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住み続けたいまちに

塚　田　盛　久
(元四日市市文化協会　副理事長)
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時で'市民文化というものを痛感したのを思い出した｡そして最近'世界各地を旅した有名人の　｢文化の豊かなまちは'豊かな自然を大切にしている｣との言葉に出会った｡

＼　＼

～豊かな自然を大切に～
三･一一の大津波に全滅し

た陸前高田の見事な桧原が惜しまれている｡

若山牧水の歌碑｢幾山河こ
えきりゆかば寂しさのはてなむ国ぞけふも旅ゆく｣が建つ沼津の千本松原を'一部伐採して施設を建設する行政の計画に'沼津･三島の市民たち(老人クラブ･子ども会･文化団体なども)　こぞって反対運動に立ちあがり､現在､松原は無傷で残っている｡

丁度､四日市公害最盛期の

～文化不毛の都市ではない～

私も音楽は大好きである｡

でも残念なのはわが町をうたった歌が本当に少ないことだ｡

四日市では市民による｢第

九演奏会｣が'文化協会などの熱意で歳末恒例化してきた｡
これと並行した'毎年オー

ケストラと共演でヘンデルの｢メサイア｣'モーツァルトの　｢レクイエム｣'ベートーヴェンの　｢荘厳ミサ曲｣などを毎年市民中心に演奏し'市民オペラとして　｢魔笛｣'『カルメン』　そして｢アイーダ｣まで上演Lt新旧四日市の自然環境･文化･産業･未

来を歌いこんだ｢交響詩四日市｣　(中井正義作詞･山本直純作曲)をもっているまちが'人口三十万人規模の地方都市で､ほかにあれば教えてほしい｡四日市はけっして文化不毛の都市でないことを'市民の皆さんに'もっともっと知ってもらいたい｡～生活に溶け込んだ歌を～

反面'私も歌うことは大好

きですが'風呂の中でふと口ずさむ曲などは｢古賀メロディー｣などの懐メロが多い｡ベートーヴェンやヘンデルは出てこない｡普投の生活に溶け込んだ親しい歌こそ好ましい｡広-歌いこまれているまち函館･横浜･神戸･長崎(四日市も港町-)'おのずから童謡や演歌･ポップスなどが生まれ出るまちにしてゆきたい｡
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伊勢紳骨の

木桶を飾り線t)て
『桶　善』藤　見　義　勝

はじめまして､千数百年の

間'桶づくりを続けている『桶善』　でございます｡子供の頃から父の背中を見て育った私は､木劃して円を作-棉の型にしてい-ことに興味を持ちました｡先人の職人方々は学校で円の計算を学んだわけでもないのに修練で見事に桶を作-上げるのです｡すでに千数百年前から円周率花㍗の計算が桶づくりの中にあったのです｡揺-篭から墓場まで､日本人の生活のすべての暮らしに必要な道具でありました｡

だが'今日にな-ますと桶

に代わる道具が現れて'木桶は暮らしから消えつつあるの

です｡少し厳しい現実を書かせていただ-と桶職人では生活の程になりません｡以前'桶屋は住宅設備屋の先駆けでありました｡おかげさまで桶職人として桶作りを融合させ今日まで作り続けることができました｡ところが現在は'住宅設備も大変多い職種となり'桶を作-続けることは非常に困難になりつつあります｡

しかし'私ども

にとって桶屋冥利

槙の風呂桶

神宮に奉納する桶

につきるありがたいことがあ-ます｡それは'神様の道具を作らせて頂いていることです｡伊勢神宮大宮司様より'父　善六は平成二年に感謝状を､私は平成十五年に顕彰状を頂戴いたしました｡神職の方々が祭儀の恩奉仕の前には必ず御身を清めるのです｡数百年育った木を切り'割り物にして鈍をひとかけ'ひとか

けして作-上げた桶です｡こうして出来上がった木桶を神様の世界で守って頂いております｡

みなさまにもう一度木桶の

温もりを知っていただき'一人でも多-の方に使って頂きたいと念じてお-ます｡今後も桶職人として'また住宅設備屋として両立を貫いていく所存でございます｡
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プロフィール

これまでも､これからも｡ずっと､ごまの総合メーカーです｡

九鬼産業は明治19年(西暦1886年)の創業時よりごま油の製造を行い､昭和40年代よりごま食品の数々を提供し続けてい

る､ "ごま"の総合メーカーです. 19世紀から始まり､21世紀の扉を開いた今も●ごま"の魅力を追求し､昔ながらの製法を守り､

安全で価値の高い製品づくりを心がけています｡食に対するこだわりを持ちつつ､ごまのことなら何でもチャレンジしていきますo

感謝を込めてお客さまへ｡より良い製品をお届けするのが使命です｡
当社のごま製品を愛用してくださるお客さまなくしては､私達が社会のお役に立つことはありませんoですから､つねに安全

で高品質､おいしさを追求した製品づくりを目指しています｡選りすぐりの原料を使い､厳しいチェックをしながら手間暇かけて

つくりあげること｡社是｢生産を通じて社会に奉仕する｣を実践するために､お客さまに感謝の気持ちを持って､努力を惜しま

ず､喜んでいただける製品を生み出していきます｡

九鬼産業株式会社

三重県四日市市尾上町11番地

昭和26年1月10日(西暦1951年1

明治19年(西暦1886年:

60,000,000円

186名

九鬼　祥天

渡辺　伸祐

臼井喜久雄

宮口　文一

九鬼　高根

伊藤　尭夫

会社概要

商　　　号

本社所在地

設立年月日

創　　　業

資　本　金

従業員数
役　　　員　代表取締役会長

代表取締役社長

常務取締役

取　締　役

取締役･相談役

監　査　役

九鬼産業は明治十九年にご
ま油の製造を始めました｡

それ以前は四日市が菜種の
産地であったため菜種油を絞っていました｡当時の　(八代冒)　九鬼紋七が'｢油を絞るなら最高の油を絞ろう｣とごま油の製造を決意しました｡

ます｡

以後百二十五年間薬品を一
切使用しない　｢圧搾法｣を九鬼産業の伝統として守り'安全でおいしい高品質な製品を作-続けています｡

(レポート　石井　亨)

代衣取締役会長九鬼祥夫　代表取締役祉追渡辺伸祐

八代目　九鬼紋七

そしてイギリスより圧

搾機を購入し､三重県四日市にて日本で初めて機械によるごま油の製造(圧搾法)　を行いました｡

圧搾法とは､圧搾機の
締め具合を微妙にコントロールしながら'ごまを押しっぶして池を絞-出したあと､和紙や布などで何度もろ過を繰り返して製品化してい-方法です｡

手間はかかりますが'

物理的にごま油を絞り薬品を一切使用しないため'風味が全然違う｢安全性とおいしさに優れた製品｣を作ることが出来

明治時代のイギリスから購入した圧搾機　　　　当時の工場
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匂永身うわ

株式会社稲藤
代表取締役　稲垣　嘉英

あいしゆく

東海道『間の宿』

日永で､うちわが作

られ始めたのは'今からおよそ三百年程前の江戸時代と言われております｡東海

道は'毎日沢山の旅人が往来していたため'土産物として盛んに売られるようになりました｡元々'うちわは中国から渡ってきたもので'貴族や豪族の人が装飾品とした-､風塵や日光をよけるためのものでした｡そのようなうちわが一般の人々にまで使われるようになったのが江戸時代なのです｡
日永は東海道と伊勢街道の分

岐点であり､一日に往来する人の数は多い時で一万人いたとも

れておりました｡しかし､に関西線が開通したため'

明治二十年代歩いて東海道

言われています｡茶屋や旅龍が軒を連ねており'日永うちわの他にも'永餅､日永足袋が有名で'日永の三大名物と言わ

を旅する人が激減して'衰退の一途をたどっていったのです｡その上､扇風機やクーラーの出現も追い討ちをかけました｡全盛期には十数軒あったうちわ屋も戦後は三軒に減り､今では弊社一軒を残すのみとなってしまいました｡



特集～伝統を引き継ぐ～

私も若い頃は先代のうちわ作-の苦労

を見て'出来上がったうちわを仕入れて売った方が楽に儲かるのにと思っていました｡しかし､先代が亡くなり'自分の代になってみると'うちわ作りをうちが止めてしまったら'日永うちわは途絶えてしまう｡一度'絶えてしまったら､歴史はそこでストップしてしまう｡その事の重要性に気が付いたのです｡全盛期には年間四十万本作っていた日永うちわを絶やすわけにはいきません｡先代の姿を思い出し'奮起する事にな-ました｡

先代は生前'｢商売が続-限り'日永

うちわの灯を絶やすな｣とよ-言っておりました｡｢商売は牛のよだれのように細-長く｣とも言っておりました｡しかし'私はやるからには大き-したいのです｡守るだけでなく'攻めていきたいと思うのです｡その現れが近年続けて発表した｢消臭うちわ｣　｢香るうちわ｣　｢虫よけうちわ｣　です｡香-のするうちわはずっと作りたいと思っていたのですが'つけた香りが長続きせず'ひと夏もたないのでなかなか商品化できずにいました｡それがどうしても作りたいと思うようになり'うちわを眺めて毎日考えてい

たところ､ある時ふと思いついたのです｡日永うちわの特徴である丸い柄の部分に何か仕込む事はできないだろうか-何を仕込めばよいだろうか-脱脂綿-スポンジ-そこからがまた大変でした｡ネットで調べたり'アロマの会社を何軒も訪問したり'そして香り玉というものに出会ったのです｡アロマオイルの香りも二十種類ほどの中から実際に試して'う

_I--1--

i

H=HHHり川川は

ちわにあう持ちのよい香-を選びました｡そして'やっと納得できる｢香るうちわ｣が出来上がったのです｡おかげさまで'｢香るうちわ｣　｢虫よけうちわ｣はヒット商品となり､日永うちわ復活の第一歩となりました｡開発に当たっては三重県産業支援センター様や四日市商工会議所様に大変お世話にな-'それらの方々の協力がなければ今でも商品化できてなかったかもしれません｡

日永うちわだけで商売をしていたら'

きっと'守-続ける事を諦めていたことでしょう｡しかし'ギフト販売など'他のことも商売に取り入れながらやってきたから続けて来れたのだと思います｡販路拡大､職人の育成'材料の確保など'今でも課題は沢山ありますが'ひとつひとつ考えながら取-組んでい-つもりです｡日永うちわは商品を買っていただ-お客様'会社で働-従業員'品物を卸していただく仕入先'その他､弊社に関わるすべての皆様の支えがあって'はじめて守っていけるのだと思います｡すべての事に感謝の気持ちを持ち'これからも一本一本作り続けていきたいと思いま
す｡



みなも

沖縄の海｢水面｣を

テーマに

近藤麻美さん
Kondo Mami

四日市市立川島小学校から

三滝中学校'そして三重県立飯野高校を出て沖縄県立芸術大学を卒業､同大学大学院に進学｡沖縄の海のきらめきに魅せられて'様々な表情をする　｢水面｣を措-近藤麻美さんです｡

二〇一〇年三月に四日市市
立博物館での　｢近藤麻美･個展-水面｣を'二〇一一年八月には'本誌でご紹介した｢ギャラリー慧｣　で近藤麻美展｢み･な･も｣を開いた｡本誌が発行されるころには､県総合文化センター第二ギャラリーにて十三人の作家さんの一人として作品を出品され

ています｡画家を目指す若き作家にエールを送-たい｡

近藤麻美さんに今後の抱負

を語ってもらった｡

｢私は現在'沖縄の海や河

をモチーフとして　『水面』　をテーマに制作しています｡

いろいろな表情をもつ水'
水面にキラキラと反射する光の表情に惹かれています｡

4月から沖縄県立芸術大学

の大学院に進学することとな

り'今後も今までより更に､私の感じていること'水面のもつ美しきを伝えていけるよう､自分の表現を深めていきたいと思っています｡

絵を見てくれる方に'少し

でも感動を与えることが出来るように'日々努力して制作に励みたいと思います｡

どうぞ応援をよろしくお願

いします｡

(レポート　西村邦彦)

水面81　　　　　　　(97OX14501　2010･12･16

イールフロ

88年　三重県四日市市生まれ
0 8年　沖縄県立芸術大学絵画専攻入学

1 1年　国際瀧冨士美術賞　第32期奨学生
1 2年　沖縄県立芸術大学絵画専攻卒業

風
10年　｢近藤麻美　個展　一水面- ｣

㍑2 02 02 ｡個2 0

四日市市立博物館･市民ギャラリー
｢近藤麻美　個展｣

沖縄/沖縄県立美術館･県民ギャラリー
201 1年　｢近藤麻美　個展｣　三重/gaHery USTl

｢み･な･も｣　三重/ギャラリー慧

2012年"r e f l e c I ion"

沖縄/沖縄県立美術館･県民ギャラリー



旧常磐尋常高等小学校奉安殿

日本考古学協会会員　北　野

近鉄内部線赤堀駅の西方'赤
堀二丁目一七番五号に所在する浄土真宗高田派の乗昌山誓元寺に'鐘楼･山門とともに平成二十三年七月二十五日付けで国登録有形文化財に登録された｢光雲殿｣という建造物がある｡

写真の光雲殿は､四日市市立
常磐小学校の前身'常磐尋常高等小学校に皇太子殿下(今上天皇)　ご降誕記念として昭和十年三月に完成をみた｢奉安殿｣　であり'戦後の昭和二十一年に現在地に移築保存Lt納骨堂に変わり今日まで活用されてきた｡

奉安殿とは､各学校に下賜さ

れた天皇･皇后両陛下の写真である｢御真影｣や｢教育勅語｣及び｢詔書｣などを安置した施設で'登下校の際や各種式典では最敬礼をしなければならなか

った｡

しかしながら'昭和二十年

八月十五日の終戦によって'軍国主義教育の排除から連合国軍総司令部(GHQ)　の指令に基づき奉安殿は取-壊しの憂き目にあったが'施設の名称や所在の場所を変えながら巧みに生き残-'清水啓介著『現存奉安殿調書』　(平成二十二年四月三十日発行)　によると全国で百六十一の事例が報告されている｡

旧常磐尋常高等小学校奉安
殿もそのうちのひとつで'その構造は耐火のため切石積みの基壇上に建つ鉄筋コンクリート造平面一間四方の平屋建て､外壁はモルタルペンキ塗りで'四隅に柱型を造り出した洗い出し仕上げであり'屋

根は陸屋根軒を左右に出して中央部をドーム型に起し､正面に切妻破風の持送り庇を突き出した意匠である｡

そして'正面外壁に掲げた
高田本山法王命名の〝光雲殿

〟の銘と'正面内側の木製唐
戸に刻まれたク奉安″　の文字がみられ､転用された施設であることがわかる｡

小学校に再移築された洋風コンクリート造陸屋根タイル張りの旧県尋常高等小学校奉安殿'西坂部町の山之平地蔵堂に姿を変えた木造切妻造平入り瓦葺きで､元は合紀した神社の宝殿であった旧三重尋常高等小学校奉安殿が現存している｡

旧常磐尋常高等小学
校のもうひとつの奉安-殿が'松本五丁目三番十一号の浄土真宗高田派の説教所　｢粉本道場｣に移築保存されている｡

明治二十七年四月に
学校が移転･開校した際に職員室の南側に建てられた木造流れ造瓦葺きの施設である｡

なお､四日市市内に

はこの他に､西村町の殖栗神社に木造切妻造平入-瓦葺きの旧保々尋常高等小学校奉安殿'赤水町の四日市市立県

J　　････　.

＼･. ■
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人と/'tiを撮り続けて
-きfi'旅ol途中

大橋写真館　大橋允子さん

四日市都ホテルに戦前から

四日市と四日市市民を撮-続けてきた大橋写真館がある｡創業者の大橋勲氏はアマチュア写真家の時から全国的にその名を知られた人で､林忠彦､

秋山正太郎といった後に日本の写真芸術を牽引してい-事になる重鎮とも親交があ-､その交わりは氏が亡くなるまで続いたと言う｡

今回は勲氏の没後'写真館の

大橋ファミリー　右上允子さん､右下有子さん(長女)

左下慧さん　左上有希子さん(慧さん妻)

主人として長く仕事に携わってこられた大橋允子さん'そして長女の有子さんとその息子慧さんにもお集まり頂きお話を伺った｡

允子さんは昔を振-過-なが

ら夫君勲氏の思い出を静かに語る｡｢戦後復員してから営業写真を撮りつつ'林忠彦さんの薦めもあって二科展に出品し人選を果たしました｡その後会友となり若手の育成にも努めました｡｣多くのアマチュア写真家が沖の島の写真館に集ま-'写真について熱く語り合ったという｡ある時'一人の写真家から'｢写真は機械'つまりカメラが介在するから芸術とは言えない｡｣という意見が上がった時'勲氏は'｢カメラは我々にとって絵筆と同じもの｡ファインダーを通して被写体を写し取った瞬間'写真家の表現しょうとするものがフィルムに映し出されるんだ｡｣と反論されたという｡｢あの人は本当に心の優しい人でしたから'それが撮った写真に投影され出て-るのです｡｣と雑誌に掲載された作品を愛し



大橋　勲氏の作品

むように眺められた｡

勲氏が六十二歳で他界される

と'允子さんは悲しみの中'写真館の経営を引き継いだ｡その後'次女賀子さんをモデルにした肖像写真が富士営業写真コンテストで見事金賞に輝き'プロ写真家としての地位を磐石なものとした｡

さて最近はデジタルカメラが

主流になってきたが'それについて意見を伺った｡｢うちは四日市で最後までフィルムを使っていたスタジオです｡実際'デジタルカメラで上手に表現するのは大変難しい面もありますが'残念な事にフィルム会社が印画紙の製造を中止してしまったので､やむなくデジタルに移行したのです｡｣そして允子さんは'｢プロの写真家は人物を振るということに関してどんなカメラであっても姿勢は同じでなければなりません｡だから常に切瑳琢磨して技術を向上させてい-ことが大切なのです｡｣ときっぱりとした口調で語られたのが印象的だった｡

現在'長女有子さんと孫の慧

さんが允子さんの片腕となって写場を切-盛りしていらっしゃる｡大橋写真館に毎年家族写真を撮りに訪れる家族も多いと聞く｡｢ファインダーを覗き幸せな瞬間を取-込む'それは大変難しい作業ですが'作品はずっと残ってい-のですからおろそかには出来ません｡このスタジオが家族の杵を深める場所となり'ここで撮った写真が思い出をつなぐ1ページになって-れる｡そのためにもよりご満足いただける作品を作る事'それが今の私たちの課題です｡｣と有子さんは語る｡こんなエピソードも披露して-れた｡｢ある時'近々入院し手術を受けられる女性のお客様が娘さんを伴い来店されました｡万が一のことを考えられて写真をと考えられたのでしょう｡ご本人の写真撮影が終わった後ふと思い立って､お嬢様とご一緒の写真をお勧めしました｡後日娘さんは'あの時本当は母と二人の写真が撮りたかったが'何か母に申し訳ない様な気がして言い出せなかった｡本当に良い記念になりました'

と言って下さいました｡｣

昨年の夏三重県写真館協会は
｢家族に見せたいあなたの笑顔｣と題して肖像写真のモデルを募集したところ'多数の応募が寄せられた｡四日市で撮影された作品は市内のショッピングセンターに展示された後'各人に無料で贈られた｡允子さんは語ってくれた｡｢東日本大震災は私に写真の存在価値の大きさを教えてくれました｡泥で汚れた家族の写真をいとおし-抱きしめる光景を映像で見て'写真は家族にとってかけがえのない宝物なのだと改めて感じました｡単なる記念写真ではな-'その

一瞬の心を撮る｡私達写真家は重要な使命を担っているのですね｡｣

スタジオのショーウインドウ

には'大橋家三代の長年にわたる誠実で弛まぬ努力に裏打ちされた写真の数々が'優しい微笑を浮かべながらさ-げな-飾られていた｡

(レポート　石塚真木)



粥妙参篭診砂

.■

【り　砕】

喜怒哀楽の果てに

選評･樋口　仁

いろいろあって燃えないゴミの方にいる

松井　湖育

志貫き適す冬木立電灯を一つ灯して皆で居る

藤川　美和梶川　和代

向かい風受けて闘志が湧いてくる

井垣　和子

押して引-息もぴったり夫婦舟

鬼頭きよ子

講釈が延々統-曲り角

川崎はつ子

旅先でひょいと聞こえた国耽り

内山サカ枝

こちら見る父の笑顔が男前

中村

忠

しなやかに生きてきました古稀の坂

福田　敦子

清水会計事務所
税理士　清水　常雄

税理士　清水　秦

〒510-0095　三重県四日市市元新町3番10号
TEL (059) 351-5286 (代表)

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



市文化会館開館30周年記念

によせて

今年8月には文化会館開館30周

1年を迎えるが､その記念事業に私

どもの｢四日市地域ゆかりの『郷

土作家』顕彰事業委員会としては

｢伊藤桂一文学　オータムセミナ

ー｣を提案し､参加できることと

なった｡

伊藤桂一『落日の悲歌』は昭和

46年､長谷川一夫の演出によって

宝塚歌劇団公演｢我が愛は山の彼

方に｣となり評判となった｡昭和

59年の2度目の公演では芸術祭

賞･優秀賞を受賞し､その後も平

成11 ･ 12年､平成23年と再演を重

ねるほどの話題作が､今年2月に

はDVD化され発売された｡

開館記念事業では､宝塚歌劇団

グランド･ロマン公演｢我が愛は

--｣のDVD鑑賞会と伊藤桂一講

演会を開催する予定であり､この

機会に｢韓流ドラマブーム｣のさ

きがけとなった伊藤桂一文学に親

しんでいただきたい｡

(志水雅明)

高橋　　忠

○温かい風が古本屋の隅に エアメール切手の国でクーデター

神野深知子

背かれる日に備えてる雨模様

古川　正勝

〔評〕簡単な事を簡単に言っているようですが'人生の深いところを突いているように思います｡古本屋なんて誰でも立ち寄るところですが'そこでみつけたものはあたたかい心｡そこに流れているものは､やさしい生き棟なのです｡古本屋はどこにでもあります｡いつでもその心の中に入っていけるのです｡

○持て余す等身大の欲一つ

石田　勝輝

小さな事のようですが'大きな枠組み

の中にまとめてあります｡誰でも等身大の欲はあるものです｡自分を鏡に映してみればよく分かるものです｡心に迫る旬になりました｡

いま将棋sho9J'ガ面白い.1
･ ･ ･ http://www.amaren.comI

強さを敢学で毒-ie l当会独白のレーテインク方式】でめきめき上達する
･-会員募集中今すぐ入会3000円/年間

○伝統文化の一つ将棋で楽しみたい人【会】のご相談にお答えします｡

当会は将棋の分野での地域N POをめざしています｡

匡園日本アマチュア将棋連盟東海ブロックよっかいち
〒 510-0085　四日市市諏訪町7117 (四日市市役所北となり)

℡･ファックス059-354-0625



tぱな草a流

熊　本　梨　里さん

｢いけばな草月流に入門して

50年にな-ます｡お弟子さんをとるようになってからも40年過ぎました｡早いものです｣当時を振-返るような遠いまなざしで､熊本梨里さんは話し始めました｡

｢創流者'勅使河原蒼風師の
『花伝書』を座右にして'時代とともに変わりつづけるいけばなを､目指しています｡大作にも小品にも斬新さと親しみやすさが必要なんです｡花材に託して'自分の想いを表現していきます｡私の感性であり'思想でもある作品の一部をこのように'ピンナップしています｣

案内されたお稽古のための部

屋の壁には'これまで手がけた主な作品の写真がかかげられています｡草月会三重県支部長を

務められたこともあり'3メートルを超える大作もあるようです｡そのときどきの､想いや意気込み'インスピレーションがこめられた記念碑のように思われました｡

｢大作はたいへんな力仕事

になりますが､それなりにインパクトがあ-ますから'見る人に働きかけるパワーも'ダイレクトに伝わるものがあ

ります｡それが'活けているという実感としての手応えにもなります｡この道に進んでよかったと思うのは'そんなときでしょうか｣

『草月いけばな展』　への出

展はもちろん､依頼された場所へ出向いて活ける出張いけ

に'時代や生活をいけばなに映すことで'人とともにあるというコンセプトが草月流の基本であると'熊本梨里さんのお話からうかがえました｡このたび　｢草月家元賞｣を受賞され'3月東京での授賞式に向かわれるとのこと｡いけばな文化を広め'街にも人にもうるおいのある暮らしを'展開してこられたからでしょ
ヽつ○

(レポート　加藤恵子)

ばなもされています｡また､｢後ろ活け｣といって､観客と向きあって'作品の背後から手探-で活けるデモンストレーションもあるそうです｡

｢花は活けたら花で

な-'人になる｣　と『花伝書』　にあるよう

●熊木梨里　プロフィール　　　四日市市三ツ谷東町

いけ花

愛知県名古屋市出身｡ 2000年　草月会三重県支部長に就任

2002年2月まで｡ 2000年4月　龍美苑(きもの展)大作｡

2001年2月メガネのミキにて｡ 2002年2月　初代家元勅使

河原蒼風生誕百年記念展を三重県支部展として開催｡中部近

鉄百貨店催事場を竹3000本使用して三重県にて初めての大規

模な華展をした｡

2004年8月　三重石商事55周年パーティー会場に超大作出展

(凶日市カントリーにて)

草月流師範会理事｡現在　イケバナインターナショナル会員･

中日イケバナ協会会員｡

2012年3月　草月家元賞受賞



民俗玩具の館
おもちゃぽこ

｢於茂千也函｣を訪ねて

三代目　伊藤吉兵衛さん
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近鉄富田駅のほど近-に数万
点にも上る民俗玩具を所有されているという伊藤家がある｡今回はご無理をお願いしてそれらの玩具を拝見させていただいた｡

伊藤家は今も地元では　｢酒吉

さん｣　と呼ばれているように'大正末期まで酒造りの蔵元をされていた｡現在伊藤家に残る玩具は吉兵衛親子が二代に渡-収集したもので'日本全国はもちろんのこと中国'朝鮮､東南アジアそして南アメリカの手作り玩具も含まれていると聞-｡多くは二代目'三代日吉兵衛さんが酒の営業販売に各地の得意先を訪れた際'お土産として購入されたものだという｡T収集され

ふくどう

た玩具は三代日吉兵衛　(廟堂)時代に二棟の酒蔵に保存陳列さ

いわ

れた｡その一棟は児童文学者巌やさざなみ谷小波により｢於茂千也函｣と命名され'もう一棟は川崎巨泉

こうもりどう

が｢廟堂｣と名づけた｡残念なことに｢煽堂｣は伊勢湾台風で大きな被害を受けその後解体されてしまった｡

さて現在､民俗玩具共々'県

の有形民俗文化財に指定されて

なまこかべ

いる｢於茂千也函｣は海鼠壁が美しい平屋の建物で'その正面

うそ

は鳥の鷺を摸した四本の柱があり､玄関の二本の柱は蘇民将来をかたどってある｡入口の天井は伊勢神宮別宮の古材が使われているという｡

建物の中に入るとその数の多

きにまず庄倒される｡天狗の面'大小様々なこけし'天井からは凧が吊り下げられ'何列にも配置された棚にはぎつし-と全国

各地の郷土玩具や獅子頭｡はたまた異国の不思議な人形の置物達｡暫くはただただ驚博することしきりであった｡当代にお伺いすると'昔'年の暮れになると中日新聞が翌年の干支の置物の写真を振りに来ていたそうである｡またこれほど多-の玩具が今も残っているのは富田が空襲を免れたからだとのこと｡しかし昭和34年9月の伊勢湾台風で15000個以上の玩具が壊れ消失してしまったという｡

広い庭には三代日吉兵衛さん

の子どもと愛犬'代々飼育されていた鳩が彫られたブロンズのレリーフが玩具塚として今も建っており'玩具の霊を慰める両堂も残されている｡明治'大正'昭和'全国から多くの文化人'茶人が伊藤家を訪れ逗留したという｡玩具を愛でつつ酒を酌み交わし'時には文化論を論じ合い'また時には遠い異国の話しに花が咲-'そんなサロンの役割を伊藤家は担っていたのではないだろうか｡

(レポート　石塚真木)



四日市の第九演奏会昨年末の第九演奏会で'連続8

回日｡第九を歌いたい人を毎回､公募して集まった合唱団貞200余名-合唱団｢フロイデ｣｡厳しくも優しい合唱指導の先生に支えられて6月からの予備練習'9月からの音と-'パート別と本番練

習を重ねてきました｡地

ました｡地元のケーブルテレビで1 5日間の放映が実現しました｡(今年は1 2月24日です)
ニューイヤーコンサート

2012

第61回 俶ﾉ?ｨ�8�9j�ﾈ��[h嶌ﾝR�

元ゆかりのソリスト'プロオーケストラとの共演の演奏会でした｡

今回の第1ステージは､

東日本大震災の東北のみなさまへのメッセージ曲､
一度はうたいたかった合

唱曲も歌うことができました｡合唱団員が第九の
1楽章から舞台に上がり

｣一山一一一-山』山一■-』}■■■■-

セントラル愛知交響楽団の四

日市定期演奏会の第2回日でした｡四日市出身の音楽家や楽団'小～大学生との共演する演奏会として始まりました｡昨年は'ピアニストの佐藤恵子さん､暁中高合唱部のみなさんの出演で'好評を得ました｡今回は'第1部にソリストの馬場浩子さん､井原義則さんのオペラアリア第2部は四日市市立山手中学校吹奏楽部　(選抜)　と四日市吹奏楽団でみなさんでした｡(第3回は1月6日です)

日本邦楽まつり･キッズ･ドリームコンサート･総合美術展新春の2月24･25日は'市文化

会館で｢日本邦楽まつり｣　｢キッズ･ドリームコンサート｣そして｢総合美術展｣が開催され盛況でした｡

みんなで創造ろう楽しい集い!

をテーマに総合美術展が開催された｡第1展示室には絵画'書道'写真'尾張絵'俳画'押し花'人形等､指導者の作品と共に生徒さんの心躍る会心作が'広い会場を埋め尽くしていた｡

第2展示室では､彫刻を軸に染

色'陶芸'竹細工等の工芸作品が陳列された｡真剣に自己と対峠して作-上げた作品は､心に響く力強さがある事を教えられた｡

総合美術展



第48回三省会喜作展会　場　E]白市市文化会館展示室日　時　3月23日働　1 2時～1 7時

2 4日出　9時3 0分～日時25日㈲　9時30分～1 6時

入場料　無料主　催　三省会お問い合わせ　℡353･2874(花井)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

深山流豊祥会2 5周年記念舞踏会｢春をどり｣会　場　菰野町民ホール日　時　3月31日出　1 2時30分～1 6時30分入場料　無料主　催　深山流豊祥会お問い合わせ　℡326･2106(深山)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

春よこい　花に祈りを会　場　四日市市文化会館展示室日　時　3月3 1日出～4月1日㈲

両日とも1 0時から日時

入場料　無料主　催　いけばな童会お問い合わせ　℡353･1807(杉山)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

琴伝流大正琴｢春の演奏会｣会　場　四日市市文化会舘第2ホール日　時　4月28日jj 1 0時1 5分開演入場料　無料主　催　琴伝流大正琴全国普及会E]日市支部お問い合わせ　℡332･7565(清野)

第34回全回アマチュア将棋
レーティング選手権全回大会

会　場　四日市市文化会館展示室日　時　5月3日㈹～5月6日脚入場料　観戦無料主　催　日本アマチュア将棋連盟お問い合わせ　℡354･0625(西村)

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

キッズダンス発表会会　場　E]日市市文化会館第2ホール日　時　5月4日働　1 8時開演主　催　ユニット～･-～(アイ)お問い合わせ　℡090･2347･1884(鈴木)

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

E)日市交響楽EE)第3 4回定期演奏会会　場　E]巳市市文化会館第1ホール日　時　5月6日㈲　1 3時30分開演入場料　l　般　1000円(当日1200円)

中高生　　500円(当日　700円)

文化会館ほかにて販売中主　催　E]日市交響楽団お問い合わせ　℡322･0558(水谷)

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

マジックお楽しみ会会　場　E]白市市楠福祉会館日　時　5月20日㈲　1 3時30分開演入場料　無料主　催　三重奇術愛好会お問い合わせ　℡326･3587(川田)

*月曜日* J環代俳句:伊藤政美先生第2tt/13:00-ー5:00月計8000円 一桁-]11才サ門井映璃先生第2.川9:00-21..00月那000円 冉ﾒh4�8�7H6tET�� 朝�ﾘ+X7ｨ�ｸ8ｸ,ﾈ+(栗>�｢� 

I:トワ白嬢文具館2階TBl:059-353-73 �3s��A要望量3碧く13坪) 

*木曜日* )カfJク■ラフパ夜)=奥忠佳子先生第2.I/19こ00-21=OO月謝3C Jえタラげ7●γM':安井美由た先生第8/抑30-12.30月謝2 Iオラ)rr)Z7rgアート/777'fM:長崎友香里先生.溝口早苗先生 削/10=30-12二80月311500円 優�冷����冷�

+ク●ラス7小関弟子先生第2/tO:00-12:00月器2000円 劍橈帝i�荀ﾈ麒�'Dﾃﾒ�ﾙ��dd飲�*�.�*飲�$､ﾈ,X+r�

*火曜El* 剩)lｩ��3f驅宙��-ｒ�

■水彩.油緬=山蕗四郎先生第1.8/10‥00-12‥00月糾000円 凵戟Rノ �+俾i8���,h+X,B�

(水影.油彩画=小林藤日伊先生第1.3/13:00-15:00月掛000円 霊力l)r訊-:平岩★由美先生第2.4/10:30-12:30月謝3000円 鎚ｾ�vｩ?ｨ�ﾂ���fﾙ�Xｷr�)'ﾉLｸ�8���i�h����ｩwﾘ���#｣��ﾔ(�C��ﾓ�X6｣��ﾈ雜��耳堅棈ﾅ�#､ｨﾌ(肢���i�h��B���｣3�ﾓ�#｣3�ﾈ颯�����3000円 �+�y駅�+�*�.�5�7ぺ5�,X+r�
拝し<f*ーお雷王寺1=て お仰.合わ<下さヽ､○ ◆●◆◆◆◆◆◆◆ シエトワ白域文具tt tq:oS†-353-7370 

■^'ス汁色態等‥台地秀柾先生勤.I/14:00-16:00月謝8000円 � 

事水曜B* I書澄二伊藤芳香先生%1.3/lO:80-12:00月計3000円 朝7况､Vﾂ｢���+%�.�､x枌�7駐ｩ�Yn駛ｸﾗ��hｼc"紕���｣3�ﾓ�#｣��ﾈ�=��磯�;i�#ｨ揵�胤ｹ�9�i�bS��2�Cﾓ���ﾂ��φ��ﾈ霽c3���冷�^�5�5�8�+�x�ﾈﾞX4��ﾃｨ�%ｸ陂���i�i�c����C��ﾓ�(�C3�ﾈ馮C����000円 

*文具館プロクあリます* httpノ/itembungukan 昔讐tfiACf.華'; 紹介し1い11. 
t書聾:伊藤芳菅先生第1.3/18:80-20:00月計8000円 rごYも書延.硬筆=伊藤芳香先生第1.3/15二00-1一日0月封郎000円 1稔手放‥森永子先生第2.i/10:00-12:00月計8008円 :讐諾意許芙矢弘堤‥o緋9g:謹瑠8円月那080円 刮~ 

*El曜日* lLE)本画:東都康之先生削.4/ー6=00-18=00月謝3 鉄��冷�



平成24年度(2012年4月1日～2013年3月31日)

四日市市文化協会評議員会開催のお知らせ

■日時　2012年5月13日(日) 13時　■会場　四日市市文化会館第3ホール

〔議　事〕第1号議案　平成23年度事業報告並びに収支決算(莱)

第2号議案　平成24年度役員変更(莱)

第3号議案　規約改定(莱)

第4号議案　平成24年度事業計画並びに収支予算(莱)

〔報告事項〕　規約内規改訂(莱)

今年度の評議員会は､昨年度の審議経過を踏まえた規約改定案が提案されます｡今回の規約改定

を機会に全面的な見直しをしてきましたが､時間的な制約がありますので､特に重要な条文の改定

に限定しました｡

要点は

①第9条の役員の項に会計責任者をおくこと｡

②日常の皆無を審議し決定するところを理事会とします(従って理事会の中にあった委員会をなく

します) ｡常任理事会は限定した事項のみを審議し決定することにします｡

③第14条の評議員会の代議員制をやめて総会にします｡これには各団体の代表者全員と個人の正会

員で構成します｡

④第8条の部門を現状に合わせて整理統合します｡以上のように重要な案件が含まれており､各団

体のです｡代表者､個人の会員のみなさんには､熱い討議を行っていただきたいと思っています｡

尚､この24年度は改定前の規約にて開催しますので､委員会毎に代議員の選出し評議員会に出席

していただきます｡

また年度替わりにより理事が交代されるところは､速やかにご連絡をお願いします｡

文化会館開館30周年を祝う｢四日市芸術文化の祭典｣

長い間､市民のみなさんとともに文化活動の拠点としてきました文化会館が開館30を迎えます｡

市や文化会館では記念行事を開催されますが､四日市市文化協会でも文化会館開館30周年を祝う

｢四日市芸術文化の祭典｣と銘打ち20-30年の活動実績を持つ文化団体､個人のみなさんと協会に

加盟する私たちと一緒になって培われてきた技芸を市民のみなさんに披露したいと思っています｡

日時　2012年9月22日出･23日(日)

会場　四日市市文化会館全館

3月末には事業の全体をご案内､ 4月には各催し毎のお知らせを発表します｡ご期待ください｡

久安典之
(オブザーバー)

石松　延･九鬼多賀子

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

●発　行●発行人●編　集

石井　亨加藤恵子清水暁美

平成24年3月1 5日西村　邦彦文化協会広報部･石塚異木･加藤　武･中西まき子

パッション第四十七号
【編集室】立春を過ぎても'厳しい寒さが

続いています｡雪害のニュースも入ってきます｡温暖な四日市にも雪が降り'恐る恐る車を運転しました｡取材も編集会議も車のご厄介にな-ます｡そのおかげで'行動範囲が広くなりました｡

広報部員としては'駆け出しで

す｡アットホームな編集会議で､初めてのことや学ぶことが多-あります｡未知との遭遇です｡大切にして､視野を広げていきたいと考えています｡　　(加藤恵子)
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