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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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歴史ゼミナール四日市は､

設立二十周年記念シンポジウムを開催しました｡

総合司会を久安典之さん(四
日市地域まちかど博物館推進委員会代表)　にお願いして進行しました｡

中川先生の基調講演では四
日市市の自治文化政策が先生を会長とする四日市市文化振

興審議会で議論され'市民代表の意見なども取-入れながら'着実に進められている様子を伺って'市民として頼もし-感ました｡また市民一人
一人が文化を大切に能動的に

活動する市民であることの必要性を痛感しました｡

平田オリザさんはさまざま

な事例を交えて'地方都市において､市民みずからオリジナルな何かを生み出し､それを自分たちの地域や周辺の自治体と連携して全国へ発信してい-｢ソフトの地産地消｣という考え方の必要性を説かれました｡私たちはもっともっと地域資源の活用を意識していかなければならないことを知りました｡

途中に私が発足の当初から
関ってきました諏訪太鼓を余興として共同地区の子どもによる実演をお愉しみいただきました｡

最後に､上原先生や野村さ

んにも加わって戴き､活発な意見交換をして戴きました｡
上原先生には'滋賀県で数

多-行ってこられた文化施設の整備と運用､とくに最後に造られた琵琶湖ホールを中心にお話しを伺いました｡

野村さんには地元でミュー

ジカルを創-続ける取り組みとエピソードについて話していただき'パネリストのみなさんから活発な意見が出されました｡四日市の将来にむけて勇気を戴-内容のシンポジウムになったと自負しています｡

そして､最後に会場のご婦

人が､突然､立ち上がられ｢四日市のみなさん'野村さんを

私に貸していただいてありがとうございます｣と発言されるというサプライズもありました｡このご婦人は宝塚の篤志家で'野村さんに依頼してミュージカル創作をされたという方でした｡

今回のシンポジウムが､微

力ながら四日市の文化の発展に生かされることを願っています｡なお､詳細はCD化しました｡
間合先‥東海出版内歴史ゼミナール四日市事務局℡〇五九-三四五-三四一〇



1特集1　｢わがまちの熟き画家たち｣
美術展の会場には､今日も人々を引きつける美の世界が溢れています｡その作品たちは､作者の思いを観る人に語りかけています｡ほんのちょっぴりでもいいそれを知ることが出来れば-と｡画家として国内外でご活躍されている'わが街出身の方々幾人かに登場していただきました｡いまの時代'カラーでお見せできないのが残念ですが､原画に遣いにお出かけ頂くことを願っています｡

敷とその前に広がるうっすらとした白や紫の花園'そのもやのかかる中に仔んでいると少しつつもやが晴れ'霞んでいた花園が鮮明な紫や白､ピンクなど色

私が絵を描くようになってか

ら久しいのですが､その対象は

た｡また'杉の山を借景にしてその山に抱かれるような庄屋屋

人物画(主として舞妓)や静物画'そして最も心ひかれるモチーフは風景画です｡光や風のあるいわゆる自然と人間との融合(一体感)の風景にはしみじみと美しさを感じます｡例えば悠久の時を刻んできたであろう山間の芽ぶきの里の夕暮れは山の片斜面だけが　傾-陽の光に照らし出されて黄金色のグラデーションになり'その神神しい様子は思わず息をのむ程の美しさでし

心ひかれる風景
田村　映子

アメリカ独立戦争後の自然を生かした
｢ブランデーワイン公園｣

～プロフィール～

1956年　一水会展初入選　以後5回連

続入選
1983年　大潮会展　特選受賞　乗美会

展　三重県知事賞受賞
2004年　カンヌ国際芸術祭にてコートダ

ジュール国際芸術賞受賞　アヴィニョン吉

塾祭にてアヴィニョン大礼賛賞受賞
2005年～2007年　この間海外展に出

品｡受賞多数あり｡
2008年　オークランド国際芸術祭(ニュー

ジーランド/オークランド)にてオークラン
ド市より､オークランド日本芸術友好メダル
を受ける｡優秀作としてラングロア像を受け
る｡1 1月中部近鉄四日市店にて第3回個展

開催

と-どりの見事な花菖蒲園が現れ'感動しました｡このような場面に遭遇しますと､思わずその感動を絵にせずにはおれません｡ほかにも滋賀県の在原の茅ぶきの里や､京都､鎌倉などの古寺の雨上-の紫陽花のある風景の何と美しいこと､身近な風

景であっても光や季節によって､はっとするような光景に出逢うことも時にはあ-ますがそんな時は感動のさめない間に小さなスケッチブックに描いたりしてしまいます｡

心ひかれる風景は､国内だけ

でなく海外でも出逢えることが多々あります｡例えばフランスでは､ロアール地方の多数の古城､ノルマンディー地方の海の中の島に建つモン･サン･ミッシェル修道院'長年の風雪に耐えながら今も尚凄と'しかも神秘的な美しきをたたえて雄然とそこに在る姿に心ゆさぶられたものです｡
このように人々の息づかいや

祈-が今も尚残るような風景に出逢った時'なぜか私はたとえ初めて訪れた所であっても懐かしさを感じ不思議な気持ちになるのです｡心の原風景とでも言うのでしょうか｡これからも'心の琴線に触れる風景に出逢えましたらその感動を私な-に措いていきたいと思っています｡



特集～わがまちの熱き画家たち～

ジュ｢ルからの贈り物
ハンジ　サ　ェ　コ

判治佐江子
～プロフィール～ 

三重県四日市市生れo初期には銅版画による"植物記"シリーズを 
発表01999-2000文化庁芸術家在外研修員としてロンドン力 
ンパウエル美術大学MAに在籍o最後の展覧会でMajo｢p｢izeを斐 

賞oその後､個展にて"Reflections","Environment".''Dancingat 

Yokkaichi","PolliniProjects","Ventilation"を発表 

目前'受賞の知らせが届きました｡

そして翌年､第40回ジュール
国際アーチストシンポジュームに招待されました｡ク期間は3週間｡美術館は滞在費'制作費を用意｡現地制作の後､展覧会をすること｡作品を美術館に寄贈すること｡″とありました｡

ら70代まで｡表現方法も様々です｡私は個展の直後で二日目から参加しました｡用意したもの

きました｡すぼらしい経験でした｡最後の展覧会には市長さんを始め多-の市民が参加して

ブタペストとウィーンの丁

度まん中あたりにあるジュール市は'人口1 3万人位の歴史を感じさせる町です｡ハンガリーのジュール市立美術館の取-組みをご紹介します｡
2007年第9回ジュール国

際ビエンナーレに推薦されたことから始まります｡展覧会のテーマは"Photograph&Contemporary

GraphicArto;

信じられないことに会期の二

第9回ジュール国際ビエンナーレ出品作
Po川ni Projects #1 81

は､カメラとパソコンとメモリーステ　ッ　ク｡着いた翌日から'工房の専門家との打ち合わせ'材料探しや街の調査を始めま

第40回ジュール国際アーティストシンポジウム
美術館マネージャーアレックスと

のオープニングセレモニーが行われました｡

今年の第1 0回

ジュール国際ビエンナーレは過去の受賞者を中心に
.tspace "というテー

マで行われ'佳作をいただきました｡世界的な経済危機で'

作家は8カ国目名｡カナダ､

エジプト'フィンランド'スロバキア'スイス'エストニア'日本'ハンガリー｡年齢も2 0代か

す｡参加作家によるレクチャー､二度のバスによる小旅行'展覧会'コンサート等々｡様々なプランが用意してありました｡要望に応じたサポートもしっかりしてくれました｡

現場ではハンガリー語'英

語'ドイツ語'フランス語等いろんな言葉が飛び交い､慣れない場所でとまどいながらも'どうしたら自分の仕事が出来るのかを考えなけでばな-ません｡皆'緊張感でいっぱいでしたが'やがて笑顔に変わってい

ハンガリーも大きな打撃を受けましたが､見事に開催した彼等の手腕に拍手を送りたいと思います｡

興味深いことに'館長さんも

学芸員も女性｡男性は肉体労働を引き受けています｡彼等は長年に渡って培ってきた人脈を彼等の視点でつなぎ'美術館を運営していました｡こうやって積み重ねてきた文化の底力を感じ､文化支援のあ-方に心を動かされています｡



特集～わがまちの熟き画家たち～

四日市出身のイラストレーター

大橋　歩さん

伊藤　宏

【筆者プロフィール】
独立美術協会準会員｡中山賞､新人賞受賞｡楳画廊､銀座スルガ台画廊､ギャラリ-名芳洞にて個展｡

県立美術館で､大橋歩展が開催されてい

る｡多摩美大卒業後すぐ創刊されたばかりの　『週間平凡パンチ』　の表紙画を担当した人だ｡

そのイラストレーターが高校時代の同級

生で'コロちゃんと愛称された大橋久美子さんと知ったのは何年か後である｡

単行本も多-出版され'市立図書館には絵本も含め60冊以上が
所蔵されている｡『トマトジュース』に書かれた子育て中の若い頃､

｢年を重ねるごとに｣｢おばさんと呼ばせない｣や'ひじきや切り
干し大根の料理のこと､60代の　『日々が大切』等々｡年齢とともに自分の目で捉えたことを鋭い感受性と少しシャイな気持ちで綴ったおしゃれ心の文章が､多-の人の共感を得たようだ｡

社会に向けられた目'戦争や戦後の生活のこと､祖母や母のこ

と等'同じ年に生まれた私には共感することが多い｡特に'戦後の生活のひずみについては､親が懸命に生きていたことは比較できなくても子どもには子どもなりのつらさがあったはずだ｡そのような背景もあるので'いろいろな文章や絵に気配-があ-'温みが感じられるのだ｡

当時の四高は'堅実な伝統校といわれていた｡それでも二年生

からは文化祭でフォークダンスや'当時珍しかった校内合唱コンクールも始まっていた｡私たち文系クラスの三組は混声合唱にとり-み黒人霊歌｢深い川｣にとり-んだ｡楽譜探しから自分達で音楽を創りだす喜びが私たちを夢中にさせた｡
ところで一緒にDeepRiくer～と合唱した大橋さんだが'美術

関係のことに取り組んでいたという記憶はまるでない｡親しかった友人に聞いてみると'スタイル画などをよく措いていたとはいう｡卒業写真の前列で足を斜めにした姿が写っているが制服姿も限られた範囲でお酒落して他の生徒とは一味ちがったという｡これは洋裁学校が身近にあったため自然に身についたものらしい｡
｢好きな絵を一生措き続けたい｣と語っていた大橋さんだが地方

からの進学は難し-東京の美術研究所を見つけて懸命に勉強していたようだ｡卒業後'表紙画を描き続けたあとエッセイも書いていると知ったのは新聞コラムによ-掲載されるようになってからだ｡

好奇心いっぱいの

大橋さんが62才から始めた　『アルネ』　という雑誌である｡興味あることだけ､会いたい人だけのインタビューという自分が企画編集するこだわりをもった季刊雑誌だが､今も読者が増えているという｡

それだけ支持する人がいるからだと思う｡

私たち高校の同級生14人が64才を過ぎてから｢たつみ会｣とい
うグループ展をつ--'四日市､東京で三回開催してきた｡みんなそれ相応の年齢になってきたが'大橋さんの前向きに取り組む姿を励みに'より創造的な活動をしていきたいと思っている｡



特集～わがまちの熟き画家たち～
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塔の語るもの

-断章小川　信治
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～プロフィール～

我々を取り巻く世界を様々な形で解釈す
る作品を制作する現代美術家｡主な個
展に2002年豊田市美術館､2006年国
立国際美術館､2008年Bunkier Sztuki

(ポーランド)がある.ここで語られている
作品は1 994年から着手しているPerfect

Worldシリーズの最新作｡ポーランドの
BunkierSztuki美術館での個展で初公開

された｡クラクフの広場にある旧市庁舎
塔を本来は一つの塔を二本にし､まるで
本当にそこにあるかのように鉛筆画で表
現したもの｡他の主要な作品に
WithoutYou､ Behind You､干渉世界､モ

アレの風景などのシリーズがある｡

がれる空気とともに｡

やがてクラクフの美術館の

キュレーターや技術者たちとの展示作業が終了し､展覧会のレセプション当日を迎えた｡クラクフを覆っていた重苦しい霧雨は消え去り､見事な黄金の秋が訪れた｡

』一一一一_

街にはたいてい思うよりも

た-さんの可能性がある｡

美術館からの迎えの車で市

の中心に向かいながら'私はそんなことを思ったりしながら､外の降-しきる雨の中を過ぎていく風景をぼんやりと眺めていた｡

訪れた街はポーランド､静か

な気高さと華やかな文化の香-を持つ古都クラクフ｡

霧雨に濡れる石畳｡そして広
場にぽつんとかすんで立つ一本の塔｡

塔に向かって立ってみる｡は

るか昔からの無数の出来事を経験しながら'ただ一つのことを私に伝えようとしているかのようだ｡言葉にできない､何かの感覚を｡-しかし霧雨が私たちを隔てていた｡

私はこの塔を描いた｡展覧会

の出品作品の一つとして｡刻まれた傷｡レンガの一つ一つ｡そこに込められた時間｡周囲をな

開場を待ちわびたたくさん

の人々と私の作品たちは互いに出会いを楽しんでいた｡

翌日私は広場に行き'雲ひと

つ無い青空の下でその塔に触れてみた｡冷たい乾いた感触｡

大地から切り出され

た素材｡この石に触れた人々の記憶｡私はいつま

クラクフの中央市場広場に立つ
旧市庁舎塔

でもそれを感じていたかった｡

｢クラクフ｣ 2008年　紙に鉛筆　個人蔵

⑥shinji ogawa

美術館での展覧会の様子



特集～わがまちの熟き画家たち～

私が美術の教師にな-'子ど

もの絵とかかわる様になり早五十余年｡自分が物心ついて描きはじめて七十年余り､今その年月の長さと重みに驚いてお-ます｡私は幼いころは無口で､いつも何かを紙に描いてい

～プロフィール～

三重大学卒業以来46年教

職(講師含む)｡′06四日市

文化功労賞受賞｡
三重県展にて知事賞等受
賞｡四日市市美展にて市長
業等受賞｡文部省県展選
抜展出品｡国画会数年出
品｡07年4月個展開催(≡

重画廊於)

たと親から聞かされて居り'自分の記憶では日々の生活の絵が多かった様に思います｡例えば弟妹の子守姿
(その頃の常識的姿)0

学校の行き帰りに会う

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

子どもの絵と共に五十余年

山口　香魚

兵舎の前の兵隊さん.･l･･!･･…･･!･･!･･!･･…･･>･!･･…･･i･･…･･!･･…･･!･･…･･!･,…･･Y,…･.…,,…..i,,…..?,….+.….ふ..…..i,A,ふ,A,ふ,,…ふ,,i,

(当時'私達家族は終戦前後満
州ハルビンに住んでいました｡兵隊さん達は日本の家族の姿と重ねてか'とても可愛がって-れました)また､近くにあった飛行場の飛行機､北浦の厳しい冬の生活の中でのスケート遊びなどなど｡

戦中の教育現場では教科書
のお手本どうりに描くのを｢良し｣とした中で'先生方は｢生活画｣｢写生｣などを'楽しく措く事をすすめて下さった事が印象に残っています｡幸せな学校生活でしたが'終戦と同時に私

たちは難民とな-'親の知人の家に間借りをした生活が始ま-ました｡食糧が全くといってよい程少な-､北満の厳しい冬を味わい乍らの生活の中で'手にした六色の　｢王様クレヨン｣･･･なんと美しい色で私の心を捉えた事か!　その頃の現実は毎日窓の外を通る収容所で亡くなった多-の日本人の遺体を運ぶ荷車でした｡
｢こわ-て｣心のやりどころが

ない状態を救ってくれたのが六色のクレヨンでした｡

｢やぶった!｣

昭和二十一年夏に引揚げ'神

戸'新潟､三重と移-住み現在に至って居ります｡その間'中'高'大'と美術クラブ'そして美術科を専攻し教師となりました｡各学校で指導を受けた美術教師のすぼらしかった事｡決して｢上手｣とか｢うまいね｣とは云われずその絵の良いところを｢面白いね｣とか｢ここがきれいだね｣　｢人の措かないところをモチーフにしたところがいい､その調子｣などの励ましの言葉を今も懐かしく思い出します｡

私は'今､同じような言葉や

姿勢で子どもと楽しく､常に子どもの発達､環境を考え乍ら指導というか共に学んでいます｡大学時代の絵画の先生の　｢パレットを三日乾かすな-｣の教え､私の先生業一年生の頃の
｢自分が描-事に専念すればお

のずと見えて来る｣等'今も大切に考えています｡学校の美術教師'講師時代も含めて'子ども教室も同じ-五十余年を経て'有難-｢学べた｣と感謝しています｡
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マリンバに魅せられて
マリンバトリオ･ジユテ-ム

藤井　聖子

名古屋音楽大学器学科打楽器専攻マリンバ
専修卒業､2000年に同窓生であり､中日マ
リンバ･ミュージックセンターの講師として活

躍する3人で結成｡これまでに､全国選抜マリ
ンバ大会､なばなの里での44日間連続演奏｡

2003年から現在に至るまで毎年､名古屋都

市整備公社の｢季節ごとコンサート｣に出演｡
2005年から現在に至るまで毎年四日市ま
ちづくり振興財団主催の｢学び舎音楽会｣で市

内の小学校に出向き演奏｡その他､数々のイ
ベントで活躍｡日本木琴協会会員｡

私たち3人は名古屋音楽大
学の同窓生で'在学中からマリンバ音楽の楽しさを共有Lt活動を続けておりました｡1991年からは'マリンバの普及と地域に根ざした音楽文化の向上を願って活動している　｢中日マリンバ･ミュージックセンター(代表　田鳥玲子)｣　の中で'クマリンバトリオ･ジユテ-ム″を結成｡これまでに'スクールコンサートを70ヶ所以上'四日市市文化振興基金活用事業としてのコンサート1 0ヶ所以上等'さまざまな場所で演奏してきました｡

自分たちの演奏を多-の
方々に聴いていただき､演奏することの喜びの中から'仲間の大切さ'幸せ感を味わい'マリンバと出会って　〝良かった″と心底思っています｡異なる個性の融合と人への感謝の気持ちから奏でる音楽'それが〝ジユテ-ム〟　の音色です｡

これからも3人が一丸と
なって良い演奏家をめざしていきたいと思いますので'応援よろしくお願いします｡



賛助会員リレⅠエッセイ

が見直されています｡本園では以前から'日本舞踊や作法
(主に茶道)､剣道を保育に採

り入れ､伝統文化を大切にする心や礼節を重んじる態度を

園児たちが乾布摩擦を行う

｢一'二'三｣の元気な声や季
節感溢れる懐かしい童謡の可愛い歌声が運動場から聞こえてきます｡本園では毎朝'全園児が上半身裸､裸足で一緒に朝の集いを行います｡全員で行うことで年長児は年少児に労-や思いやりの心が育ち､年少児は年長児に憧れや尊敬の心が芽生え'お互いが成長し､連帯感も深まります｡

創立当初よ-｢裸足'裸｣

教育を基礎とした｢蓮しい体の育成｣と専門の先生の指導による絵画'音楽リズムを中心とした情操教育を通して｢豊かな感性'豊かな心の醸成｣

i.･.47'''*.･.47'''l i.･.47､'*.･.47'･.i i.･.47'･.i i.･.47'･.i i.･.47'･､ i.･.47'･'q i...47'･､ i...47'･.*...47'･.守

ーil身の賃貰報って

学校法人富田文化学園理事長

富田文化幼稚園長羽津文化幼稚園長

中村　和生

i.･.47'''l i.･.47'-'*.･.47'''*.･.47'･.i i.･.47'･'q i.･.47'･.*.･.47'･.*.･.47'･.*...47'･'*...47'･'l i...47'･'1

育んでおります｡また､本物との出会いを大切にして感動する心を育て'感性を磨-ことに努めております｡

本園は､自然環境

に恵まれており'四季折々の自然の移ろいを感じる心を大切にしております｡ノーベル化学賞受賞の白川英樹先生は
｢自然は未知に溢れ

に力を注ぎ'心身共に健やかな子どもの成長を目指しております｡今､日本の伝統文化教育の重要性や武道の必要性

た宝の山｣と言ってみえます｡身近な草花､野菜の栽培や虫､小鳥の飼育や観察を通して自然に親しみ'思いやりの心や

科学の芽を育んでいきたいと思います｡
｢三つ子の魂百まで｣と言

いますが'感受性豊かな幼児期に自然との触れ合いや様々な文化活動を体験することは大切で'豊かな人間性を備えた素晴らしい人材の育成に繋がると考えております｡子どもたちの新しいことに対する興味､関心は非常に強く'その吸収力の凄さに驚かされます｡大きな可能性を秘めた幼児期の教育に携わることに大きな喜びを感じると共にその責任の重さを痛感し'日々新たな気持ちで努力を重ねております｡将来､広-国内外で活躍できる人材の基礎づくりに今後も微力ながら全力を注いで参-ます｡
(アイウエオ順にて執筆をお願いしています)
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シリーズ　舞上の摩懲　⑪
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束　鬼敬　日本慧協蒜

昭和21年(1946)6月29日､現中浜田町東漸寺出身の童話作家･宮沢賢治研究家の東光敬

32歳は､前年6月の四日市空襲で焼残った橋本病院でひっそりと亡くなった｡

昭和21年1月4日､焦土を見渡せる国鉄四日市駅に､木曾山中から乗った後の童話作家宮

口しづえが降立ち､焼残った東漸寺を訪れた｡何らもてなしの出来ない光敬は､蜜柑を懐

に二人連れ立って阿瀬知川沿いに､童話の話をしながら往復の散策をした｡おそらくこれ

が光敬にとっては最後の外出であった｡

3カ月後の4月には橋本病

摘出し､没する日までの3ケ

余儀なくされた｡

しかしこの間､光敬は後

していたのである｡まず､5

刊号に｢流嫡者｣を発表｡

さらには､5月10日から6

続的に15編の童話を口述､

の妹八重であった｡病床の

けもの｣をしたと言って､仰

光敬没後の昭和24年4月､

院に入院､腎臓の片方を

月間そのまま入院生活を

世のために大きな仕事を

月末発行の『農民芸術』創

月7日までに病床から断

これを筆記したのが最愛

光敬は八重に｢思わぬ儲

臥の人となった｡

戦時中に脱稿していた､

在野の賢治研究家としてわが国最初の評伝『宮沢賢治の生涯と作品』 (百華苑)を畏友が出

版｡しかしこの後､戦後の復興期､高度経済成長期を経てきた人々は東光敬の存在を忘却

したままであった｡

光敬没後40年目の昭和61年9月､盟友上原弘毅の尽力によって東光敬童話集『おもちゃ

の　とけい』(探求社)が公刊された｡実に40年もの間､他家に嫁いだ八重が兄光敬の遺品

として後生大事に保存していた口述筆記原稿が､遂に陽の目を見たのである｡

さらにその後､光敬没後45年日の平成3年8月に『宮沢賢治の生涯と作品』が復刊され､10

年6月には『(銀河鉄道の夜)をつくった宮沢賢治～宮沢賢治の生涯と作品』 (ゆまに書房)

が公刊され､四日市の生んだ童話作家･宮沢賢治研究家､東光敬の名がようやく世に知ら

れるようになった｡

俗に｢仏典童話｣と称される光敬童話のもう一方の特色は､郷土四日市の風光に材を採

った初期の童話であり､昭和10年に発表した人権意識の深い｢白い鳩｣であり､12年発表の

初期四日市工毒(公害のこと)を告発した｢ひばり｣であった｡
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《市民公募》｢魅惑の

弁
台4tO

単身

みつ菓会　中根佳代野

林　洋子

この度私共｢みつ葉会｣は'
市民公募｢魅惑の40分｣に出演させて頂きました｡当日はギター演奏'フラダンス等色んなジャンルの発表もあると知り'お仲間に入れて頂くのを楽しみにしておりました｡私共は四日市周辺在住の主婦が集う舞踊教室です｡今回は

時間が40分という事で'歌謡舞踊で参加致しました｡何しろ初めての事で準備が間に合わず､練習不足のまま舞台に立つ事とな-お客様に満足頂ける踊りが出来たかどうか心配です次回は早-から準備してお客様に楽しんで頂ける舞台作-をしたいと思います｡フラダンス､ポリネシアンダンスなどいろんな踊-が上演されましたが'四日市以外の団体に所属されてお一人でなかなか発表の機会がない方も､サークルの方も遠慮なく参加して頂いて輪を広げていけたら､交流も深ま-､お互いの芸の刺激になると思います｡
ご協力頂いたスタッフの

方々'本当にありがとうございました｡



何かが蒐見できる出合いの全問です

はっと工房さ-らの樹

斉藤　智子

私たちは知的障害のある人

たちの働-場所を作ろうと活動しています｡今回はパン各

種とアップルパイ､パウンドケーキ､ラスク'クッキーなどを販売しました｡障害を持

つメンバー自らが計量したり､生地を丸めたり'成形するので､一度にたくさんの数をこなすことができません｡そのため今回二日とも昼頃には主だったものはほとんど売れてしまう状況でした｡また販売もメンバーが担当するときは計算や袋詰めに手間取ることも多かったのですが'お客さんはみなさん優し-対応していただきま

した｡

販売の合間にはいろいろな

体験をさせていただきました｡読み聞かせコーナーでは紙芝居や大型本にとても楽しそうな表情でした｡プリザーブドフラワーでは本当においしそうなケーキを作りました｡付添いだけのつもりだったスタッフもあまりのかわいさに自分の分を追加で作ってしまいました｡呈茶席では正座が難し-ちょっとお行儀が悪かったのですが､緊張しながらもお茶やお菓子をおいしくいただきました｡

メンバーにとって貴重な体

験の二日間となりました｡

′　　　g_一越



四日市市民文化祭､lLJけなわ日日E]日市の第九コンサート､今年で連続6回目
公募による250人の市民合唱団｢フロイデ｣が第l部では'中･高生と一緒に'第2部では｢第九｣を高らかに歌い上げます｡入会日

場

時　1 2月1 3日(日)　1 3時30分開演(開場1 3時)場　四日市市文化会館第1ホール料　指定席2500円(当日3000円)

一般自由席2000円(当日2300円)
小～高校生自由席1000円(当日1200円)四日市市文化会館にて発売中℡059-354-4501

お問い合わせ　090-7677-4011　(西村)

第1部　子どもの奏でるクラシック第2部　新作ミュージカル　｢オズの魔法使い｣

入場料　A席1000円　B席500円〔全指定席〕

当日は1000円(全指定)

お問い合わせ　事務局090-9900-1743　(川原)

新人発信イン四日市の出演者を募集します

演奏する曲目は｢ショパンのピアノ協奏曲第1番｣

弦楽四重奏のピアニスト希望者多数の場合はオーディション-〆切12月20日練習は1月から(日時は出演者と相談して決定)

日　　時　3月28日　(日)　開演時間未定会　　場　四日市市文化会館第2ホールお問い合わせ　℡059-354-0731　(西村)

指　　揮管弦楽ソリスト合唱指導賛助出演

今村　能さんセントラル愛知交響楽団ソプラノ　馬場浩子さんテノール山田正丈さん碓井士郎さん合唱団｢うたおに｣

アルト　相可佐代子さん

バリトン　伊藤貴之さん

キッズドリームコンサート

｢第2 0回年にいちどのコンサート｣

～一般公募の子どもたちも出演～

日　　時　1月24日　(日)　1 4時開演会　　場　四日市市文化会館第1ホール
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パッションひるは

｢

伊藤政美選

宮の易亡光ませム仔岡勾金
(特選)

束ねてもなほ風になる秋桜

中瀬　朝子

コスモスの特徴がよ-出ている｡｢風になる｣という捉え方が秀逸｡

杭のこる舟着場跡草紅葉　　　　　　　　　門野　悦子

杭だけという目のつけどころがよい｡船着場でなく舟着場である｡だから｢草紅葉｣が効いている｡

星珠沙華ひとりで行けぬ切り通し　　　　　村田佐和子

｢ひとりで行けぬ｣が面白い｡切り通しは'そういう場所だったのである｡｢鼻珠沙華｣が印象的｡

夜の秋ひとり遊びのごと-編む　　　　　　松嶋　弘子

淡々と言っているが'｢ひとり遊び｣　がどこか哀しい｡女性特有の押さえた感情が沌みてくる｡

草原の真申に遺跡秋の風　　　　　　　　　寺本　千弥

｢真申｣と　｢秋風｣　の関係がよい｡｢くさはら｣なら日本のどこか｡｢そうげん｣なら中央アジアのどこかを思う｡

(入選･佳作)

長さ影踏まずに帰る秋夕焼
一斉に村を燥して田を仕舞う地に届-自萩が見え風が見え門柱に蓑虫揺れて留守の家鰯雲広がりすぎて殴れけりひとりでも淋しくない大花野此処からは故里の風稲穂揺る軒の護符つかみて枯るるいぼむしり線路際まで続いてをりぬコスモス田住みつきし蛤蜂の声仕舞風呂河口まで歩いてみたし鰯雲涼しさは淋しさなりし昼ちろろ騎馬戦の崩れて負けて鵜曝す真っ白な風吹きわたる蕎麦の花揺れやすき高さに咲いて秋桜墓洗ふうしろを会釈して通るこぼれ萩根元に寄せてありにけり草木の穏やかな-し秋の雨婆逝きし家の周-に赤まんま本丸跡二の丸跡も草紅葉手斧跡の柱をなでて秋惜しむ片足で立つ神鶏や秋深む

岩田みさ子伊藤ゆう子佐藤　千恵武藤みな子加藤　酒量大堀　祐吉服部　幸子阿部　千鶴高尾田鶴子近藤　浩子石川きのえ吉永　絹子岡本　千尋生川　吉子山岡ひろし内山　森人奥田　久子坂中　徳子垣本　靖子
伊与田富久代

松久　素子岩佐　四郎
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垣根のない音楽のコラボレーション
～地域に根ざしたコンサート～

MusicCombo　西尾　美幸
●●●　　●●●　　　●●■　　●●■　　　●●●　　　●●●　　　●●●　　●●■　　　●■●　　　●●■　　　●●●　　　●●●　　　●●●　　　●●●　　　●●●　　　●■●　　■●●　　　●■●　　●●■　　　●●●　　　●●●　　　●◆●　　■●●

■●●　　　　　　　●●●　　●●●　　●●●　　　　　　　●●●　　●●◆　　●●■　　●●●　　●●●　　　　　　　●●●　　　　　　　●●●　　　　　　　●●●　　　　　　　●●●　　　　　　　●●■　　●●●　　●●●　　●●●

Music Comboは当初､バンドマンとカラオケ愛好家が協

力して小さな音楽会を行ったのがきっかけで､翌年､老若男女､

降がい者の方々と合同で垣根のない手作りのコンサートを催しま

した｡そして､その年から普段の音楽活動として地域の催し
への参加協力や福祉施設への訪問コンサ1､など行うようになり

ました｡その活動は手作りコンサートの経験を活かし､常に観

客の方々に喜んでいただけるようニーズに応じた音楽を提供し

ています｡地域の催しなどでは華やかなヒット曲のバンド演奏を

行い､福祉施設では年齢や場所を考慮して､昔懐かしい曲や

～プロフィール～

メンバーは10代～60代の15名が在

籍｡レパートリーはジャンルを問わず
200　曲以上｡これまでの活動経歴は､

平成17年より年に一度､主催コンサー

トを開催｡在宅介護サービス｢うねめの

里｣訪問コンサート｡大四日市まつりに

参加出演｡特別養護老人ホーム｢南部
陽光苑｣訪問コンサート｡ (財)四日市市

まちづくり振興事業団｢第14回まちかと
コンサート｣に出演｡すわ公園交流館に

てライブ出演｡ほか多数｡

リクエスト曲に応じて､バンド演奏､また弾語り演奏であったりします｡それゆえ観客の方々は

身近で一緒に楽しめるコンサートとして共感を得

られています｡

今年はこのようなMusic Comboの活動にご

理解いただいた地域の方々と協力してMusic

Combo主催の｢垣根のない音楽コラボレーショ

ン～地域に根ざしたコンサート～｣を楠福祉会館

で開催しました｡

市民参加型のコンサートとして､小学生による

創作太鼓､親子共演の二胡､華やかな衣装の

踊り､地元四日市出身のプロ歌手の歌と司会､
MusicComboの演奏がありました｡また､本コンサートの特色として､それぞれの出演者の方々

とMusicComboとのコラボレーションも行うことにより出演者同士のコミュニケーションが取れ､ス

テージだけでなく､コンサートの運営にも協働して励むことができました｡その結果､ 200人近く

の動員数と3時間強にも及ぶコンサートでありながら､盛況のうちにフィナーレを迎えることができ

ました｡こうして音楽を通して､大きく

人の輪が出来ていくことに喜びを感じ

ます｡

音楽には過去から未来-つなげる　胃

心があり､時代も世代もジャンルも超　し`

えて､みんなと一体になれる力があり

ます｡私たちの活動も6年目に入り､　　　棚,,辛:･･ - -¶

これからもこの心と力を携えて､人と

人とのふれあいや感動を与え地域社

会に根づいたMusicComboであり続

けたいと思います｡

→

すわ公園交流館
｢なつかしのグループサウンズ｣

~ここ=｣､ E

至

大四日市まつり三滝通り
｢お祭りを楽しめる
ーヒット曲｣



秋風にのせてハーモニー美しく羽津中学校｢山のコンサート｣
秋も深まる頃'例年のように

全校生徒による学校近-の垂坂

公園で｢山のコンサート｣が開かれました｡

芝生に囲まれた公
園には'地元の羽津小学校や'羽津北小学校の児童､羽津幼稚園､羽津保育園の園児'地域の人達三〇〇人を越える観衆が美しいハーモニーに耳を傾けていました｡

この｢山のコン

サート｣は'今年で十二回目を迎える羽津中学校の伝統行事として学校はもとよ-地域の中にも定着しており'地域の文

化活動として根付いています｡
コンサートの企画運営は､全

て生徒の実行委員会ですすめられています｡すり鉢状の芝生広場の谷の部分が舞台となり､電子ピアノを中央に全校生徒が｢コの字｣に並んで演奏します｡聴衆は'土手の部分から見下す形で演奏を聴きます｡
プログラムは､オープニング

合唱｢ビリーフ｣に始ま-｢未来へのステップ｣｢時の旅人｣｢明日に輝-｣と続きます｡若々しい歌声は心おどるような響きで大空へ昇っていきました｡

今年は｢学びの一体化｣の取
り組みとして'両小学校の児童や観客も加わり'｢夢の世界｣を全員で合唱し､垂坂公園に羽津の歌声が広がっていきました｡取材に訪れた私も､知らず知らずのうちに歌を口づさんでいました｡

加藤和則校長は'このような
活動は'生徒たちの思いを地域の文化づく-へ発信する良い機

会となっていること､また生徒たちは'コンサートをすることにより自信をもち大きな成就感をもつようになったと喜んでみえました｡私も､身も心も洗われるような楽しい時間を過ごさせて頂き'とても幸せでした｡

今後も｢山のコンサート｣が

羽津の文化を育て益々発展していくことを願って山をお-ました｡(レポーター　九鬼多賀子)
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VoI'ce of the LI'ght
『アットホーム･英会話教室から生まれたゴスペルミュージック』

指導者　ウィリアムズ　ゆりさん

四日市市西日野町にお住まいのウィリアムズゆりさんは､ご主

人のアンドリューさんと､室山町でアットホーム･英会話教室に3

名の外国人教師と共に､幼児からシニアまで巾広く教えてみえ

ます｡ 6年前から会話とは違ったアプローチで英語を楽しんで学

ぶ事を考え､ゴスペルミュージックを取り入れられたそうです｡ご

主人のアンドリューさんはオーストラリアのメルボルンから20歳の

時に日本に留学され､ゆりさんとの間に2人のお嬢さんがいます

が今年四郷小学校のPTA会長を引き受けられ､忙しい中で､

ゆりさんのゴスペルミュージックを援助され､現在50名ほどの会員に昼は第2､第4の水曜日1 :

00-2 : 00まで主婦の部､夜は第1､第3の日曜日7 : 00-8 : 00まで学生と働いている人

達の二部制で練習をしているのだそうです｡口の開け方､発音の仕方､発声法､とむずかし

い会話を苦手

も体を動かし

に合わせて学

さに魅力を感

す｡

ゴスペルは､

霊歌から誕生

が､現在では

あるものが､

としている人

ながらリズム

ぶ英語の楽し

じているようで

もともと黒人

したものです

教会音楽で

不思議な事

に宗教を超えて日本の至るところで歌われているということです｡単なる美しい音楽の表現以上

のものが､歌っている人も､聞いている人にも心に何かを感じて､生きる力や心の平安を与え

られる時代なのではないでしょうか･ ･ ･ ｡

これからも､さらなるグレードアップを目標として歌を唄うだけでなく､手話もとりいれ､仲間同

士で心のふれあいの場所として､楽しく､より多くの人々に感動を与えていけるように取り組んで

いく事を望まれています｡今は小さな光ですが､光って､光って輝いていけたら素晴らしいで

すね｡興味がある方は一度声を合わせて歌う楽しさを体験されてみたらいかがでしょうか｡英

語がにがてでも､発音は教えてくださいますよ!　　　　　　(レポート　中西　まき子)



平成元年　高花平に｢たい

しょう会｣が誕生した｡その当時'定年退職された大正生まれの人達が第二の人生を有意義に過ごしたいという願い

から数名の発起人によってこの会が結成された｡

会の目的は｢会員相互の親
睦を図る｣｡やがて昭和生まれも仲間入り'現在の会員数は七十五名である｡

毎月役員と班長で月例会を
開き'会報も発行している｡連絡事項の外に会員の投稿するエッセイ等も掲載している｡

唖然としていた｡

会設立十五周年の記念行事
では､文化協会の木村道山理事長に尺八の演奏をお願いした｡

師範級の先生が十三人｡間
近で聞く尺八の音に皆､酔いしれた｡これもはじめての経験である｡

又ある時は義結会の松永義

心酔いしれた懇親会

本郷　信癖

仙さんにお願いをした｡間近に津軽三味線の音を聞きそれに合わせて清水愛さんの美声の民

八月は暑いので行事はお休
み･･-｢こんな時こそ冷房の効いた中央集会所に集まって懇親会を!｣という事になった｡一回目は美術Ⅱの鈴木次男さんを招いてマジックを披露してもらった｡鳩やトランプを使った手品やら､瞬間移動とか'目のも止まらぬ早技に素人とは思えぬ腕前に皆､

謡'はこべきん

の太鼓と息の合った演奏には全員が聞き惚れた｡
こんな事は高花平では未だ

曽ってなかった事である｡考えてみれば､たいしょう会は文化協会に随分お世話になっている｡幾つになっても親睦で'学び'感動Lt愉快に過ごせるひとときを共有できれば'若返りである｡



第40回全日本大学将棋団体戦第26回全日本大学将棋1 O傑我第30団全日本大学将棋女流名人戦日　時　1 2月23日(祝･水)～1 2月27日(田)

いずれも9時から1 8時

会　場　E]白市市文化会館　展示室2階主　催　全日本学生将棋連盟後　援　四日市市､朝日新聞社開催協力　日本アマチュア将棋連盟入場料　無料/観戦自由お問い合わせ先　　T･059-354-0731

第5回中日杯争奪

新春ふれあい三重県囲碁大会

日　時　1月24日(白)1 0時30分開始会　場　四日市市文化会館　第3ホール主　催　三重県北勢囲碁連盟後　援　四日市市文化協会　中日新聞社入場料　無料

競技出場の場合は参加費要
〓般2000円､子ども1500円)

お問い合わせ先　T･090-2139-3117清水

平成2 1年度E)日市市文化振興基金活用事業長谷川恭子ソブーフノリサイタル日　時　1月1 1日(祝･月)1 3時30分開演(開場1 3時)会　場　四日市市文化会館　第2ホール主　催　街なかクラシック演奏会実行委員会後　援　E]日市市文化協会入場料一般二〇〇〇円(当日二五〇〇円)

小～大学生一〇〇〇円(当日二一〇〇円)～E]白市市文化会館にて発売中～

遠方の人は郵送します二･

FaxO59-354-0731にて

名前､住所(〒帖も)電話(携帯も)券の種別､枚数をお知らせください｡

お問い合わせ先　事務局･西村

T･090-7677-4011

第5回三重県市民文化作品展魂日　時　1月30日(土)　1 0時～1 9時

31日(日)　9時～1 5時30分

会　場　E]田市市文化会館　第1展示室主　催　サンライズ魂共　催　岡田文化財団参加者　19ブース約250名入場料　無料お問い合わせ先　下小薗重人

丁･059-333-3871F･059-333-3671

第4 4回田本光面会写盲衰｢光展｣中部展日　時　2月2 5日(木)～28日(日)　9時～1 7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内　容　全国公募の入選写真の展示後　援　E]日市市教育委員会'囲白市市まちづくり振興事業団入場料　無料お問い合わせ先　中西一夫

T/F･059(387)6259

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F呈歪;tZ話芸讐讐 
〒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 



文化協会の1 5周年を竣え､楓文化芸術活動にどのように閑わっていくのか･

そのための組織改革をどのように進めるのかが､今､問われています｡

私たちの文化協会が今年の8月に満15年を迎

えました｡加盟団体(個人も)みなさん､会員のみ

なさんはそのときに何を行い､何を考えていました

か｡数ヶ月前から会員のみなさんに団体の代表

者を通じて､ご案内をさせていただきましたが､先

日の市民文化祭行事の市民文化フェスティバルと

同時開催の中で､9月20日(冒)､文化会館の第2

ホール(600人収容可)で｢四日市市文化協会創

立15周年記念の夕べ｣を催

しました｡

記念講演は｢文化活動と

は｣と題して当協会顧問の

佐々木龍夫さんに､当協会

歴30-50年の団体により日

本舞踊､弦楽アンサンブル､

マリンバ､バレエ､詩の朗読

の演奏･演技を披露してい

ただきました｡これには市長､文化会館館長ほか

を来賓に迎えて､心温まる祝辞を頂戴しました｡会

員のみなさんの多くは｢15周年｣を知らなかった

か､意義を感じなかったなど様々な状況が考えら

れますが､この日､凡そ200人の会員のみなさんに

お越しいただきました｡そのあとの懇親会は100

人の出席でしたが､盛り上がりました｡

今､思うのはもっと多くの会員のみなさんにお集

まりいただきホールを満員にたかったと思う気持ち

です｡なぜできなかったのでしょうか｡

一一軸- £

当協会の前身である四日市市文化団体連絡

協議会から数えると半世紀以上になります｡四日

市を活動の拠点にする団体(個人も)なら､アマ･

プロを問わず加盟できることをうたい四日市市文

化連盟から発

展解消したも

のです｡

現在の加盟

団体数は､当

時から倍加し

200を越え､会

員も7000人となっています｡その組織は四日市市

から長年にわたり活動補助金を受け､毎年1回の

市民文化祭はの開催委託で平成22年に60回目

になります｡当時､文化会館の建設に奔走してか

ら26年になり､当協会加盟団体や協力団体の多く

が活動の場として活用しています｡市民文化祭の

年間30事業(観客､出演者数45000人)のほとん

ども文化会館で開催しています｡

ご存知のみなさんが多いことと思いますが､当

協会の組織も世間にもれず高齢化(単に年齢だ

けでなく)の中にあります｡もっと活動しやすくわか

りやすい組織改革が必要でしょう｡老いも若きも混

在して元気な文化芸術活動をしたいものです｡ど

のような組織形態にすればよいのでしょうか｡

その組織は人口30万人余の都市で､どのよう

な文化芸術活動を構築するのでしょうか｡市民文

化祭の60回以降は､どのような内容で開催してい

くのでしょうか｡11月からはじめる理事会や代表者

会議(加盟団体の代表者が対象)､そして常任理

事会での意見や要望を積極的にお寄せください｡

これには､会員一人ひとりの考えの表明が欠かせ

ません｡会員のみなさんは､所属の代表者に意見

や要望を伝えてください｡

(文化協会　西村邦彦)



｢国民文化祭｣写真の部で会長賞

中西一夫さん

文化の国体といわれる｢国民文化祭｣､享年

は静岡県が開催地でした｡昨年は､茨城県､来

年は岡山県が開催地となります｡

第1回は1986年､東京からはじまりまし

た.三重県は第9回(1994年)に経でした｡享

年の静岡は第24回目です｡

美術展は10/24(土)～11/1 (日)富

士市文化会館ロゼシアターで開催されまし

た｡三重県から29名が応募､内入賞1名､入

選19名､選外9名とよい成績でした｡入選者

の中で､四日市市文化協会に所属の方は､市

川　清､伊藤正哉､伊藤洋史､岡村仲江､小向

真仁､片岡　仁､勝亦信夫､川遺秀子､小松

稔､華川　徹､酒井房子､佐藤久子､辻道夫､辻

みよ子､中西浩子､松林宏樹､森下　進のみな

中西さん作品｢急ぎ足｣

さんです｡私の受賞名は｢国民文化祭実行委

員会芸長昌｣で､トップの文部科学大臣賞の

次の賞をいただきました｡私の受賞作品(写

真)のタイトル｢急ぎ足｣は､名古屋駅のルー

重

今年も日展に入選(通算9回目)

鈴木次男さん

等年も日展に入選(通算9回目)鈴木次男

鈴木さんの作品｢見つめる｣E蘭等53gSZssS塁ggSigg
=::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::;:

セントタワーへ行く地下道でとったもので

す｡壁面のハイヒールの絵と､手前を歩いて

いる人達の足だけが残るようにスロー

シャッターで撮った写真です｡

尚､北海道～沖縄までの応募915点の中

から､入賞11点､入選243点が選ばれまし

た｡入賞者11名は静岡8名､三重1名､空知

1名､広島1名で開催地がいつも強い結果で

した｡

国民文化祭しずおかのH Pは

http://kokubunsai.pref.shizuoka.jp/

〒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

●発行所 ●発　行●発行人●編　集

平成21年1 1月15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･本郷信輔清水暁美･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

パッション第四十号 《編集後記》
☆食卓が秋色季節の到来ですね｡☆当協会の1 5周年記念の文化

祭は如何でしたか､自信をもって沢山の人達との交流を大切にしたいと考えます｡

☆近日､朝日新聞連載で紹介
された大橋歩展｡心ときめかせて鑑賞したい!県立美術館にて1 2月6日まで

☆もっともっと訪問インタビュー

がしたい!部員たちが熱くなっています｡

☆ご提言などドンドンお寄せく
ださ～い｡　　　　　(延)



･･--小窓の演出から､ ～---.-～′れ-､

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-ma批K-Kataoka@mx.baycity.ne.jp

〒510-0095　三重県四日市市元新町3番10号

清水常雄税理士事務所
TEL (059) 351-5286(代表)

FAX (059) 351-5297
E-mail : shimizu-kaikei@nifty.com

都山流尺八

竹林軒
大師範 木村造山
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ムーシケ友の会　会員募集中です 第一楽器四日市店4 Fにあるムーシケホー

ルは237席の音楽専用ホールです｡

地元の演奏家をはじめ全国からのすばらし

いアーティストによるコンサートを開催しており

ます｡地元の皆様の協力を得ながら22年間

ご愛顧を頂き音楽文化をお伝えしてまいりまし

た｡これからもすこしづつですが四日市の音

楽文化の拠点となれるよう頑張りますのでよろ

しくお願い致します｡

ムーシケでのコンサート情報､ご優待･コン

サートなどをご案内します､友の会会員を募

集しております(入会金･年会費　無料です)

コンサート情報
♪12月18日(金) <ムーシケパイプオルガンコンサート第9回> ｢グ)スマスコンサート｣

■18: 30-　入場料: 500円　オルガン:深谷亜希　ソプラノ共演:高倉宏恵

♪12月25日(金) <第2回　ムーシケチャリティーコンサート> ｢5つのプレゼント｣

『18: 30-　入場料: 1000円　今年ムーシケを中心に活躍した色んな演奏家

が登場します｡リトルピーンズ(合唱)ミュージックパレット(ハンドベル)

西田百花(ピア/)森やよい(歌)池田寿美子(ピア/)他

♪12月26日(土) <第21回ムーシケピア/コンクール入賞者記念コンサート>

『16: 00-　　入場料: 500円

♪1月17日(日)　<2010年ムーシケニューイヤーコンサート>

◆富谷理香(ピア/) &須川展也(サックス)

■14:00-　入場料　一般3000円　学生2000円(前売り)

日本を代表する人気プレーヤー2人の登場です!


