞれ朝早く出でて二人の刻が戻りぬ

鈴木　正子

く､つ

数日を激し-鳴きゐしあぶら蝉はや土に落ち空を掻くさま

渥美　同子

運動会に障害の児と走りゐる教師の汗を招かれて見き

ちちはは

樋口　祥己

打ち明けぬことを支へとし過ぎし日々父母吾をいかに見しかや

渥美　輝子

ひたすらに母国めざして歩みつつかの川に飲みし濁りたる水

堀木　　愛

白蟻のさなぎ義-床下の柱思はず押すにぼこぼこ

宮崎　唐子

蔓手繰り引き寄せ来たる土手南瓜鎌の傷跡しるく残れり

阪寄　吉男



指導にこたえて-

琴曲｢薗生会｣

北棟信子さん

梶田流等曲大師範という肩書きを

持つ北修信子さんが生まれたのは'岐阜県海津市'当時は高須町という城下町でした｡街を歩-とどこからも琴や三味線の音が聞こえるという街で'親の勧めもあって自然に琴を始めたという｡

琴に真剣に取り組むようになった

のは'高校を卒業して'現在も通い続ける梶田昌艶家元に師事したときから｡当時五十人ほどいたお弟子さんの中で'大師範の位置までゆき'今も琴を続けているのは'ほんのわずかだとか｡

芸術家肌で厳しい指導の梶田家元
について行ける才能と'負けん気を

持っていたからこそと筆者は思う｡
二十五歳から教えることも始めた

が'それは自宅で弾いていたのを聞いてお弟子さんが自然に集まり'琴販売店の方のすすめで'教室を開いたという'驚-ような経歴である｡

年間四～六回は'舞台で演奏する

が'その緊張感と興奮はいつまでも変わらず'初めてその曲を演奏した当時の若い気持ちに戻れるという｡
一九八〇年香港をはじめ'オース

トラリアのシドニー'ローマ'ロングビーチと数々の海外公演もこなしてきた｡
｢若い頃は'低血圧で身体も弱かっ

たのに'ここ十年ほど風邪一つ引かな-なった-｣と元気で生き生きとした北棟さん｡

熱心に通う生徒からもエネルギー

をもらい'愛情いっぱいで教える姿が目に浮かんだ｡

(レポーター石井　亨)

文化協会加盟団体活動報告

弓嘩禦酢｣
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

伝統文化　赤井垂規

九月十六日に中部中学校'十月十
四日に四日市商業高校で､いずれも体育館に於て'プロの能楽師を招いて'無料で能･狂言を生徒に鑑賞させる会を催しました｡

これは'日本財団の助成で　｢中高
校生の為の能狂言教室｣を企画し､主として関東地区で活動している財団法人鎌倉能舞台に四日市で教室を開催していただいたものです｡

この為に岡田文化財団の助成を

いただき'又市文化振興財団や'四商同窓会の協賛をいただきました｡

設備のない体育館で熱心に出演

していただいた能楽師の皆様に感謝します｡生徒たちも熱心に'静かに鑑賞し喜んでおりました｡

鑑賞しました｡

会は'鎌倉能舞台
中森先生の解説に始まり'能･狂言の歴史と太鼓･大鼓･小鼓･笛の能楽器の演奏や体験をまじえて勉強しました｡

次いで初心者にも
分かりやすい狂言｢仏師｣と能｢羽衣｣を

せりふは難しいも

のの'全体としての能楽を少しは理解したのではないかと思います｡大人になって何らかの機会に思い

参加して'松永義仙さんの津軽三味線の演奏を聞かせて頂いた｡

力強い擬さばき'微妙な指使い､

迫力ある音色に魅られ'これはぜひ私たちの同好会｢たいしょう会｣の皆にも聞いてもらいたいと思い'新春の集いの席で'松永さんにその旨をお願いした処､二つ返事で了承して頂いた｡

以後七カ月'随分待遠しかった

がこの八月やっと実現した｡

松永さんが座長を努められる｢義
結会｣　の方々の演奏と民謡に'七

出してくれたらよいと考えております｡

太鼓--たいこ大鼓--おおづつみ小鼓--こづつみ笛　--ふえ　(能管)

律港三凍線に････-
…　心ひかれて■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l■

｢………美術Ⅲ本郷信輔昨年十二月｢文化芸能大学｣　に

十名近い聴衆は'ただうっとり聞入るばかり'トークあり'クイズありで楽しい小一時間'思い出に残るひとときであった｡今後の義結会のご活躍をお祈りする｡



平成1 7年1 1月～平成1 8年3月書をたのしむ｢まちの総合学習ひろば｣

｢昔の泉サ0ン｣学習会

日月27日(日)　午後2時～午後4時30分会　場　総合会館　軽作業室主　催　ブンテックNPOゲル-プ｢音の泉サロン｣共催/後援　サウンドスケープ協会.里重

三重大学寺島ゼミ　他

参加者　高校生･幼児教育関係学邦楽関係者･一般入場料　無料お問い合わせ先　西村昌子

T･0593-21-9867

第四十回日本光面会写盲衰

(略称･光展)中部展

平成1. 8年2月24日(金)～2月26日(日)

午前9時～午後7時(最終日のみ午後6時)

会　場　四日市市文化会館第1展示室主　催　日本光画会中部支部後　援　四日市市教育委員会､E]日市市文化振興財団参加者　全国公募の入選者､FSg観覧者入場料　無料お問い合わせ先　中西一夫

T･FO593-87-6259

《編集後記》

☆この季節'皆さまはイベントのご

活躍に燃えてみえる頃でしょう｡

☆特集'魅せられてにご登場のみな
さまには'心踊る思いをいただきました｡

☆中高生の為の　｢能･狂言教室｣を

観せていただき'ほんとうに感動しました｡生徒たちに心探-伝わるよう念じます｡

☆ご提言'原稿をお待ちしておりま

す｡　　　　　　　　　　　(延)

｢くるみ割り人形スペシャル｣全幕
1 2月24日(土)　午後6時開演1 2月25日(日)　午後2時開演会　場　名古屋市民会館　中ホールチケット　全席指定　A席¥4000

B席¥3000
(当日500円up)

出　演　越智久美子､越智友則'ウデイム･ソロマハ

森　弥生'森絵里

お問い合わせ先　越智インターナショナルバレエ

丁･052-481-4488

染筆塾ご案内毎月等一再曜日(祝日は翌週)午前1 0時～午後1 2時会　場　E]日市二番街　食事処よっさん〟二階

諏訪公園､交番の向い側

会　費　無料(ただし､色紙'はがき､短冊代は

実費負担)プリント50円

内　容　色紙などへ詩､歌､旬などを書き絵を琴見る

(絵手紙を含む)

お問い合わせ先　新美術協会会友(日本画部門)

中日川柳会　相談役木原T･0594-21-2032
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将棋 
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