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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｢市民文化課教室｣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)
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四日市市文化協会　理事長

木村造山

四日市市文化協会は｢市民と
共に｣を合言葉に四日市市文化連盟から引継いで以来'昨年の8月に設立1 5年を迎えました｡初代理事長の石田克久氏の卓越されたご指導によ-､現在200団体7000人の組織に発展しました｡

全会員は'四日市市の文化振興を
願い日々練習を重ね技量練磨に励んでおります｡また四日市市より委託を受けている｢市民文化祭｣は'今年6 0回をという大きな節目を迎えることができました｡戦後の荒れ果てた四日市の地に'半世紀も前から文化祭を立ち上げてこられた諸先輩のご苦労に感謝を申し上げます｡

さて第60回記念事業は5月2日の
オープニング'著名な池辺晋一郎氏を招いてのワークショップ｢新発見!合唱イン四日市｣での幕開けで

した｡市民公募によるモデル合唱団と会場の合唱ファン1000人による初のワークショップです｡事業は'記念に相応しいプログラムで1年間を通して3 0余事業を開催します｡ご期待-ださい｡
ところで､市民文化祭の第1回

目は1951年でした｡戦後まもな-のことであり専用のホールもな-小学校の講堂や､市公会堂での開催だったと聞きます｡それから1 0年後の1960年に市民ホールが建設され'第1 0回から市民文化祭の主会場となりました｡1982年には出演団体の強い要望もあ-､現在の文化会館がつ-られ3 0年近-にな-ます｡幸いにも開館が引き金にな-多-の文化団体が結集され'市民文化祭に出演する団体が飛躍的に増加しました｡

6 0回を迎える今'私たち文化

協会にその多-が組織化されて250団体余が出演､年間45000人の参加者を迎えます｡市民文化祭の発展に重要な役割を果たしてきた文化会館の年間稼働率が9 0パーセントを超えると聞き及んでおります｡

反面'5年前から指定管理者
制度の導入､｢文化振興財団｣から｢まちづ-り振興事業団｣への組織変更に伴い'皮肉なことに文化会館での文化芸術活動のための練習､会合､行事が思うようにできなくなっています｡市全域で会議室'練習場やホール'展示などの会場不足が慢性的になってお-､発表会が極端にできに-い状況に置かれています｡

文化会館'文化協会の発展と

ともに文化芸術活動が徐々に市

民の中に浸透し､｢文化不毛の地といわれた｣四日市市が汚名返上に今一歩の段階にきて'赤信号が点灯しています｡日常活動ができない状況がこれ以上続-ことは何を意味するのか｢時が流れて｣警鐘を鳴らしたいと思います｡



特集～夏まつりを支え続ける人たち～

■特集■｢夏まつりを享見続ける人たち｣
｢舌頭さんエー頼んだぞエー｣｢アア､わしはへたへた､柿のヘータ､皆さんご一緒にたのみま-す‥｣｡江州音頭に誘われて､町中の人が参加したひと昔前の盆踊り｡今も聞こえてくるでしょう‥心ふれあうお盆の夜の音を!｡地区それぞれの夏まつりを､いくつか登場していただきました｡我が町の盆踊り
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次第に街が形成され'江戸時代を経て現在に至る永い歴史を持つ町であ-ます｡当時の盆

思い出すだけでも
幸福な気持ちになる

天白町自治会長

南川征雄

我が町日永の天白町は'関ケ原

合戦の少し前'東海道が現在のルートに変更整備された頃から

踊-が､その街の成-立ちに伴い何時頃から始まり､どのような変遷を辿ってきたかは定かであ-ません｡とにか-私が物心ついた時は､町内のお寺で毎年八月十三･十四･十五の三日間踊-がありました｡

町の古老の話によ-ますと'

当時は青年団の若い男女が中心になって'盆には踊るのが当たり前という思いで準備をし､三日間を大いに楽しんだ｡そしてこんな事もあったそうです｡昔は編-の講習会などなく'踊-たい曲があると'芸者さんを訪ね教えてもらった-'盆踊-の出合いが縁で結ばれたカップルも少なからずあったようです｡
でも時代が移-'人々の価値

観が多様化し､人のつながりが希薄にな-'地域の伝統行事の継続が難し-な-つつある事を肌で感じます｡現に盆踊りの開催地区が少なくなったのは淋しい限-です｡

我が町の盆踊りは､自治会の

年中行事とし､実行委員会を開催し､ここで企画検討して意識を高めて実行しています｡踊-実行の是非については'約十年程前に関係者にアンケートを実施し､九十五%以上の賛同を得ている事がそのベースになっています｡

本来盆踊-とは､自分たちの

楽しみのために集まってきて'浴衣を着た子ども達が見よう見まねで踊った-､若い男女が連れ立って踊ったり'老人たちが-つろいだ-する事ではないでしょうか｡また踊-を媒介にしながらお互いをよ-知-合い'家族や友人や地域の人間関係を活性化させるものではないでしょうか｡今後とも地域づ--の一環として､｢思い出すだけでも幸福な気持になる｣そんな行事として続けてゆきたいと思います｡
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見るもよし､聞くもよし､踊るもよし
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ます｡現在では自治会始め各種団体の協力を頂き'子供から老人まで
【参加して楽し-'見て楽し-】

皆さんこぞって参加しています｡

気を盛-上げてくれます｡子供育成会は夜店を出して楽しませて-れます｡自主防災隊は安全と防犯のため見回-をしてくれます｡それぞれが役割を果たし

温故知新を融合した盆踊り

八王子町盆踊り
大会実行委員長

吉川進司

毎年八月十四日･十五日に八王

子町の盆踊-大会が行われています｡途中'中断さされた時期もあ-ましたが'戦前から続いてい

中心は青年団です｡決してメンバーの人数は多-はありませんが'踊りの中心をなし'放送から太鼓の叩き手'幼児'子供の輪の中に入って雰囲

盆踊-大会を有意義に且つ楽し-盛-上げてくれています｡

当地の盆踊-には'昔

から伝わる八王子節江州音頭があります｡阿波の鳴門､金色夜叉'忠臣蔵､俵屋玄春の詩を江州音頭の節回しで保存会のメンバーが桟敷の上で歌い'それに合わせて太鼓と拍子木､磯子を加えてゆった-とした振付で躍-ます｡見るもよし'聞-もよし'踊るもよし'全て生演奏です｡二〇〇四年四月に全曲スタジオで録音をしてCDに保存をしました｡八王子町にはもう

一つ八王子音頭があります｡昭和
二十二年頃作詩'作曲されたもので'振付は不明でした｡永-忘れられていましたが'先人の記憶

をもとに､現代風に歌詞を改め､伴奏に手を加えて太鼓も入れ'振付けも曲に合わせて新し-新人王子音頭として復活することが出来ました｡

これも盆踊-大会には必ず
踊られます｡八王子町の情緒を敬-入れたよい歌詞と'よい振付になっています｡

フォークダンスや踊る曲目は多
彩ですが'温故知新を融合した盆踊-となっています｡

また'昨今では地区においては

盆踊りが無-なりつつあるようですが'青年の友好は続いているようで､他地区の青年団が毎年五⊥ハ組は応援参加に来て-れます｡町内だけでな-青年たちのコミュニケーションの場になっているならばこんな有効な盆踊りはないとおもいます｡また､西光寺住職様のご支援'ご協力も永-続けるためには欠かせないことであ-､潜在的を超越して'自治会の方針である【住みよい町'住んでよかった町づ--】の一端を担う事が出来れば幸いです｡
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富州原連合婦人会会長

佐藤富士代

羽ばたけ!
よさこいソーラン｢飛鳥｣
みんなでひとつになる事の楽しさを伝えたい

｢よさこい

ソ-ラン｣に出合ったのは'十年前｡テレビで放送された迫力ある踊-に､魅了されました｡踊ってみた-なり'鈴鹿の友人から音楽テープをもらいました｡まわりの友人に'呼びかけると､踊りの仲間が十数人集まりました｡

二週間に

一度の練習
を開始しました｡

｢よさこいソ

-ラン｣はとても難し-'初めは､なかなか思うように踊れませんでした｡慣れて-ると'ようや-､踊-ながら｢どっこいっしょ!どっこいっしょ!｣と声を出すことができるようになりました｡

グループの名前は｢飛鳥｣｡

私たちの住む富田一色の飛鳥神社から名前をいただきました｡そんな私たちの初舞台は､｢夏

まつり2000富洲原｣でした｡背中に｢飛鳥｣の文字を入れた揃いの半纏を着て｢どっこいっしょ!どっこいっしょ!｣のかけ声を合わせて'夢中で踊りました｡踊-終わった後会場にいた数百人の方々から'大きな拍手をいただきました｡とても感動しました｡踊ることは､とても楽しいことだと実感しました｡また'自分たちの踊-を見て-ださった方々から'自分たちは素敵なパワーをいただいたということがわかりました｡

あれから､十年｡｢飛鳥｣は

富洲原介護センターや老人ホームなど､いろいろな場所で､｢よさこいソ-ラン｣を踊らせていただいています｡

富田一色は､毎年夏には､飛

鳥神社で｢けんか祭-｣を開催しています｡そのお盆の夜､盆踊-をします｡昔から続-伝統行事です｡｢大四日市まつり音頭｣をはじめとして､さまざまな踊-をしています｡盆踊-を

大勢の人に楽しんでもらえるように'当日以外に練習する日を設け､地区の皆様に参加の呼びかけもしています｡当日は'富田一色地区婦人会や育成会が踊-を盛-上げます｡私たち｢飛鳥｣も毎年'踊-の輪に加わ-'盆踊-を楽しんでいます｡

私は､｢よさこいソ-ラン｣から'

人と人とのつなが-の大切さ'みんなで一つになることの楽しさを学びました｡また'踊りはたくさんの人を楽しませ､笑顔とパワーを与えてくれるということをしりました｡それらを'
一人でも多-の人に伝えたいと

思います｡
｢飛鳥｣は結成時よ-'メン

バーが増えました｡平均年齢は高いです｡しかし'年齢を忘れさせて-れるのが'踊-の良いところです｡これからも､元気いっぱいに'｢よさこいソ-ラン｣を踊っていきたいと思います｡



昭和4 3年に笹川団地が創設さ

れてから､各丁で順次盆踊-が行われていましたが､昭和5 9年に団地全域の合同行事として笹川連合自治会と共催で｢笹川ふれあい夏まつ-｣がスタートし'昭和6 3年からは会場も現在の笹川東公園に移し現在に至っています｡当時の役員の発案で､新しい町笹川の伝統行事とすべ-踊-のオリ

ジナル曲｢笹川ふれあい音頭｣が作られ'地元の笹菊会の小原菊子先生(写真)の振付で完成､毎年踊-のメインとして親しまれています｡又'平成8
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笹川ふれあい夏まつり
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｢笹川ふれあい夏まつり｣が外国籍の

方達との文化交流の場としこ又､全国に

誇れる｢共生モデル｣になる事を期待しで･･

笹川地区協議会会長

佐々木利昌

年からこれも役員のご尽力で打ち上げ花火を取-入れる事が出来'以来毎年団地内外の企業･商店さまの協賛を頂いて盛大に続けています｡この花火は笹川のみならず近隣の方々も楽しみにされ'今や｢夏の風物詩｣となっています｡バザーの出店も団地の住民･地区協議会の会員団体に限定し'子ども達も安心して楽し-利用出来るよう'常に｢ふれあい｣を大切にしています｡

機構の賃貸住宅を始め団地内にブラジル･ペルー等の日系人を中心に多-の外国籍の方が移住され､団地住民の2 0%を超える状況であ-ますが'毎年この方達の参加は一部のバザー出店の他'子ども達を中心に数十人程度にすぎません｡

私達はいま'これら外

国籍の住民も日本人と
一緒に参加し､共に楽

しめる団地にすべ-本当の｢共生｣について連合自治会を中心に行政等と議論し'地域の要望･提案も四日

団地創設当時は若い世代が
多-､お盆にはそれぞれの故郷に帰るため参加者も少なかった様ですが'今ではその子孫達にとって笹川が故郷になってきており'笹川に帰省される方達で'年々参加者は増えています｡

平成2年の入管法改正に

伴い'団地内のUR都市再生

市市に提出してお-

ます｡今後'行政の積極的な対応で｢共生のモデル地域=笹川｣の気運が熟成した暁には｢サンバ｣などを踊-に取-入れ､双方の住民がご-自然に語-合い'お互いの文化交流の場として全国に誇れる｢共生モデル｣とする事が私の夢であります｡
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楽しさあふれる!

桜地区の夏まつり

本郷信輔

今回は｢盆踊-｣特集ということで'桜地区を担当させて頂いた｡当地区は四つの地区に分かれていて'各地域ごとにそれぞれ趣向を凝らして行われている様である｡その中で桜花台をお訪ねし､連合自治会長の渡辺さんにお会いすることとができた｡

桜花台では盆踊りというより'

夏祭-と銘うって多彩な催しが行われていて'昨年は｢よしもと｣の芸人を招いて漫才やクイズが行

われたようでした｡又模擬店も'お好み焼き､焼きそばの外'子どもの好きそうな食べ物や飲み物'スイカ割-'射的'ダーツ'スーパーボールす-い等店を見て回るだけでも楽しそう-｡会長さんは｢今年の計画は立っていますが役員会に懸けてないので-⊥秘策はお聞き出来な

かったが'わ-わ-する想いでした｡やはりメーンになる踊-の事を伺うと地区の皆さんは踊りの先生のご指導で事前に練習をして本番に望まれる様である｡曲目は四日市音頭'河内音頭､そして炭鉱節など｡

秋の文化祭やファミリー･リク

レーション等催しを通じて地域住民の親睦交流を図-住みょい町づ--を目指してがんばって居られる様子を伺いました｡桜花台には公営住宅がないので､ここが自分たちの故郷だという気持ちを持って戻ってきて-れるように願っています｡と力を込めてお話してくださいました｡

暑い炎天下でテントを張ったり

櫓を組むのも大変だが縁の下の力持ち｡
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心ひとつにいつまでも
大四日市祭り

｢市民の夕べの盆踊り｣

実行委員長　　　　叫

内田逸子

｢揃い衣装の踊-子揃うた!やぐら囲んでひと踊り-｣

四日市祭-音頭のお馴染みの
唄い出しで始まる｢市民の夕べの盆踊り｣に､毎年た-さんの方々がご参加して頂いております｡昭和3 8年頃に四日市市商工課スポーツ課より'四日市の町が

活気づ-よう､楽しい盆踊-にして欲しいとのご依頼を頂きました｡商店街の華やかな七夕祭の笹飾-､にぎやかな諏訪太鼓の熱気に負けないよう'｢よし'私達も楽しく踊ろう!!民謡愛好者と共に!｣と心に決め'諏訪公園で踊-の一歩を踏み出しました｡

曲目は'誰もが楽しんでもら

え､簡単に踊れるよう｢炭鉱節｣｢四日市よいとこ｣｢繁昌節｣｢河内音頭｣｢新四日市音頭｣等にし､浴衣姿の親子さん達に呼びかけました｡平成4年には盆踊り会場も､広々とした芝生のある'市民ふれあいひろばに変わり'益々熱気に満ちたものになっていきました｡

盆おど-は､見ているだけでも

面白いですが､実際にやぐらを

囲んで踊ると更に楽しさが違います｡最初ほてれ臭そうに踊っている方々も､次第に夢中になっていき時間を忘れてしまっているようです｡唄いながら踊る人､団扇を持ち踊る人､皆さまざまですが'とても楽しそうに踊っています｡夏の風物詩であ-､日本の伝統行事でもある盆踊-は'踊-の輪から人の和を作-､人々の心の支えになっていると感じてお-ます｡

そんな四日市祭-も今年で

4 7回を迎えます｡いつまでも笑顔を忘れず､元気に次の世代
へと受け継がれて欲しいと思います｡又'私達も老若男女を問わず'フォークダンス民踊部が

一丸となって､益々栄えていける
よう､心一つにして見守っていきたく思います｡

噂∴頼 
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○ 

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;t諾,l芸警讐 
〒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～夏まつりを支え続ける人たち～
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みんなにこの垂堀のまちを好きになってほしい
～垂坂青年団のフレッシュな3人の

若者達からお話を伺いました-

垂坂青年団　団長中久保遼平さん

柏木　健志さん松岡　圭祐さん

l■■■■t__●●●■■■■■■■■一■■●●●■■■■■■_■■■一一_■●●■■●■_■■■一■●●●●■■■■■■_■■一■■__●_■■●■■■■■■■■■●●●●■

垂坂町盆踊-大会は､主催
者が自治会から青年団にバーンタッチをして今年で7年目を迎え､垂坂分校跡地を会場に､毎年8月中旬のお盆の日に盛

大に開催されています｡

垂坂青年団は､垂坂町に住
む1 8歳～2 5歳の若者達約4 0名の団員で構成されており'盆踊りだけでな-､年に2回の

(柏木健忘さん､中久保遼平さん)

町内にあるカーブミラーの清掃やゴミ拾いなど､日頃からまちのためにさまざまな活動を行っておられるそうです｡

さて､盆踊-ですが'7月

に入ると､ほぼ毎週のように新人団員のために踊りの講習会が行われ､また､協賛金を集めに行った-､盆踊りの開催を知らせる回覧を廻すための準備をした-と大忙しになるそうです｡

当日は'青年団を核として'

青年団のOBで構成される｢垂窓会(すいそうかい)｣､｢子ども育成会｣が助け合い､輪投げゲーム､かき氷､やきそば'などのテントを出してみんなで盆踊-を盛-上げ､小さなお子さんからお年寄りまで一日に数百人の人が集まって大賑わいします｡

幅広い人達が集ま-世代を

越えてまちのみなさんに喜んでもらえることは'団員達にとってもやりがいがあるとのことでした｡

また､世代を越えた先輩た
ちとの交流は大変貴重な機会

■■■阿

A

‥･婆デ　ー　-召募:-浦と

(松岡圭祐さん)

L　--■

であ-'新人団員達が青年団に憧れて入って来たという話を聞-ととても誇らし-感じるそうです｡

最後に､これからの抱負に

ついて次のように語ってくださいました｡
｢た-さんの人達の協力があっ

てこの祭-は開催することができ'みなさまには大変感謝しています｡この盆踊りがこれからもまちの人達に愛され続け'1人でも多-の人に参加していただき､垂坂のまちをみんなが大好きになってくれることが私達の願いです｡｣

(レポーター　石松　延)



数年前だろうか､公害のイメー

ジを払拭し自然と共存しているまちを市外にpRLようと'コンビナートを背景にホタルが飛んでいるポスターを四日市市は作製したことがあった｡この発想は如何にも無理が有-不自然だと私は感じたLt市議会にも批判的な意見が少な-なかった事を記憶している｡我が四日市市は既に公害は克服したんだ'との立場を採っているようだが'市街の方からは未だに､四日市と言えば公害､というイメージが強烈なのではないかと､私は感じる｡

四日市を売り込め!
一連鼠の文化一

市議会議員

豊田政典

市と議会では､観光によ-市外からの人々を呼び込もう､という議論が時折巻き起こるが'公害のイメージを越えて観光なんて可能なのだろうか､と私の思考はいつも'そこで止まっていた｡

さて'そんな折'四日市観

光協会や商工会議所が､〟観光遺産〝として文化財登録がされている港湾施設を訪ね､コンビナートの夜景を船上から楽しむナイト･クルージングを実施する'というニュースが舞い込んで来た｡工場は今､日本で静かなブームなのである｡

かつて､四日市市文化振興
財団発行『ラ･ソ-ジユ』で､〟産業遺産〟の特集がされていたことがあった｡〟産業遺産〟とは'ある時代にその地域に根付いていた産業の姿を伝える遺物や遺跡の事を言う｡私は､地元の四郷地区で毎年'地区社協などと共に｢四郷まちなみ写生大会｣なるイベントを行ってお-'昨年で1 0回大会を迎えた｡四日市市の

産業発祥の地と言われる四郷地区には､昔ながらのまちなみが残-'『ラ･ソ-ジユ』にも紹介されていた亀山製糸室山工場もある｡そんな'郷土の歴史を'子供たちには記憶してもらい大人には思い出して欲しいと'続けているのだ｡

四日市市では今､この先の1 0ケ

年計画である新総合計画を策定中である｡その素案の中で､観光や四日市ブランドを切-口にして､四日市市を全国に売-出して行-考えが示されている｡かつて私が頭を抱えた公害のイメージを越えるための切-札'それは､コンビナートを観光資源として捉え直すこと'産業の遺産を文化として売り出すこと'これこそが四日市市が誇れる大きな文化の一つではないか､と私は大いに息巻くのである｡今､私の副議長室には'コンビナートの風景写真を大写しにした'新しい四日市市のpRポスターが貼られている｡



水谷　達さん
四日市交響楽団団長

フィルハーモニー交響楽団(津市)と三重ジュニア管弦楽団(津市)の3団体が所属しています｡

四日市交響楽団の現在の
団員数は6 8名で､四日市市以外にも名古屋や上野からの参加してお-､仕事や家庭と両立しながら'毎週日曜日の夜'文化会館等で合奏練習等を行ってお-ます｡

私たちの団体の特徴として､

以下の4つがあります｡

皆様こんにちは｡四日

市交響楽団の水谷達です｡四日市交響楽団は昭和5 2年(1977年)に活動を開始した市民音楽団体で､今年で3 3年目を迎えます｡アマチュアオーケスーラは社団法人アマチュアオーケスーラ連盟に加盟する団体だけでも全国で1 4 1団体あ-､三重県内では､私たちのほかに三重

1㌧　毎回の練習には､名古屋

フィルハーモニー交響楽団コンサートマスターをはじめ､多-のプロの演奏家の方々にご指導を仰いで'団員の技術向上を重点目標としています｡

2､　年1回の定期演奏会の

ほかに､バレエやオペラ､合唱団との共演や年1回の室内楽演奏会など､交響曲に限定しない広範囲な音楽活動を展開しています｡

3､　四響友の会を組織し､財政

面等で特殊楽器や大型楽器等の購入支援を受けています｡

4､　任意団体とはいえ'団員は

必ず演奏･総務･管理･広報･渉外･企画･会計のいずれかの委員会或いは部会に所属して､団員全員が運営の
一翼を担います｡

とはいうものの､任意団体で

あるがゆえの課題も少なくありません｡①弦楽器の団員不足②本番並びに練習会場の確保難③財政基盤の確立等'現在も団の運営は決して容易ではありませんが'文化協会をはじめとする関係各位のご理解ご協力のおかげで､現在に至っております｡特に､毎年の定期演奏会では､

文化協会サポーー部会の方々のご協力があってこそ開催できますこと､この場をお借-して'厚-お礼申し上げます｡
さて'現在1 1月27日･28日の第8回

市民オペラ｢アイーダ｣に向けての練習に入っております｡今回'初めてヴェルディの作品に取-組みますが､オペラは総合舞台芸術と言われる所以を､先ずは試しにご覧いただければと存じます｡

また､市民文化祭6 0回記念

事業の一環として､本年1 2月26日に開催の｢四日市の第九演奏会｣でも､恒例の｢第九｣とともに､社団法人四日市青年会議所が創立2 5周年を記念して作曲された故山本直純先生の交響詩｢四日市｣を､初演当時の出演団体等によって再漬します｡今回は､米国で活躍中の若手指揮者であるクワ
ハラシズオ氏を客演に迎えます｡

現在､オーガスタ交響楽団の音楽監督でもあるクワハラ氏は､小学生時代は当市三滝台に住み､私立A小学校に通っていたということもあ-､市民文化祭第6 0回にふさわしい当市にゆか-のある出演者による演奏会が､今から楽しみです｡



｢まちかどコンサート｣1 4年

～市民参加型のまちづくり事業～

近鉄四日市駅南口で開催
される｢まちかどコンサート｣は､本年で1 4年目になる｡名称の｢まちかど-｣よ-は'

｢駅前コンサーー｣の方が分
かりやすい｡

運営の大部分は'約10人
の市民ボランティアによる実行委員会(柳川平和委員長)で､文化会館の当事業団職員が事務局を担当している｡会館プログラムの中では､市民参加型の事業であ-､同時に'文化を創造する環境づ--のための事業と位置づけている｡

お客様には､勤め帰-の
人や買い物帰-の人も多い｡

中には､開催日を覚えていて､必ず顔を出されるリスナーの方も何人か見受けることができる｡

今のところ5､6､9､

1 0月の第3金曜日の17時半からで､年4回の開催である()出演グループはその都度変わるので､年間に8つのグループが出演することになる｡-ステージ舶分間で､1回に2組ずつが登場する｡
このコンサIIの魅力は'

何といっても無料であることと'誰でもが鑑賞できて､退席も自由なことである｡｢気軽さ｣が売-ではあるが､半野外の会場なので､風の吹-日や表通-の騒音が気になることもある｡
出演希望者は､年末に募

集を始めて2月に締切-､3月の審査会で決定される｡ちなみに､本年度は1 8グルー

プの応募があった｡
さすがにロック･バンド

は､場所柄を考えると歓迎されないのでお断りしているが､およそ､あらゆるジャンルの音楽が登場する｡
クラシック､ポップス､

ラテン'ジャズ'フォーク､シャンソン､歌謡曲'ゴスペル'ハワイアンなど｡また､邦楽も雅楽から民謡や草曲､大正琴｡時には二胡などの民族音楽も登場する｡このように多種多様な内容であ-'楽器もまた様々で､実に興味深い｡

年を経るごとに､県外か

らの出演希望も増えている｡今後の発展を大いに期待したい｡
(財)四日市市まちづくり振興事業団

文化振興グループ(四冒市市文化会館内)

中島一
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シリーズ舞上の摩懲⑲
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初4t･J､菅剣え助　日本芸協蒜FB

ノーベル賞作家である文豪川端康成の異色の名作『呉清源棋談･名人』 (文糞春秋新社､

昭和29年)の最後部に､わが郷土四日市の実業家で､将棋の名誉名人小菅剣之助(1865
-1944)が登場する｡背景は､冬場には剣之助が文化人を招いて過ごした当時の熱海の別

荘松風荘である｡

名古屋の笠寺生まれの剣之助は明治10年(1877) 11月12歳のとき､単身で東海道を徒

歩で上京｡東京では共貫

元伊藤宗印名人門で研

力が上達し､明治27年に

連戦連勝で､宗印門下で

明治33年以降は四日

精進し､ 37年には八段に

棋院から名人に推挙され

名人になるべきである｣と

金次郎を推薦したほどに

棋界から離れた後は相

て浮沈を重ねるが､米相

取引等の実業界に転向し､

者｣と称される勢力家となった｡

義塾で漢学を学び､将棋の家

鐙を積んだ｡在京中には特に棋

は七段に昇進｡当時の対局は

は随一と称された｡

市の現高砂町に移居してなおも

昇進｡大正10年(1921)には

たが､ ｢将棋に専念するものが

して就任を固辞し､同門の関根

廉潔豪気な人物であった｡

場師に転向し､住居も転々とし

場で成功｡その後は再び株式

昭和初期には｢伊勢の千万長

この間､剣之助は蓄財をせずに私財を投じて市民病院･市公会堂等の公共施設を建設し

て四日市市に寄付し､第二の故郷たる四日市の発展に心血を注ぐのであった｡

四日市市会議員を務めた後の昭和9年(1934)衆議院議員に当選した剣之助が古稀を迎

えた翌10年､棋界が分裂するという大不祥事が発生｡その調停役として白羽の矢が当てられ

たのが小菅剣之助その人であった｡棋界分裂の経緯は倉島竹二郎『勝負師･人生』 (光風

社書店､昭和50年)等に詳しいが､結果的には剣之助の斡旋調停によって昭和11年5月､

大同団結となった｡この功績によって新団体｢将棋大成会｣から棋界初めての｢名誉名人｣

が剣之助に贈られた｡また昭和14年11月には､ ｢将棋大成会｣が剣之助の功績と徳を称える

｢冠峰先生景仰之碑｣を生地の笠寺観音境内に建立された｡
一方､湯の山温泉の景勝保存にも大きな関心を寄せた剣之助は昭和11年12月､私財を

投じて大石橋架橋を行い､菰野町に寄贈｡

｢冠峰｣と号した晩年の剣之助は､湯の山温泉寿亭や熱海の別荘松風荘で漢詩を詠じたり

して風雅な生活を送った｡



｢､､､ス三愛1Jすい日の人前ゑ｣㌢準えて

四日市地区実行委員長　中嶋　敦子

平成二十二年三月二日より六

日間､日米親善を努めた｢ミス三重と青い目の人形展｣が四日市商工会議所のホールで開催されました｡｢ミス三重｣とは､八十三年前米国から日米友好の証としてプレゼントされた｢青い目の人形｣のお礼として贈られた人形のことで

す｡その｢ミス三重｣がお色直しをして日本へ帰って来たのです｡そして｢ミス三重｣と共に米国へ贈られた四日市の子どもたちの手紙も展示されました｡

私達四日市地区実行委員会

は｢友情と平和の精神をふり返-次代につなげよう｣をモットー

に昨年十月四日'四日市地区実行委員会を十五名のメンバーで立ちあげました｡修復されて美し-なった｢ミス三重｣を再び人形大使として盛大に米国へ送り出そうと熱い思いで協議を重ねました｡一人でも多-の方に｢ミス三重｣の可憐な姿に会ってほしいと言う願いと'三重県に残っている｢青い目の人形｣が戟時中に保存されていた奇しきエピソード等も知ってほしいと思ったのです｡

また'友情と平和の証しに'米

国と日本の橋渡しをして-れたギユーリックさんと渋沢さんの心情を理解してもらうために､パネルの展示にも心を配-ました｡

会期中､日本文化と世代間の

交流を軸にしたいろいろなイベンーのご協力もお願いしました｡日本舞踊'子供バレエ'尺八'琴､オカリナ'ヴァイオリン､コーラス
(写真)等の出演や紙芝居'みえっ子

人形づ--等､多くの市民の皆様に喜んでいただ-ことが出来ました｡

更に八十年前'米国へ手紙を

送った女生徒の遺族が来場して下さったことも､この上無-喜ばしいことでした｡私達実行委員会に対して'二百余名のボランティアの皆様のご協力や'関係者の方々の熱意あるご指導によ-運営ができたことを心から感謝いたしてお-ます｡

人形大使｢ミス三重｣が'再び

｢平和と友情｣の親善大便として活躍することを祈念しています｡今頃は､米国のネブラスカ大学博物館へ戻っておすまし顔で立っていることでしょう｡
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二宮､

NPOちょっと自然副会長一木　勝弘

桜地区智積町に｢めだかの池｣を作ろうとしたとき､そこは山間の旧耕作

田で竹や雑木で荒れ果てていた｡二十数名の人達が集まったが､お金も資材

も無く､すべて人の手のみの作業に頼らざるを得なかった｡しかし竹や雑木

を切り､根を掘り起こし､見る見るうちに水田と変わっていった｡水路を作

る者､道を整備する者､周辺の山林や竹やぶを片付ける者､それは素晴らし

いチームワークであった｡道具は全て持ち寄り､道の整備や池の橋に必要な

木材は周辺の山から切り出した｡いよいよ導水という時､市には何も援助を

求めず自らの志､そして血と汗で作り上げた感激がこの｢めだかの池｣を守

り育てる強い動機に変わっていくのを感じた｡私は皆さんに大切な事を教わ

った｡お金も資材も無い､会さえも無い､そんな中で有志が集まり､知恵を

出し資材を集め自らの血と汗で作り上げていく時､強い粁とともに作り上げ

たものに対する本当に強い愛情･愛着が生まれることを｡今も参加者の一人

が言われた言葉が忘れられない｡ ｢なぜ参加したって?俺はめだかを見た

かっただけだよ｣
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第八回四日市短詩型文学祭笠着俳譜興行

半歌仙｢文学祭｣　の巻秋気澄む文学祭に佳き日な-
紅葉賞でつ､集ふ連衆

月待てば新酒出来たと角樽に
柱時計の刻む百年

大樺の枝茂-あふ木下闇
しまりてとも林泉の背面にほととぎす鳴く

なつ

読み進む源氏写本に泥みつゝ
そっと添える手若き看護婦

かの君へ念力こめて打つメール

恋は-せ者恋は盲目
新式の防犯装置に代えてみる

インフルエンザ足-ぬワクチン

小望月香煙絶えぬ義士祭
懲-ていながらまたも糞買ふ

あの衣装着せてやりたい晴れ舞台

坂の上なる春の浮雲

六道に人の道あ-花招-
ピアノ連弾入学の娘と

西田青沙捌

西田　青沙瀬野　喜代北川　英昭岡本　耕史西尾　泰一湯浅　重好大泉美千代奥田　雅生坂　　和美後藤　秋千蛭川　晶代水谷　草央伊藤　千秋市川　雄二伊藤　文夫福井　栄一小田中相子静　寿美子

平成二十一年十一月三日首尾於　四日市市文化会館

｢連句の凍-み｣

三重県連句協会会長　西田　青沙

連句についての誤解がい-つかあ-ます｡主なものを挙げます

と'日-､連句は難しい'日-'連句をやると､いま学んでいる短歌や俳句や川柳が下手になる'日-'連句は一人で作るものではないから文学ではない'などです｡
一番目の　｢難しい｣というのは'連句には昔から決ま-事やルー

ルがあって､それを覚えるのが大変､と思われるのでしょう｡ですがルールは'スポーツや碁･将棋にもあります｡スポーツや碁･将棋の場合はルールや定石を知らないと勝負にな-ませんが'連句は違います｡とりあえず二㌧　三のごく初歩的な決まりだけ理解すれば'すぐにも連句を楽しむことができます｡

二番目の　｢下手になる｣というのは'残念ながら人よってありま

す｡それは'芭蕉のいう'何事につけ｢私意｣をたてたがる人がそうな-がちのようです｡逆に連句しかやってなかった人が'短歌や俳句や川柳を学び始めて間無しに'県民文化祭その他のコンクールで入選する｡そんなことがよ-あ-ます｡それは､連句に古-から伝わる'発想法や対象の把握法'省略法､効果的な言葉の選び方など､連句を楽しむ間におのずから会得しているからでしょう｡

三番目の　｢一人でつ-るものでないから･･｣と言うのは､人

それぞれに文学観があ-､深追いはしませんが､私たち連句愛好者は､連句が文学であるかないか'そんなことはどうでもよい､と思っています｡それよ-'連句の席で'互いに競い合うのではな-'仲間同志の気持ちが一つにとけあい'和気諸々と心豊かなひとときを過ごすことができればそれでよい'それこそ連句の恩寵､そう考えています｡一人でも多くのお仲間のご参加を願ってやみません｡
一度試しに冷やかしてみようかと､お思いの方は､四日市市文化

協会'又は西田℡〇五九　(三三二)　八九三一まで｡
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ヱノが開かれるまでになりました｡

十歳は若-見えるロマンスグレ

ーの紳士は言います｡｢ボランティアを通して出会えた人々や子

供たちの笑顔のおかげ-｣と｡私は'｢やさしい奥様の笑顔も｣と付け加えます｡｢そうやな～｣と言って彼は笑いました｡

｢こんなものあるといいな｣に答えて

水谷　義一さん

水谷さんがNHK杯受賞の蒙
刻の名人と聞き､サークルの仲間の印鑑をお願いしたのが始まりでした｡訪問する度に､彼の手から玉手箱のごと-美しい作品がこぼれ落ちます｡一度彼の全容が知-た-てお願いしたところ'『橋北児童館』に案内されま

JJIqt　門

した｡なんと館内の遊具のほとんどが彼の作品｡しかも子供の背を超える大きな遊具は､あくまでエコにこだわ-'素材は体にやさしい木材に､ペッーボトルやロープの廃材｡遊び方も仲間と共に楽しめる手動式｡スタッフの｢こんなものあるといいな｣に答えて､設計､部品作-､完成まで彼の手技です｡これらの遊具は､子供まつりや他の児童館にも出張するほど人気との事｡

次に案内された『こどもの家』

には'荷造-エコバンドのシャンデリアやおもちゃ箱'古紙の六角箱や-す玉等々が園内を賑わせ､もちろん木製遊具も子供たちを待っていました｡

口コミで広がった手技は舘に
留まらず､小学校'保育園､地区センター等に請われて'ワークショ

水谷義一さん活動の場橋北児童館こどもの家交流館本町プラザ総合会館中央小学校･保育園まんなか子供劇場　ほか

レポーター　清水暁美



レンズを通して見る

光と影

日本光画会理事

中西一夫さん

今年で6回目となる｢四日市

アート展｣の会場､四日市市文化会館第1展示室に'日本光画会中部支部支部長の中西一夫さんを訪ねた｡

まず見せていただいた｢フィッ

シュ｣という題の写真｡私は本当に魚かと見間違えたが､実は水に張った氷が溶けてい-瞬間の写宜, p3後方からの光が､鱗のようで面白い｡

被写体となるものは'いつ'

どこで見つかるか分からない｡買い物に行-にも常にカメラを持ち歩く｡カメラは'誰もが持っているような簡易なデジタル

カメラ｡弘法､筆を選ばずのことわざ通りだが'ただ望遠機能にはこだわ-があるようだ｡｢車を運転中に撮-た-なることはないですか?｣と聞-と'｢信号待ちの時に撮る｣そうで'実際そうして撮った写真を展示会に出品されてもいる｡

日本光画会は'関西を中心に
高知､和歌山'三重､岡山などのプロ'アマチュア写真家が結集して1965年に発足｡以来'徳島､広島､山口が加わ-毎年

全国展を各地巡回して行っている｡

中西さんご自身がカメラを

始めたきっかけは､3 8歳の時｡十二指腸潰癌で手術を受けたときに､スーレスを解消するために何か趣味をと考え､｢一番楽な｣カメラにしようと思い立ったとのことである｡

今では'自ら展示会に出品し

つつ'各地で審査員もして､さらに
県内のアマチュアクラブ7ヶ所で､撮影の指導もされている｡撮影に訪れる祭-の予定､花の四季カレンダーなど見せてもらったが'まさに休む暇もないようなスケジュール｡

私との待ち合わせの間にも'

ゆがんだ灰皿に映った光の加減が面白いと何枚か撮っていらっしゃった｡帰-際に､その灰皿を見ると'なるほどデコボコしたところが光を反射している｡しかし､それを面白いと思う遊び心が'私にはとてもないようだ｡

(レポII石井　亨)



偉え継ぎたいきものと心

装賀さもの学院四日市地区校長

山本洲江さん

真夏のような暑さの中'梅

雨の晴れ間に四日市市阿倉川町にある装賀きもの学院に是非来て-ださいとの事で､近鉄各駅停車で出かけていきました｡生徒さんもいらっしゃって､お抹茶を立てていただき'お忙しい中お話を聞かせていただきました｡

山本先生は'装賀きもの学

院三重支部で活躍され'昭和6 0年5月1日に同学院に入学され､努力されて､62年1 1月2 9日に開校され､(社)全日本きもの振興会認定さも

のコンサルタンー'装賀流礼法準師範'小笠原家茶道古流教授など'教室を始めて24年になるそうです｡現在生徒さんは､1 0人位で年齢は'1 8歳～60歳､年々きものを着る人が少なく成って来ていることが残念だそ

うです｡四日市文化協会に入会して趣味教養まつ-に作品を出品､いろいろな帯結びと小笠原家に伝えられた'贈答の折-形の包み結びの体験コーナーをしているとの事です｡

また､6月5日に山手中学校に出向き'ゆかたの着かたを教えに行ってこられたそうですが'6月3 0日にも保々小学校へ行かれるそうです｡盆踊-に向けて自分でゆかたを着れたらいいですね｡

さて､昨年から(きものの

冒)に全国1斉きもの着付け講習が始まり今年も'日月1 4日(冒)　に緑地にある四日市市勤労者市民交流センターで受講料無料にて'きもの着付け教室を開校するそうです｡現在きものを着る人が少な-なっているそうですから､こういう機会に若い人に参加していただきたいし､日本古来のきものに興味を持って良い機会に多-の方が参加して下さるよう願っているといわれました｡駐車場も沢山あります｡お出かけください｡

レポーター　中西　まさ子
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市民文化祭第6 0回記念行事'始まる
オープニング　｢新発見!合唱イン四日市｣

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

能楽を楽しむ会
能楽を楽しむ会の会員7 5人

中5 7人がそれぞれの演目に出演しました｡来場者は仕舞･太鼓･

今年'四日

市市民文化祭は'6 0回目の節目を迎えました｡そのオープニングを飾る記念行事を｢合唱｣をテーマに行うことにな-ました｡具体化にあたっては'実行委員会を組織することになりました｡実行委員は'四日市市文化協会に集う合唱サークルの代表者'合唱指導者'一般の合唱フアン'サポーター､協会役員など音楽大好き'熱意あるメンバーで発足しました｡
催し内容は'単なる合唱のコンサート

ではな-'指導者に作曲家の池辺晋一郎さんを招いて｢合唱ワークショップ｣を行うことにしました｡ワークショップでは'舞台上のモデ欠口唱団が池辺先生の指導を受けて'合唱曲の演奏を作り上げていく様子を観客のみなさんに公開することと'会場の全員が参加して

池辺先生の指導のもと'一つの合唱曲をうたいあげることの二つを主な内容にしました｡柱になるモデル合唱団の公募'パート別の団員の募集を四日市市と近隣の市町､県内にまで呼びかけました｡その結果'混声'女声合唱を合わせて250人余の大合唱団になりました｡池辺先生による事前の指導は'先生の楽しいお話とともに'多くの合唱曲を手がけてこられた先生ならではの的確な指導･助言により'合唱団に見違えるような変化をもたらしました｡

ワークショップ当日は'モデル合唱団､

観客をあわせて'およそ1ー000人の参加があ-ました｡全体合唱には伊勢'津､鈴鹿'桑名'員弁からも参加'また児童の合唱団の参加もありました｡市長を迎えての第6 0回市民文化祭の開会セレモニーから､モニターに楽譜を映し出してのレクチェア'途中'趣向を変えて池辺先生の作曲うらばなし'フィナーレの全体合唱まで､中身の濃い2時間3 0分の記念行事でした｡合唱の持つ魅力を改めて感じた催しでした｡

小鼓･笛などの昔と動きのある出し物に魅了していました｡

共に､作品に込められた作者の情熱に想いをめぐらせ､新しい時代の文化芸術の胎動を感じていただけたと思っています｡
と-に'彫刻部門では'日展作家の

鈴木次男さんを始め､第4 1回日展入選の7人の作品を一堂に陳列｡絵画部門では､一水会常任理事の田島健次さんのミニ講座｡小垣内学さんの会場内での公開制作･解説をいただきました｡さらに'連日出展作家による解説を行い､入館者と作家の交流を企画しました｡
ー‥.′　=.　　　　　J 1-

2010アート展
〝郷土作家の会心作を一堂に〟展示した第6回アート展が開催されました｡様々なジャンルの作品が､広い空間に展示･陳列された｡このアート展は'ほかの展覧会では見られない企画であります｡今年は市民文化祭が6 0回を迎えて'四日市に新たな文化芸術の風が吹-中での開催となりました｡多-の市民の方々にご来場いただき(1482人の入場者)作品をご堪能いただ-と



｢橘R】

妃昌子シャンソンコンサート｣
時　7月1 5日(木)パリ祭

｢Qu･-新宿三丁目｣ジョイントコンサート
1 0月2 2日(金)内幸町ホール(新宿)1 9時開演1 1月2 7日(土)ムーシケホール(四日市)

1 7時30分開演

内　容　橘妃昌子シャンソンコンサート

名曲の数々､懐かしのシャンソン'秋のシャンソン

第1 3回日　時会　場主　催入場料

ゆかたキレイコンテスト

7月2 4日(土)　開場1 3時3 0分四日市勤労者交流センター会議室
(財)民族衣裳文化普及協会

無料

お問い合わせ先　内田量子

T･059(352)6390

●　●●　●●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●

第4水曜日､青い部屋1 8時3 0-2 2時戸川昌子､じゆんとネネ他共演東京へいらしたら是非お出かけを!

お問い合わせ先　橘妃呂子　03-3719-4252
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●

第2E)　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

第1 5回発表会｢夕涼みバレエコンサート｣

内主会日

容催場時

内主芸自

害催場時

7月1 9日(月祝)　1 7時～四日市市文化会館　第1ホール小原芳美バレエスタジオク一フシックバレエの小品集

後　援入場料

9月1 2日(日)　開場1 2時30分　開演13時四日市市楠福祉会館Mus-c C 0 nb Oファミリーで楽しめる幅広い演奏と演目と障がい者バンドの演奏四日市市､二重教育委員会､四日市商工会議所他無料

ヴァリエーションの発表

入場料　無料(整理券)後　援　E]田市市tE]白市市文化協会

中日新聞､県バレエモダンダンス協会

お問い合わせ先　小原芳美バレエスタジオ

T/FO59(322)4782

お問い合わせ先　西尾美幸

T･059(347)1351F･059(345)0496

《編集後記》
☆輝-夏の楽しみな行事｡地区の

盆おど-を特集してみました｡

☆盆踊りの楽しみ方はいろいろで'伝統を
重んじる'コミュニケーションを楽しむ'子どもたちの心へ伝承など｡汗と智恵を結集しての行事に取り組むみなさんは'輝いて見えました｡

☆取材はかかえきれない感動と書き
きれない情報'その熱意には脱帽しました｡

☆当協会の市民文化祭6 0回記念行事に
全会員は心血を注いでまい-ます｡

☆rパッション｣編集部員を募集しています.☆ご提言'原稿'お待ちしてま～す｡

(延)

パッション第四十二号

●発　行●発行人●編　集●発行所

平成22年7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･山口香魚中西まき子･本郷信輔清水暁美･内田量子加藤　武･九鬼多賀子四日市市文化協会
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･･-一･一小窓の演出から､
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総合インテリア

監雷詰慧毘東3THB_8甥2
TE L　(059)-346-7933(代)

FAX　(059)I-346--7913

E-mail: K-Kataoka@mx.bayc托y.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) 35ト5286(代表)

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



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)

2010ムーシケおすすめコンサート情報
♪1 0月1 6日(土) <ショパン生誕200年記念>高橋多佳子ピアノコンサート(お話付)

■開場15:30 ■開演16:00　ピアノの詩人ショパンその名曲にまつわるお話と演奏を楽しくお届けします

■入場料(前売り)シングル2,000円ペア3,000円学生1,000円(税込み･全自由席)

【プロフィール】桐朋学園大学音楽学部卒業後､国立ワルシャワ･ショパン音楽院大学院研究科を最優秀で修了｡

第1 2回ショパン国際ピアノコンクール第5位入賞､数々の国際コンク-ルに入賞第22回日本ショパン協会賞受賞｡

♪1 1月14日(日) <シューマン生誕200年記念>ムーシケドイツリートの楽しみVoI.2

■開場13:30開演14:00

●入場料(前売り) 2,000円(税込み全自由席)
シューマンのリート曲を中心に､分かりやすいお話を交えながらドイツリートの美しさ､楽しさをお届けします｡

シュ-マン/女の愛と生涯他

谷村るい子(ソプラノ)池田寿美子(ピアノ)森弥生(お話)

【チケット販売お問い合わせムーシケ友の会会員申し込み】

第一楽器四日市店ムーシケ(四日市市文化会館前) TEL (059) 353-7361

四日市市安島2丁目32 10:00-18:00月曜日定休


