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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､
文化協会事務局へご連絡ください｡

〒510-0057　四日市市昌栄町21-10｢市民文化課分室｣内

TEL･FAX　059-351-3729

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)



ともに'文化でつむぐまちづ--を

(財)四日市布まちづ--振興事業団

文化振興･国際交流事業部長

四日市市文化会館　館長

小林春美

文化協会のみなさまには'

平素よ-当財団の文化振興事業にご支援を賜-､誠にありがとうございます
当財団は'今年度より5年間'

引き続き指定管理者として文化会館と茶室潤翠庵の管理運営および自主事業を行ってまいります｡
｢市民とともにつくる市民の

ための文化会館｣｢日本の伝統文化を楽しめる茶室油翠庵｣を目指し､市の施策とも連動しがら'当財団の使命を果たせるよう'職員一同'気持ちを新たに取り組んでまい-ますので'今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます｡
さて､茶室油翠庵は'平成六

年七月の開設以来､今年度で十五周年を迎えます｡これを

記念して､十一月三日に'四日市茶道教授連盟主催の記念茶会が開催されます｡
茶道教授連盟のみなさまに

は'日々の立礼席や月釜'体験講座や特別講座など'市民のみなさまに気軽にお茶を召し上がっていただく機会や茶道の普及にご尽力いただいており'お蔭をもちまして'市民のみなさまの憩いの場として定着してまいりました｡

また'文化協会のみなさま

が大きな役割を果たされてきた市民文化祭が来年､第六十回を迎えられ'その輝かしい歴史とともに'年々盛り上がりを見せる事業に'文化を愛してやまない四日市市民の熱い想いを感じます｡

特に年末に開催される第九
演奏会は'いつも第一ホールが満席となる盛況ぶ-で'舞台の出演者と観客の一体感とともに高揚感が味わえる四日市の暮れの風物詩となっています｡今年は十二月十三日に開催が予定され'今から楽しみです｡

個々人の自己実現とともに'

多-の人との一体感'人と人とのつながりを実感させて-れる文化のもつ力こそ､まち

づくりの大きな原動力であり'市民の四日市への愛着を育むものです｡

当財団の名称ともなってい

る｢まちづくり｣は｢人づくり｣と一体のもの｡未来の四日市をつくる意味でも､次代を担う子どもたちも含めた市民のみなさまに'求められる優れた文化事業の提供や地域に根ざした事業の展開を行っていくとともに'市民のみなさまの文化活動を支援してまい-ます｡

潤いのある｢住み続けた-

なる四日市｣　のため'文化協会のみなさまとごいっしょに'さらに力強く当財団も進んでまいりたいと思います｡



是集■｢伝統文化と子どもたち｣今､私たちの街で'伝統文化を守りつづけておられます｡子どもたちへ継承するためには何倍もの努力が必要です｡伝統に培われた精神､所作､音感など学ぶ子どもたちに指導を惜しまない先生に敬意を表します｡心豊かな文化の街を目指して'今日もどこかでお稽古が続いています｡指導者のみなさんに登場していただきました｡

しで'どなたでも参加できるよう門戸を開いております｡会員以外の参加は､平成十八年に｢羽衣をうたおうかい｣と称して｢伝統文化子ども教室｣を行ったときの受講生十

｢能楽｣を

子どもたちへ

四日市能楽連盟

副会長･事務局長　加藤　愛郎

◆六月七日(日)に第十七回｢能楽を楽しむ会｣が行われ､四日市能楽連盟の会員が一堂に会して､日頃の研唐の成果を発表しました｡一般参加の催

(太鼓の組立)

九名中の一人で､小学六年生の宮崎君が三年続けて参加しております｡素謡｢船弁慶｣の義経役ですが'お祖父さんの指導を受けて覚えもよく'堂々と謡って-れました｡(写真上)◆鎌倉能舞台のご協力と岡田文化財団等の助成金で｢中高校生のための能･狂言教室｣

を始めて五年目になります｡年に二校から始め､昨年から二日間で中学校四校にしております｡先生方も熱心で'事前に能のビデオを観たり'謡曲を聴いた-､そして生徒にも見せた-聴かせた-して予習をして-れますLt保護者の方々も随分協力的です｡講座内容は'能｢羽衣｣と狂言｢仏師｣と｢高砂｣　の謡をみんなで謡う指導です｡この年代に体験した｢日本の伝統芸能｣が将来を担う若者のために'きっと役立つことと思っております｡◆四日市市文化協会の呼びかけで'次世代を担う小･中学生を対象の｢きっかけ講座｣の派遣講師に登録しました｡
｢能楽を学んでみよう｣と題し

て'会員の方々が得意分野の講座を担当するや-方で'取り組みます｡また'一般対象の講座も'地区市民センター､企業やサークルなどからの要望があれば'派遣いたします｡どうぞお気軽にご連絡ください｡　(℡三三一-七二五九)



特集～｢伝統文化と子どもたち｣～
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保育園児に茶遭体験

茶道遠洲流　坂倉　宗秀
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先生の話に熱心に耳を傾け､茶道に挑みました｡

日本が世界に誇る伝統文化
の一つ'茶道｡今回'四日市市あやめ保育園の園児のみなさんが'遠州流宗家十三世不停庵小堀宗実御家元のご指導のもと遠州流茶道を体験しました｡茶道には'五感を使って感じることのできるあらゆる人間生活の美があります｡またお点法の美しさは'人と人､人と物との

出会いを大切にするおもてなしの心であり､その心と心の通い合いは喜びとな-'豊かさを養うこととなります｡

大原園長'保育士の先生方に
引率された二歳から六歳の園児たちは､共に緊張した面持ちながら御家元のお話に耳を傾け'行動や振る舞いをしっか-と見つめ'茶道に挑みました｡座して一礼することは相手との呼吸の間があるので'同時に頭を上げるのは難し-､早-なったり遅れたりも度々見受けられましたが､一生懸命に考え'思い､子供たちの心が動作に表れるようになるには時間など必要ありませんでした｡自然と礼儀作法が身についてゆく様は'驚-ばかりです｡

園児たちが体験した遠州流
茶道は､小堀遠州を流祖とする

武家茶道の代表的な流儀で'大名茶道とも呼ばれ四百年の歴史をもつ格式ある茶道として今日まで受け継がれています｡しかし'社会や生活様式の変化で茶道のみならず伝統文化に触れる機会が次第に少な-なっている現在､伝統文化を次世代に伝え残してい-には'子

酒翠庵で茶道体験のあやめ保育園児

どものうちに触れさせ､理解させ､身につけさせてい-ことが肝要であると思います｡それぞれの地域で､さまざまな特色ある伝統文化を子供たちに継承

していくことは､日本人のアイデンティティーを育てる重要なことだと考えます｡四日市市には茶道を体験できる茶室潤翠庵があ-'大変恵まれた環境と言えます｡

遠州流はお茶をいただ-時､

子どもたちに三つの言葉の挨拶を教えます｡｢お先に頂戴いたします｣｢大変結構です｣｢ごちそうさまでした｣茶の湯の目的とする｢相手を思いやること｣｢感謝すること｣が言葉の意味するものであります｡特別な言葉ではなく'当たり前のごく普通の挨拶です｡｢園児たちは保育園でもご家庭でも心のこもった挨拶を欠かすことはない｣というお話をいただきました｡

後日'潤翠庵立礼席でのお茶
会体験もされ'保育の中に茶道が生かされていることに喜びを感じました｡子どもたちが近い将来'伝統文化に対する関心や理解を深め､尊重する心を育み､豊かな人となることを切に願います｡
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吟鐘の青少年金兵たち

日本詩吟学院三重岳仁会師範　芝田　尚輝

社団法人日本詩吟学院岳風
会認可　三重岳仁会には五十名程の青少年会員が吟道に取り組んでいる｡

市内のい-つかの教場では

おじいちゃんおばあちゃんに連れられて来るお孫さん､またその友達など｢口コミ｣で集まった子どもたちが'まずは見よう見まねで腹式呼吸を覚え大きな声を出せるようになります｡節まわしに苦労をしながら日々'成長していく

様子には大変感銘をうけます｡
吟道を始める動機はいろい

ろであ-ますが､吟道は選び抜かれた詩歌を朗々と吟じることによ-健全な精神と豊かな情操を養うすぼらしい伝統文化であります｡

若いうちにこの吟道に親し

むことが'人間形勢にどれほどプラスになるか知れません｡
三重岳仁会では､創立者の

今村岳仁先生をはじめ､指導者の先生方の並々ならぬ情熱を持って青少年の育成にあたります｡毎年､青少年吟道大会を催しその大会には県内外の友好姉妹会の青少年も招き'日頃の練習の成果の発表と交流を図っています｡
一般会員の高齢化が進む中

にあって'この子どもたちの姿は非常にたのもしく､将来に希望を持ち｢伝統文化の継承人｣として大いに応援していきたいものです｡

漢専･かなの魅力を伝える
花井　高峰(三省会事務局長)

今日'パ　ソ

コンなどの普及･少子化に依る書道人口の減少が伝えられています｡小生などは影響を受ける側として'将来に向けて頭を悩ます日々です｡逆に考えると手書きの文字'特に毛

す｡

読める作品､理解されやす

い作品'アート風作品が多くみられる展覧会が増加している昨今です｡書の本来の要素である､漢字･仮名が持つ表意からかけ離れていくことだけは､私たち書道に関係する者が守っていかなければ'未熟で品のない作品になってしまう恐れがあります｡

古代よ-発生そして発達し

てきた漢字をより大切に扱っていきたいものです｡

筆が見直される時が来たのではと思います｡人間個々が容姿が違うよ､つに'思考･能力･体力そして文字に対する態度'思い入れが違い'より個人の主張などが反映していく様に思われま
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日本舞踊との

血合いの場
舞踊Ⅰ西川　保歳

日ごろから小中学生や高校
生のクラブ活動のみなさんには'外国人に｢日本の伝統文化って何がある｣と尋ねられたら｢日本舞踊もそのひとつです｣と答えて欲しいと思っています｡特別授業では起源や歴史を話した-､映像での鑑賞や体験学習をしています｡その時に寄せられた印象や感想のほんの一部を紹介いたします･日本舞踊は､江戸時代から庶

民のもので'歌舞伎というものと関係があることが初めて分か-ました｡

･日本文化の大切さや守るこ

と'続けることの大切さを感

じました｡
･汗をかいて踊って難しかっ

たけど､楽しい思いをしました｡

･台詞を大きな声で言うこと

は緊張しました｡

･最初と最後の礼の仕方が分

かりました｡子どもさんたちは最初の緊

清元｢女車引｣

日本舞踊クラブの生徒さんたちと一緒に

張から体験をとおして日本舞踊を少し知る人になります｡子どもたちは語-合い'笑い合いますが｢次の機会には質問を沢山して下さいね｣といつも思っています｡

ご両親や御祖父母のみなさ
んですら伝統文化に触れる機会の少ない昨今です｡私自身が如何にして次の時代にこの大切な財産を受け継いでい-ことができるのかとよく考えます｡

教育者や地域のお世話役の
みなさま'出来るならば子どもさんたちに伝統文化に触れる機会をたくさん与えて上げてください｡よろしくお願いいたします｡

主な活動
･主催する保扇会舞踊発表会の開催･三重県舞踊協会主催｢三重県邦舞会｣に参加･四日市市文化協会主催の｢日本舞踊まつり｣に参加･公立小中学校の体験学習や特別授業の指導･中高等学校日本舞踊クラブの指導

8本身魂 

赤城挽蕗何派 

内申挽告家島}rT挽 

あ),l挽城東挽 

鬼神漁場 
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和太鼓を準えて二十年余

あずま太鼓

会長　東　克利

･壬壬壬壬壬･三三壬壬壬･壬壬壬壬壬･壬壬壬壬壬

の魅力を出すことを指導の信条としています｡

今年は和太鼓演奏で四日市
市文化会館に於いて'6月1 7

日に三重岳風吟道全国大会､6月30日

愛知万博に1 2回演奏参加し

た､あずま太鼓です｡

私たちは四日市市立海蔵小
学校で'子供先生と大人先生が指導にあたり和太鼓の練習を行なっています｡午前九時三十分から午後三時まで元気いっぱい頑張っています｡子供先生は中学生の竹内活香先生､相松紀衣先生が来てくれます｡嬉し-'ありがたいことです｡

子供先生は'和太鼓を通し

て楽しい人生を送っていると聞いています｡子供先生の親にはいつも感謝をしております｡

私は親の素晴らしさを感じ､

自分で考え自分で行動､自分

に富士電機定年退職者友の会｡6月28日に第一回観若葉の会と3回も演奏できたことは､伝統文化に挑んできたおかげと感謝でいっぱいです｡参加者は30人でした｡

嬉しいことに湯の

山温泉御在所ロープウエイ開通50周年'山頂結婚式で演奏できたことも一生の宝になりました｡今年の1 0月には､伊吹山で中嶋さん90歳のお祝いに演奏します｡今から楽しみです｡

l≡Za 2009年8月1日(土)1 1時～12時田じぽきん三重

〇四日市観光協会(1 0時～1 9時､火曜休み)

○市総合会館地下1階売店○四日市商工会議所
※主要書店で申込書付｢公式テキスト｣販売中

と　　き

申込メ切　7月25日(土)19時(四日市親元協会)
と　こ　ろ　じばさん三重

講習料1.000円(小･中生無料)

2009年7月26日(日) 10時～12時

●問合せ/ふるさと四日市検定実行委員会
虞田　TEL･FAXO59-355-4800

ケイタイ090-51 63-041 0)

l約割制限ありません｡どなたでも

l受験料･初級　2,000円･中級　2,500円
･上級　3,500円(各級小･中生1,000円引き)

｢申込メ軌7月31日(金目9時(四日市観光協会)

l合格基判◎三者択一方式(※出題は｢公式テキスト｣より)
･初級　50問　70点以上

･中級､上級80問　80点以上

･上級　記述式3問⇒出題問題事前発表

(第1回合格率94.3%､第2回合格率94.4%小4-79才)

l合格発劃8月1 0日までにご本人に合格証を郵送｡

｢四日市案内人｣認定式　く表彰式)の中で

認定対象者は①中級･上級合格者の中で希望される方で

②実地研修(市内で約5時間)修了者です｡

成績優秀者r表彰式｣
繁藤会頭(右側)より上級合格者へ
5月16日(土)四日市商工会議所　於
｢家族合格証｣ ｢職場合格証｣を授与



次世代の人に

興味を持つ機会づ--

三重県と生涯学習センター
では'文化体験プログラムで

｢子どもたちにホンモノの文化
芸術の出会いを｣という事業が展開されており'その体験学習に私も参加させていただきました｡伊勢市'松坂市､亀山市の小学校でした｡

お琴と尺八にふれることか

ら始まりましたが楽器をはじめて見るという子どもたちがほとんどでした｡そして爪をはめて音が出ると本当に嬉しそ

特集～｢伝統文化と子どもたち｣～

l･-l･-l･-l･-l-l一一l-l･-l･-l･-l･-l･-

四日市市文化協会理事
三重県三曲協会　会長

伴野　節子

うに目を輝かせて歓声をあげていました｡十三本の糸を覚えるのが大変だったとか･･思ったより糸がかたくて手が痛かったとか･･･｡尺八の方は簡単そうに見えるけど音が出なくてむずかしかったとか･･･｡でも楽しかったのでまたやりたいという嬉しい話もでました｡

次世代を担う子どもたちが

こうして生の体験をえて伝統文化に興味をもって成長してくれることを祈ります｡四日市でもこういう機会をぜひ作っていただきたいと切に願ってお-ます｡
パソコンに向い､ケータイ電

話に手をあて手紙のやりと-はメールで簡単に片づけるという現代において､ことにふれて湧きおこる感情が失われつつあります｡

豊かな感情をもち'人の心を
もち続けてゆ-｡日本の伝統文化である三曲｡生涯'かけがえのない大切なものだと思っております｡

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l呈歪77雷,l芸慧讐 
〒510-8508四日市市諏訪町7-17(四日市市市役所北隣り) 

TEL.FAXO59(354)0625 



特集～｢伝統文化と子どもたち｣～

地域在民と歩む獅子舞

川原田獅子舞保存会
会長　石崎　徳行

わが町'河原田は四日市の
南部に位置し､南は鈴鹿川､北は内部川に挟まれ東に田園､西にみかん山が広がった緑の多いのどかな小さな町です｡かってよ-この地域では一年を通して様々な住民参加の天王祭､盆踊り'獅子舞など伝統行事が青年団を中心に地域住民参加のもとで催されて来ました｡特に獅子舞は秋祭りの行事の一つとして'現在も多-の住民の方々に親しまれています｡

河原田の獅子舞は､明治時
代よりおおよそ百五十年の歴史があると伝えられています｡当初は町の青年団により受け

継がれてきましたが'昭和の後半に青年団解散後は河原田獅子舞保存会が継承しています｡

大人'子供を含め総勢二十

六名ですが､親子三代で参加している熱心な家族もいます｡

年間を通しての活動の場は少ないですが'練習期間中は会員同志の交流の場であり'特に子どもたちには'挨拶､礼儀などあまり学校や家庭では学ぶことのできないことを指導し'また上級生は下級生の面倒を見ることにより獅子舞の仲間意識をもたせるなど情操教育の場でもあります｡

河原田地区でも'他の地区
同様に伝統文化への関心が薄れつつあります｡メンバーの高齢化'子どもの少子化'娯楽やレジャー産業の普及によるものだと思います｡

河原田の貴重な財産である
獅子舞を'親から子へ'子から孫へと次世代に継げるには若い世代の参加はもとより'地域住民のご理解がなければ長く続けられません｡

今後も関係者の方々と連携

し少しでも長く継承されますように'微力ではありますが､日々努力して行きたいと思います｡



SpaJhh'ng PeISOnah'ty #くひと

｢和菓子の和は

平和の和｣
おかもとしんじ

岡本　伸治さん

昨年'当社｢夢菓子工房こ

とよ｣はみなさんのおかげで創業60年を迎えることができました｡そんな感謝の年に通算4回目となるテレビ東京系
｢テレビチャンピオン2和菓子

職人選手権｣　の出場依頼が入り､1 6年続いた番組の最終回スペシャルに出場することが決まりました｡1 0日間の撮影スケジュールをいただいたのですが'勝ち上がるたびに過酷さを極める日程にt Lり込みしそうになりました｡

しかし'職人としてどのく

らいのことができるようになったのかや地元四日市を広く知っていただける機会だと思い'出場することとなった

岡本伸治さんの作品

のです｡

結果は'準優勝ということ

で全国から集まった優秀な職人の方々との対戟の中､正直できすぎだといった感じでした｡

決勝で作ったお菓子の中に

･･=　プロフィール-一一-----････-･･･････････････････

《テレビ》 ｢テレビチャンピオン和菓子職人
選手権｣4回出場｡｢板東リサーチ｣ ｢ユーガツ

タCBCJ ｢アンデユ｣ケーブルテレビCTYほか

《ラジオ》　FM三重･FM四日市

《雑誌･新聞》　｢月刊チーク｣｢月刊くじら｣

｢月刊シンプル｣ ｢東海ウオーカー｣ ｢中日新聞｣

｢伊勢新聞｣ ｢中部経済新聞｣ほか

《受賞歴》　明和会新年会菓子コンテスト最
優秀賞3回･優秀賞7回･技術賞4回､熊本菓子

大博覧会｢全菓博工芸大賞｣ ､姫路菓子大博覧

会｢全菓博工芸大賞｣ ､三重県和菓子コンテス

ト最優秀賞｢生菓子の部｣ ｢工芸菓子の部｣

《主な活動》一宮女子短期大学製菓クリエー
トコース和菓子科講師､岐阜ハ祥会副会長､和

菓子専門店･菓子研究団体への講師活動や市
民講座など多数｡ケーブルテレビCTY番組案

内表｢ミーム｣にて絵とコラムを6年連載中｡詩

画集｢あなたがいるから私がいます｣挿絵(中
部経済新聞社)

高級素材を使おうという課題があり｢水沢のかぶせ茶｣　の粉末や四日市で栽培されている｢四日市メロン｣など使い'ふるさと四日市を多少なりと知っていただける機会になったかなと思っています｡

和菓子屋をしているとこう

いった地元の食材というのはかなり気になるところですがもう-点｢文化｣という面でも四日市は優れた町だなと感じています｡当店では店舗に併設して無料の貸しギャラリーをしていまして一か月単位で多種多様な作家の方に入っていただきながら運営しています｡

趣味で始めたという作家の
方を中心に毎月楽しい作品展となっているのですが'もう趣味を越えているなと感じる方々ばかりで来年の5月まで埋まっているという過熱ぶりからも､そういう｢文化｣が根付いた街だなと感じ感心します｡

今後もすぐれた食材や文化
を一つの菓子として昇華させれるよう努力し精進しながらご恩返しを続けていきたいと思います｡



先日､亀山市内にある製造

メーカーの方とお話をする機会がありました｡それは他県から来られる社員が'意外にも職場に近いからという理由で'そこに住居を構えるということよ-､住み心地のよい環境として'医療体制の充実'子供の教育環境､町の景観そして文化の成熟度を重要視していることでありました｡残念ながら四日市や鈴鹿を避けて県都津市に住居を構える傾向があるとのことでした｡その大きな一つの理由が｢文化力｣　の差でありました｡
｢文化｣　の概念は広範で'人

によってその概念も異なります｡ふだんの日常的な活動から'衣･食･住の中で創造される芸術､学術､文化活動'スポーツさらには宗教に至るまで'非常に広範囲にわたります｡まさし-｢人間の生き様'そのもの｣　であります｡｢人間

の生き様'そのもの｣なら'国と国､地域と地域の間に本来｢文化力｣　の差なんて存在するはずがないのですが'｢あそこの地域'あの町には文化が乏しい!｣と簡単に評されてしまうのが実情です｡人口

r可可帝らtさを強く凝滞tて｣

学校法人津田学園副園長津田　健児

3 1万人を越えながら四日市がときに文化不毛の都市のご指摘を受けるのは'内外への　｢四日市らしさ｣　の発信力が不足しているのではにかと思うのです｡

たとえば'四日市と津市と

比較してみると津市には城下町としても歴史の重みがあり'町並みも情緒や風情を感じます｡藤堂高虎公を面前に出して入府四百年記念事業や高虎サミットなどの城下町としての特性を最大限生かした活動も盛んです｡県立美術館もあり羨ましい限りです｡しかしながら四日市市も津市をはじめ他市に負けないぐらいの歴史や文化があります｡
この街には郷土愛を育むロ

マンや逸話がいっぱいです｡日本武尊が東征の帰途に通過したとされる神話があったり､また本能寺の変では逃避する徳川家康をある回船問屋が手助けた-'陸海の要所でもあったことから幕府直轄領として認められ'代官所や高札場が存在しました｡江戸時代には主要宿場町として発展し'人'物の交流物流基地として'その機能を今も受け継いでいます｡さらに市内のいたるところで名水が湧き出たため｢三重の潤水｣としてでも有名であったので､この地域が｢三酒｣となりましたなど｡ただ残念なことは'ほとんどの子供た

ちが､日本武尊の｢杖衝坂｣の話や｢吾が足三重の勾なして､いた-疲れたり｣と言い'その地を｢三重｣と呼ばれるようになったことを知らないことや学校でさえも教えてもらってないことです｡また｢三重の酒水｣として呼ばれながらも'今や湧き水の所在も分からず僅かながらの井戸が残るだけであります｡さらに'港へ行っても憩いの場'潤いの場としても機能がな-'荷さばき作業の中で申し訳なく釣り人が釣りをしているだけで若者や女性が集うことがない四日市港などの現状を目の当たりにすることは寂しい限りです｡

土着の文化人が存在し'生
活をすれば'かならずそこには上下の比較の対象にならない土着の文化が生まれるものであ-ますが'もっと行政が三重県最大の産業都市に存在する企業部'市民団体､学校等を巻き込んで眠っている文化資産を活用していただき｢四日市らしさ｣を強く発信してい-ことを願うばかりです｡

(登場はアイウエオ順)



遅れ』　というのは日常的にあり'なかには『約2時間遅れ』というのも

スの講習会のため彼女の自宅のあるポルトガルへ行き'レッスンを受けました｡その時に言われたのが｢あなたのピア

ピアニスト

高橋　朋子

留学を終えて日本に帰って

きたとき'色々な時間があまりにもきっち-進行することに驚きました｡私はアバウトな時間の進行に慣れきっていたので帰国して数ヶ月は何回も電車に乗り遅れました｡フランスやイタリアでは時間ぴったりに電車がくることは

よく見かけ

ました｡ストライキもすると予告したら必ず決行され'長いと1 0日近く電車が動かないこともありました｡フランス人もストライキにはなれっこでカリカリすることもなく駅の窓口で駅員さんと冗談を言って笑い合った-していました｡

留学している間に色々な先

生､ピアニストのレッスンをうける機会がありましたが'帰国直前に大好きなどアニスト'マリア-ジョアン･ピリ

あま-なく､駅についたらまず｢今日の電車は何分遅れなんだろう｣と電光掲示板を確認するのが習慣になっていました｡そこには　『1 0分

フランス･モンペリエカテドラル

ノは音楽性も技術も全て備わっているけれど､足りないのは　『迷う』　こと｡日本は経済的に豊かだけれど忙しい国で'みんな時間がなく慌ただしい｡教育も影響していて'すぐに答や結果を出さないといけないのもわかるけれど人生は時には迷う時間も必要だ｡｣と｡とても考えさせられた言葉でした｡

音についてもう一つ印象に

残っていること｡ある日'パリで勉強した学校のフランス人の先生と'同じクラスの友人数人で食事会をした時のこと｡たくさん食べてお腹いっぱいになりみんなご機嫌で喋っていたところ'突然先生が｢ショパンは魂の音楽であり心で感じたことをそのまま音にしなければならない｡心がきれいな人は美しい音を出し'反対に心が美しくない人は--｣　食事中の私たちは､ハタと食べる手をとめ顔を見合わせたことをよく覚えています｡
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シリーズ　舞上の摩懲　⑩
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町中七草　日本慧協蒜HB?

現在､市内には約50基の文学碑が立っている｡そのうち､次の3基が郷土出身俳人･田中

七草の句碑であり､多きでは内藤まきを句碑3基と並んでいる｡ちなみに四日市に仮寓し

た山口誓子の句碑は8基(そのうち1基は波津女との比翼句碑)で､最も多い｡

①すぎな生ふ小さき塚なり鋤きのこす(川島町西福寺境内､昭和39年建立)

②結界の丘せまけれど朝さくら(桜町観音堂境内､昭和55年建立)

③更紗文あかき古陶や春ふかむ(陶栄町寓古神社境内､昭和61年建立)

これら3基が建立された

人望のなせるところ大と言

田中七草(本名雄吉､ 1899

で､東大医学部卒業と同時

そこで出会ったのが4Sの

で､誘われて俳誌『ホトトギ

和6年(1931)には秋桜子主

し､俳歴を重ねた｡

秋桜子の代わりに赴任し

を昭和13年に退職して帰郷

医務多忙で句作から遠ざか

のは､生前の田中七草の

幽麹払　　　　　えよう｡

～1987)は桜町の生まれ

_　頗麗成長　に産婦人科教室に入局｡
ひとりである水原秋桜子

ス』に投句を開始した｡昭

事の俳誌『馬酔木』に入会

た昭和医学専門学校教授

し､四日市で開業｡一時は

るものの､昭和30年から

『馬酔木』への投句を再開し､同時に｢四日市馬酔木会｣を結成した｡その後昭和36年には馬

酔木同人に推挙され､充実した句作時期に入った｡

七草は後進育成にも情熱を注ぎ､昭和46年には稲垣敏勝･松滞日楊子を馬酔木同人に送

り込むと同時に､旬業40年の成果として句集『浜木綿』を上梓｡ちなみに序文を寄せたのは

秋桜子であった｡

秋桜子没後の昭和59年に｢馬酔木｣は分裂するが､七草は｢三重あしびの会｣を結成し､師

秋桜子の遺志を継いだ｡

この間､七草の俳句活動は凄まじく､昭和15年に発足したものの今次大戦のため中断し

ていた西福寺での｢義盛忌｣が昭和38年に敏勝･自楊子によって再会されると､翌年からは

七草も参加して｢義盛忌｣俳句会を盛大にした｡
一方､書家･古寓古収集家としても活躍する七草は､芭蕉の旬｢曙や白魚白きこと一寸｣

にちなむ｢白魚会｣も創設して俳句･書道作品展｢白魚展｣を開催し､毎回好評を博したこと

で知られる｡
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小原芳美バレエスタジオ

主宰　小原　芳美

●プロフィール

田沢澄子･禿嵯峨子･石井正人･谷　桃子･
越智　薫に師事｡

1984年より小原芳美バレエスタジオを主宰｡

｢くるみ割人形｣ ｢眠れる森の美女｣などの全幕

公演を行う｡

今度は裕香が芸術賞に選ばれました｡今インタビューをうけてます-･｣･･とたて続けにメール｡目標にしてきた'ユースアメリカグランプリニューヨークファイナルに二人の出場が決まった瞬間でした｡

年があけてすぐドイツジョ

ンフランコ校長のレッスン'そして草刈民代さんの振付に来日中のレイモンド先生に裕香のコンテンポラリー(近代バレエ)　の振付を依頼したこ

日､教師一同と小学六年生の加藤舞､中学三年佐川裕香はニュ　ーヨークへ出発しました｡
二人とも

小さい時から小原で育った四日

キトリのVa

昨年十一月三日'神戸国内

予選の帰り｢先生!ニューヨークです!舞ちゃんがベスト1 2にはいりました｡｣｢大変です｡

とから二月にも当スタジオで講習を受けるなど'息つく暇なく準備に追われました｡
くたくたの状態で'四月十五

市　っ　子です｡到着したその日から世界のバレエ学校　(ロイヤル'カナダなど)の教師陣によるワークショップ'ユース伝統のディフレという出場者全員による作品の練習で､1 0時頃に夕食というきつい生活が一週間続きました｡それを乗-越えて二人ともしっかりと自分の踊りを披露できました｡特にシニア部門佐川裕香は'20%のファイナルに残-'五校からのスカラシップ　(奨学金)　を授与され､9月からの一年間留学も決まりました｡世界各国から集まったダンサーの中でも日本人は特に素晴らし-'

上位を独占する状態でした｡私どもは参加するのが精一杯でしたが'賞を取るという明確な意志が大切と気付かされました｡

今ではローザンヌと並ぶ若

手ダンサーの登竜門であるユース'次は必ず今回の反省を生かし､才能を伸ばしてあげたいと思います｡この8月1 6日には｢シンデレラ｣を芸術賞の裕香の主役で上演致します｡みなで創り　上げる作品も大切に､そして個人の才能も大切にしてバレエ芸術の花を咲かせていきたいと思います｡



｣

パッションひるは

I

坂井　兵選

◎田すり軒合五線譜に旅の足どり書きづらいポケットに嘘を隠して生きているあいまいな返事をくれたのは夜霧希望もち坂道登る車椅子み仏の眼差しすでに赦してる指切りの小指が何故か又痔-春うらら薄化粧してクラス会お彼岸や家族と逢いに墓まいり何もかも語りつくして桜咲く神頼み貴女の無事に手を合わす上手そうな人から順に座る席竿立ず流れるままに生きる我なごやかに夕日と共にさようなら黄水仙客間に客のいない日々

森　　繁生加藤　昌良樋口　　仁榊原　良郎清水　健吾井垣　和子内山サカ枝鬼頭　きよ福田　敦子川崎はつ子山路さかえ中村　　恵伊藤　多恵城毒　弘子

春の海のたりと言葉噛み合わぬ
一つでも優しい言葉日に一度

何喰わぬ顔が糖尿を患うレディースデー女性は強くな-ました春に浮かれて軽い財布が落ち着かぬタマゴ割る音モーニング一人切りお-りぴと石も杵の掛け橋に塩分のマナーのわるさほっとけぬ

菱川早川山田吉住川合吉川ヽ-

.パ一日〃

麻子博子早苗昭郎典生正勝清隆

岩谷　幸子

傷口に塩塗るような愛もある

松井　潮音

[選評]

そう大きな傷だと思いませんが､この辺りで男に

一回'塩を塗るようなきつい答えを出してやろうと
-きつく言う'女の気持ち｡本来はやさしい女なんです｡おんなの思いが見事に出ています｡

姿を変えた神に時々お会いする

坂崎よし子

[選評]

そうです'自分に合った神さんに手を合わせてい

ればいいのです｡所詮神さんも時々姿を変えて出て-るものです｡神さんをうま-皮肉って面白-まとめています｡



内藤教室レインボウ★コーラス

練習風景

雨あが-の空に大きな虹の橋
が見られる事もあるがいつの間にか消えてしまう･･｡

レインボウ★コーラスは五十

一年にわたって七色の光を投げ

かけている｡

代表者の桧井千和さんが一脚

の椅子をステージ上に持ってこられて｢レインボウの生みの親であり'四十八年間お話になった内藤春夫先生がこの椅子に掴ま-ながら指揮をされた二〇〇五年の市民合唱祭が最後になりました｣と話され､あの時の先生の痛々しい後ろ姿が険に浮かんだ｡
その後､内藤教室で育った二

人の若い先生が後を継いで内藤教室レインボウ★コーラスとし

て健在である｡
一万㌧合唱団きずなも四十人

年前に四日市青年合唱団としてスタートしたが五年前に'年齢'男女､関係なく参加できる様に
｢きずな｣と名称を変え多方面で

活躍して居られる｡両グループとも半世紀の間には貯余曲折があったとと思いますが､きずなの代表岡本孝夫さんが｢団員同志の粁'人の和を大切にしてきました!｣と言って居られた｡｢レインボウ｣も同様だろう｡

六月十四日'はじめてのジョ

イントコンサートを観せてもらった｡会場は超満員の盛況ぶり｡三部構成で､第一部きずな'第二部レインボウ'第三部の合同ステージは'ロシアの歌'懐かしい日本の歌など八曲｡照明や衣装'楽しい団長挨拶'曲の解説を入れるなど工夫された肩の凝らないコンサートであった｡

総勢五十名のすぼらしい歌声
に聴衆は陶酔Lt指揮者'伴奏者そしてヴォイストレーナーへの花束贈呈の時には拍手が鳴り

やまず-･ 'アンコール曲｢百万本のバラ｣はアコーディオンとソプラノソロがさらに華やかさを醸し出し'舞台と客席が共に涙Lt未練を残したまま幕が降ろされた｡

(レポート　本郷　信輔)



三重伊勢菊花協会

会　長　鈴木　鉄泰さん水を嫌う｣菊をどうやって育てるか'菊花展の日に合わせて満開にさせる方法'菊の高さを何

センチメートルまでにするのヽ　　　　　　　　　　○

め...

各地で行われる展示会に出品
するため､バスをチャーターLt現地に赴-苦労話など'お話ししてもらったことを箇条書きにするだけで紙面が足りな-なってしまいそうだと'うれしいような困ったような心持ちだった｡

苅谷出身の鈴木さんが桑名で
働き始めたのは'和菓子職人だっ

た｡が'㌘

毎回､訪問レポートに行-時

は'ある程度の予備知識を持ってうかがっているつもりだが'今回の菊花については何も知らなかった｡三重伊勢菊花協会会長の鈴木鉄泰さんに'正直にそのことを告げると'チラシ'パンフレット'写真などをた-さん持ち出してきて､素人の私に詳しく説明していただいた｡

菊の種類､展示の仕方､芽が
出て成長するまで｢水を好むし

歳の時'会社員に転職され'その勤務先の文化祭で菊を見　た｡｢これなら自分にも出来て'お金もかからないな｣と思い'菊とのつき

あいが始まった｡実際は'｢趣味にしてはお金のかか-すぎる'もう道楽と言っていい｣はどなんだそうである｡そのため｢菊が好きな人はよいが'そうでない人には勧められない｣趣味だという｡

最初'苗から育てて花を咲か

せた時にきれいに咲いた｡これは｢自分に欲がなかった｣からで､
｢もっときれいに咲かせてやろ

う､立派に育ててやろう｣と思い始めるとうま-いかない｡菊を育て始めて'気がつ-ともう刃年以上｡｢控えめに育てるのがよい｣　のだそうだ｡

お家にうかがった時に､ほえ
ていた飼い犬が'気がつ-と私の足下でうたた寝をしていた｡興味をそそるお話を聞いているうちにあっという間に時間の経ってしまった初夏の一日だった｡

(レポート　石井　亨)
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四日市2008

ア
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ト展

能管容レお金6月7日　(日)　1 0時勤労者市民交流センター

本館ホール

本行事は第59回の最初､市
民文化祭のオープニングとして'市長と当協会の理事長が祝辞をのべて始まった｡

四日市能楽連盟を有志で結
成して1 7年'毎年欠かさず全会員が練習の成果を市民に発表している｡その甲斐あって観客も年々'増えてきてお-'多-のデパートリーの中から見どころや聞かせどころなどを会員で話し合い番組を決めている｡

今回は､｢伝統文化子ども教

室｣を開講した時の児童たちが'義経役で出演する素謡｢船弁慶｣を発表させていただき'拍手を頂戴した｡｢この機会にもっと小･中学生に能･狂言講座を開き'若い世代に伝えて生きたい｣と抱負を話していた｡

来場者
1100人を超える

6月1 9日(金)～2 1日(日)

1 0時～1 7時

市文化会館第-展示室

当協会加盟の芸術･生活文
化のジャンルから主に実行委員を選出'みなさん'第一戟の活動家でありながら'本年で第4回を迎える本展を支えている｡会としてこのような展覧会を開催するノウハウを持ち合わせておらず､出品者や来場者のみなさんの心温まるご提言'文化会館の学芸員であった赤川さんの一方ならぬご指導を頂戴し､一歩ずつ前身しています｡その結果'来場者は第一目標の大台にの

り､カンパも5万円を大幅に超え70700円が集ま-ました｡毎日2回の作者･出品者の解説も人気でした｡出品数もさることながら作品の多くは'全国的に実績をお持ちの作家のみなさんにご協力をいただくことができました｡何度かの会議を持ちながらの開催でしたが'その度に課題が見えてきたことも委員のチームワークの賜物です｡大げさですがこれこそが四日市の文化力ではないでしょうか｡



アート屈に魅了されこ

料

四日市市文化協会自主事業の一つとして'

2005年プレアート展をスタートさせ'好評で継続されてきました｡今年も'四日市市文化会館の第1展示室に於いて'6月1 9日～21日まで3日間'開催されました｡地元で活躍されている素晴らしい実績をお持ちの先生方の作品が'一同に展示'陳列されるというので､期待を胸に早速'足を運びました｡

今回の展示会は､特に和'洋のブースに分
けられたさまざまなジャンルの力作に'普段'鑑賞出来ないでいた作品'たとえば日展､県展'市展'二科展､全国展などで'入選'入賞の優れた作品を身近で鑑賞できる企画'大変だったと思いました｡今年で5回目のアート展なので､更なるグレードアップして作者の解説や'専門家のアートの楽しみ方が聞けるコーナーもあ-'時のたつのも忘れ'心を癒されました｡今後も毎年開催されるようですが'目標は　『四日市の街をアートで元気にしょうー』を合言葉に頑張る実行委員の人たちの努力にエールを送りたいと思います｡

(リポーター　中西まき子)

要参

●●●●●●●●●●●●●

年間プログラムを配布していますのでご希望の方は事務局まで｡



第8国CTY杯囲碁大会日　時　7月26日(日)　1 0時開場

1 0時30分～

会　場　田白市市文化会館　第3ホール主　催　三重県北勢囲碁連盟共　催　(樵)CTY参加者　囲碁愛好家内　容　代表選抜戦　ハンデー無しにて代表を選抜する｡

棋力によるクラス別にてハンデー戦　4回戦

会　費　大人二〇〇〇円･子ども一五〇〇円(当田受付)お問い合わせ先　清水　孝

丁･090-2139-3117

第3 8回泰洲流吟剣詩舞道大会日　時　8月30日(日)　9時30分開場　1 0時開演会　場　E]巳市市文化会舘　第2ホール主　催　泰洲流詩吟朗詠会総本部後　援　三重県吟剣詩舞道総連盟･E]白市市･中日新聞社他入場料　無料お問い合わせ先　山蕗泰洲

T･059(352)8490

中村ヨシミツ舞台活動4 6周年記念公演

混声合唱団ヴオーチエ第3回定期演奏会内主会日

容催場時

8月9日(日)　1 4時30分開演四日市市文化会館　第2ホール混声合唱団ヴオーチエ4ステージ構成指揮者　稲葉祐三･ピアニスト　池田寿美子ヴォイストレーナー･馬場浩子

後主会田

援催場時

9月5日(士)　1 8時四田市市文化会館　第1ホール中村ヨシミツリサイタル実行委員会四日市市､(財)四日市市まちづくり振興事業団菰野町教育委員会､cTY

入場料　前売､当日共大人三〇〇〇円子ども三〇〇〇円お問い合わせ先　土井静雄

丁/F･059(352)3426

後　援　四日市市､三重県合唱連盟､四日市市文化協会

中日新聞社

入場料　大人一〇〇〇円､高校生以下五〇〇円お問い合わせ先　小岐須敏正

T･059(355)7818

｢シンデレラ｣全幕公演日　時　8月1 6日(白)　1 6時開演会　場　四日市市文化会館　第1ホール主　催　小原芳美バレエスタジオ出演者　小原バレエ生徒及びゲスト1 0名後　援　中日新聞､E]白市市､凶日市市文化協会

三重県バレエモダンダンス協会

入場料　無料/取扱所　小原バレエスタジオ･田目市市文化会館お問い合わせ先　小原芳美

T/F･FO59(322)4782

日本舞踊常磐流秋のをどり日　時　9月6日(日)　日時会　場　四日市市文化会館　第1ホール主　催　日本舞踊常磐流後　援　中田新聞社入場料　無料お問い合わせ先　常磐扇舟

T/F･059(331)5348

(財)都山流尺八楽会
第5 3回三重県支部定期演奏会

内主会田

容催場時

9月23日(初)　1 3時～1 6時30分四日市市文化会館　第2ホール都山流尺八楽会三重県支部尺八と等･三味線による演奏会

後　援　E]E]市市､E]白市市教育委員会入場料　無料(整理券)お問い合わせ先　伊藤真山

T/F･059(321)6843

第3回四日市シニアハーモニー演奏会後主会田

援催場時

9月26日(土)　1 3時30分開演四日市市文化会館　第2ホール四日市シニアハーモニー四日市市､田白市市文化協会､中田新聞CTY

入場料　無料(整理券)お問い合わせ先　川原次男

T/F･059(326)0618

千翠会　舞のつどい日　時　9月27日(日)　1 0時30分開演会　場　E]日市市文化会館　第2ホール主　催　千翠会後　援　E]日市市'中日新聞入場料　無料お問い合わせ先　中村千恵子

T･059(351)4455

第4 2国民踊･舞踊発表会日　時　日月1 5日(日)　1 1時会　場　四日市市文化会舘　第2ホール主　催　四日市いづみ民踊･舞踊の会内　容　伝統あるふるさとの民踊･創作民踊後　援　四日市市､四日市市文化協会'中日新聞本社入場料　無料お問い合わせ先　内臼通子

丁･059(353)7860



市民文化祭｢第60回｣を節目に
市民と共に市民文化のうねりを

四日市市文化協会は'市主催が開催してき
た市民文化祭(当初から当文化協会に開催委託)　の第60回という大きな節目に､大きく関わってきた存在であることの誇りを感じると共に'将来の市民文化の振興'発展に責任を感じない訳にはいきません｡

これまでの市民文化祭の開催には'当協会
の加盟団体の出演(展)　が主体となってきましたが､今後もこのような形態で市民文化の振興'発展が図ることができるのかの検証を当文化協会が率先して行なければなりません｡その根拠は'市から市民文化祭の開催委託を受けてから既に半世紀以上も経過していることです｡つまり当時の市民文化祭の開催団体は'市全体の文化団体をほぼ網羅していたといっても過言でありません｡しかしながら現在はどうでしょうか｡あれから市文化会館の建設'文化振興財団の設立､文化振興基金の積立運用'地区市民センターの役割見直し'市文化振興条例ができるなど行政サイドの取り組みも顕著です｡当文化協会も組織の発展解消をえて'現在に至ってお-ます｡

その結果は'四日市市文化会館での当協会
加盟団体を含めた文化芸術団体による事業の実態を見れば明らかです｡また市民文化祭において'数年前から市民公募型の開催が全体の65パーセントに達しています｡このことは'今後の市民文化祭が従来のような加盟団体のみの開催内容では'市民のみなさんの要望を十分に満たすことができないでしょう｡

そこで'急ぎ第60回からの市民文化祭のあ

り方の変更を迫られています｡当協会の加盟団体と市民(非加盟の文化団体･個人)を加えた事業の構築を図らなければなりません｡これまでの市民文化祭がやりにくくなるというような一面だけを捉えるような考え方は'自らの団体はおろか当協会の存続に関わること必定です｡これは'当協会が将来にわたり四日市の文化振興の役割を果たすためのスタート台と考えてお-ます｡当協会全会員の共通の課題として捉え'真剣な討議をもって乗-きらなければなりません｡これまで部門の取-組みに終わっていたものが'四日市全体の文化団体･個人を含んだ企画'運営の役割を果たさなければなりません｡そのために市民文化祭検討委員会を立ち上げます｡
従来から市民文化祭は出演　(農)者の持ち

出しで開催してきたことが'観客のみなさんに有料化のお願いをするなどにより'持ち出し分の軽減から催物への創造意欲が湧き'新たなステージを催す見通しが生れます｡

市民のみなさんと合同にて開催することに

よ-､私たちが長年のわたり築いてきた素晴らしい演奏や演技'芸術性の高い創造文化を体験していただき一緒に活動できる機運を盛り上けることになります｡

何よ-'私たちは更に精進してレベルの高

い芸術文化の創造団体として'自立の道を歩むことができると確信してお-ます｡
(尚'5月連休の第60回記念行事は中止となり

ました｡各位におわびします)

《編集後記》
☆輝-季節の到来ですね!☆特集で登場の先生方の優しさ

と熱い心に脱帽です｡
☆当協会も1 5周年を迎えます｡

みな様のご理解とご協力で益々の発展を期待します｡
☆訪問インタビューは夢探しで

す｡皆様も体験を!

☆新部員を迎えました｡もっと

多-の人へパッションをお届けしたい!とはりきっています｡

☆ご提言などお寄せください｡

(延)

パッション第三十九号●発　行●発行人●編　集●発行所

平成2 1年7月1 5日木村道山文化協会広報部会石松　延･石井　亨伊藤己代次･山口香魚中西まさ子･本郷信禰清水暁美･下小薗重人内田量子･加藤　武九鬼多賀子四日市市文化協会

〒五一〇-〇〇五七四日市市昌栄町二一⊥OTEL･FAX〇五九(三五一)三七二九

お詫びと訂正-表紙･ 2008-2009 ･言葉はちがっても文化-気持は同じ

再生紙使用
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増改築まで｣
総合インテリア

監雷露悪監東3THB_8増2
TEL　(059)-346-7933(代)

FAX　(059)-346-7913

E-mail: K-Kataoka@mx.baycity.ne.jp
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