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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｡

[特集] ｢文化をささえる｣

輝くひと陶芸家塩冶友束子さん

フラッシュ愛しき隣人たちを演じる菱安かなりさん

開館30周年を迎えた文化会館｡今日も熟きみなさんを待つ｡
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元気な四日市が好き//

四日市市文化協会
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四日市市文化協会に関するお問い合わせや､入会のお申し込みは､下記へご連絡ください｡

郵便番号510-0057　四日市市昌栄町21-10　　TEL･FAX059-351-3729

ホームページ　http://www.yokkaichishibunkakyoukai.com

Eメール　　　ybk-jimu@m2.cty-net.ne.jp

開局時間　　火曜日から金曜日までの午後1時～5時(祝祭日は除く)



｢故郷は優し-温かい｣4年前､35年振りに四日市
に戻って暮らすことになったときの実感です｡

私は'生まれてから22歳ま

で四日市で育ち'大学を卒業して就職する際に三重を出て､大阪･東京で勤務し､平成20年に四日市に戻ってきました｡

戻ってから､以前の思い出

の地を巡ってみましたが'子供の頃のイメージと大き-変化したと感じるのはインフラの発達と自然の変化です｡

実家のある地域はかつて田

園風景が拡が-､冬には農家の庭先で素麺の簾が寒風に晒され'近くの小川には鮒､モロコ'鰻､絵がいて､蝶'晴蛤'蛍が飛び交っていました｡海に足を延ばすと'小学生の低学年の頃には白砂青松の遠浅の渚が続き'夏には海水浴場として賑わっていました｡そうした自然環境に溶け込むように伝統文化が大切にされ'大矢知の獅子舞'富田の鯨船'四日市中心部の大入道などが記憶に残っています｡

日本の高度成長期には石油
化学コンビナートが拡充され'工業都市としての地位を確固たるものにして'町の様相も大き-変わっていきました｡最近では'道路網の整備がさらに進み'海岸には新しい埠頭が建設され'コンテナを積んだトラックが行き交い'活力のあふれる都市と

なっていますが'文化面では伝統文化が大切に守られるとともに'音楽'陶芸､絵画'書道'写真等'幅広い分野において活発な創作が行われており'三重銀行のロビーにも展示する様々な作品を提供していただいて'お客様や職員に好評です｡

文化を育むのは､豊かな自

然と温かい人柄と強い産業基盤ですが'四日市にはこれらの要素がすべて揃っています｡古き良き伝統を重んじる風土と新しい環境から芽生える文化'ものづく-を得意とする数多-の企業と地域を愛する人々の融合が地域の発展に繋がっていきます｡私もできるだけ地域行事に参加して'四日市をさらに発展させていくことに少しでも協力していきたいと考えております｡



特集～文化を支える～①

ピアノ調律という仕事に
就いて43年になります｡四日市で生まれ育ち'地元の小･中･高校を卒業後'日本楽器(現ヤマハ)ピアノ技術研究所を経て'20歳から調律業務に携わっています｡

調律師として四十三年

ピアノフォーラム

藤　田　昇　司

子どものころから音楽が好きで'

合唱好きの姉と二人でハモリの魅力に取りつかれ'主音に対して三度や五度の音程を声に出して遊んで唄っていたものです｡中学の時にクラリネットに入る前段階の楽器でブッシュネットという楽器を友人数人と演奏し'五重奏や六重奏の編曲をしていました｡また'高校のハワイアンバンドクラブでは'演奏だけではな
く弦楽器のチエウニング(音程を

合わす為の調弦)を私が全部行っていました｡そのような積み重ねが私の音感を育てたのだと思います｡
ピアノの魅力は何と言っても一台

の楽器のみでオーケストレーションが表現出来る事でしょう｡1 0本の指を使って単音から重音を自由自在に操って厚みのある豊かな音楽を作り上げられるすぼらしい楽器です｡も

ちろん'きれいな音作りや素晴らしい音楽を弾きこなすには弦楽器を上回るほどの難しさがありますが'初歩の誰が弾いても'とりあえず'正しい音を表現出来る素晴らしい楽器です｡

調律の仕事にかかわる思い出はた
くさんありますが､特に苦い経験は忘れられません｡30年前､四日市市文化会館が出来て間もなく'ライブッィヒ室内楽団の演奏会でピアノコンチェルトが披露されました｡まだ弾きこんでいない真新しいピアノはなかなか鳴らな-て'男性のピアニ

ストからもっと鳴るようにと調整の要望が｡しかし'短時間の調整では不可能な作業のため､ピアニストには納得してもらえないままで演奏をさせてしまった事｡逆にソプラノ歌手の鮫島有美子さんのコンサートでは'伴奏者から｢ピアノが鳴り過ぎて唄の邪魔をする｣と｡普段と逆のおとなしい音にして欲しいと言われ'困った事｡もしも今の私なら解決出来る方法を考え付いていたかも知れませんが-｡

嬉しい事もいろいろありました

が'結局｢弾きやすくてとても良く調整して-れてあった'ありがとう｣と言われることです｡これが一番嬉しい褒め言葉だと思います｡調律師はあ-までも黒子ですから'演奏会が無事に何事も無く成功のうちに終えられれば良!思い出はまだまだありますがキリがありません｡これくらいにしておきます｡
これからも'音楽や演劇などの生

の舞台芸術に触れる機会を提供していかれる方々のお手伝いをさせていただける様'精進してまいりたいと思います｡



特集～文化をささえる～②

結成二十四年'四郷地区市民

センターで地域のおかあさんたち十五名が集って'うたいだしたのが'はじまりだそうです｡

笹川西小学校の先生を退職さ
れた本間さんは'少し時間の余裕ができたおかあさんたちと一緒に'平日の午前中の二時間を､

それに'全日本おかあさんコーラス大会は'力がはいるのです｣最初のころは入賞できなかったことも多-'帰りのバスの中では'みんなを励まし'また具体的に実力の弱きを反省する場ともなって'悔しさは'次からの練習の勢いとなっていきました｡団員の人たちのなかでは時々指揮者の先生から指摘される言葉よ

二十四年の実績を今につな<･'

女声合唱団｢京｣

本　間　恵　子さん

つかの間の癒しとコミュニケー

ションの場をもつことになりました｡最初は'指導者の先生を求めて'知人友人の情報を集められ､指揮者竹内宜秀生を訪ねられたそうです｡｢まず'竹内先生のご自宅に伺いましてお願いしたところ快く引き受けて-だきったのです｡そのあと'団の名もつけて頂いたのです｣と明るく笑っていらっしゃる声は♪ラから始まったかのように若々しくきれいに響いてきます｡そして女声合唱団｢京｣が誕生されたのです｡

本間さんは常に団員の人たちのリーダ

ーとして積極的に活躍され'三重県おかあさんコーラス連盟にも加盟して'連盟理事としても'会議があれば津まで出かけることも多-'徐々に団の実力と実績を重ねていくようになったのです｡団員も少しずつ増えていきました｡｢隔年の発表会も来年で十一回目を迎えます｡四日市の文化祭'三重県のおかあさんコーラス大会は欠かさず出場していますLt

りも'｢もっと恐かったのは'前列でうたっている本間さん｣後列の人たちが誰か音をはずしてうたおうものなら'｢違う｣と即'後ろ手が振られたそうで'ドキッとして声が出な-なった人もあったとか｡

全日本の大会では地区代表に選ばれ'
全国大会へは三回めの出場となりました｡会場によっては遠方であれば最後まで残ることができないこともあったのですが｢早めに出て帰りの車中では'残った人からの吉報を'みんな今か今かと携帯の音に息をこらして待っているんです｣そんな時｢はいったあ｣との喜びの声がわきあがったようで車内も大きく揺れたのではO

平成二十一年全国大会　(福島県郡山

市)　で優秀賞の｢ひまわり賞｣受賞'二十三年の全国大会(福岡市)　でも連続受賞となって順調に成果を上げてゆきます｡
若いおかあさんたちの入団も多-なっ

てきたのですが'その間'団員にも高齢化はやってきています｡｢近頃はね'歳だからとか'体調をくずしたとかで辞められる人もありましてね｣と淋しそうな横顔はか-せないようでした｡しかし'何といっても八十六歳の本間さんの存在は大きく'団員の目標だけでなく'地域の多-の人たちの生きてい-支えにもなっているのではと'強く感じることができました｡　(レポート　石谷英子)



特集～文化を支える～③

寓古焼伝統産業技術マイスター

伊　藤　利　明さん

がマイスターに認定されている｡その中のお一

人'伊藤利明さんをお訪ねした｡

伊藤さんは戦前から続く家業の

陶磁器型製作所を継ぎ'40年間様々な製品の型を製作されてこられた｡型製作は全て手作業である｡焼上がり時の一割ほどの縮みを考慮に入れて図面から石膏粘土で形状を起こす｡次に石膏を流し込み原型を作-'それを基に工場の生産ライン用の型を仕上げていく｡一つの型で約200個の製品ができる｡中でも伊藤さんは複雑な形を立体化Lt　デザイン性に富む商品の大量生産を可能にしたとして高い評価を受けている｡｢大手の会社では機械を導入する所もありますが'型作-は機械ではできない微妙な調整を必要とする事が多いのです｡機械で図面通

寓古焼伝統産業技術マ
イスター制度は寓古焼に携わる方々の優れた技術を称えるために1993年に創設され'現在3 3名

りに作ると不具合が生じることがあります｡｣時には発注元にアドバイスをして図面に手直しを加えることもあるという｡長年培った経験と技術がものをいう世界である｡

地元で｢型屋　(かたや)　さん｣

と呼ばれる職人さんは現在徐々に減ってきている｡どんな素晴らしいデザイン図面でも'それを型に起こす職人さんがいなければ製品は生まれない｡このままでは寓古焼全体に影響を及ぼしかねないだろ､つ｡

作業場の隣の倉庫に案内され

た｡そこにはお父様の代からの型がうず高-積まれていた｡｢製作の途中'ふとこれで良いのだろうか'大丈夫だろうかと考えることがあります｡そんな時は親父が作った型を見にここに来るのです｡独-よが-にやっていては決して良いものはできませんからね｡｣と伊藤さんは語る｡

伊藤さん手作-の汲み出し茶碗

でお茶を頂いた｡｢趣味で時々作るんですよ｡｣と謙遜されるが､素晴らしい三島暦手(こよみて)の茶碗だった｡何事にも控えめに話される伊藤さん｡しかし土'粕薬そして火､焼き物の全てに精通していらっしゃるに違いないと'素人ながらに感じた｡伊藤さんをはじめ様々な技術を持った人々の手を経て寓古焼は作-出されてい-｡四日市で生まれ､受け継がれてきた伝統産業の技を次の､また次の世代へと是非残して行ってもらいたいと心から願っている｡

(レポート　石塚真木)



特集～文化をささえる～(杏

左官技能士の松木憲司
さんに'携帯電話で取材の申し込みをしました｡すると'思いがけない返事が返ってきました｡｢いま､仕事でフランスへ向かっています｣

家造-の現場で壁を塗

E)瓜の左官技術を引き継<･'

左官技能士マイスター

松　木　憲　司さん

る左官という仕事と'花の都パリが'すぐには結びつきませんでした｡帰国後にアポを取る約束をして電話を切りました｡歯切れのよい快活な松木さんの声が'心地よい余韻となって耳に残-ました｡お目にかかるのが楽しみで､謎解きのようにワクワクしました｡『塗り壁館』　は楠町北五味塚にあ-ます｡そこは'松木さんが代表取締役をつとめる　『蒼築舎』　という会社組織として機能しています｡清酒なエクステリアに見とれながら'木枠の網戸を押すと､立派な一枚板のカウンターがあり'松木さんがにこやかに現れました｡1963年生まれ｡勢いのある溌測とした話しぶりです｡

日本の風土や気候にあった伝統
的な工法で'時代のニーズに応え

ながら､施工していくというコンセプトが､松木さんの仕事の基本としてあります｡

｢その土地に合ったいい壁材を

探しながら､左官の技術を磨いていく'さらにそのノウハウを次世代につないでい-｡それが後継者の育成にな-ます｣松木さんの熱弁が続きます｡
1 5歳で左官の仕事について'ほ

ぼ35年｡左官の将来に不安を抱いたこともあるそうですが｢自分がしなければ､誰がするのか'今やらなければ｣という想いにかられたそうです｡それは日本古来の伝統的なすぼらしい家造りを'現場

展示してある塗り壁見本

で目の当たりにして決心が固まったといいます｡

新建材によるシックハウスが問

題になっていますが'日本古来の土壁には､バンコマイシンという予防する菌が含まれているとのことです｡

竹小舞荒壁､漆喰'赤磨きとい

われるつやのある赤壁'いずれも日本固有の壁の工法です｡その技法を披露し､住みやすい家造-を考える国際的な活動があり'今回はリヨンで行われました｡ドイツ'スペイン'ポルトガル'コロンビアなどヨーロッパの主要な国が参加したそうです｡

｢継続は力なり｣とよ-いわれ

ますが'この道一筋の努力の結果､松木さんは数々の左官技能の大臣賞､エクステリアデザイン部門の優勝､左官技能士マイスターの称号を与えられるなど実績を積みあげています｡

｢仕事に心を込める'感謝する

気持'毎日を楽しむ'どれも大事にしています｣と爽やかな笑顔が印象的でした｡

(レポート　加藤恵子)



旧三重都小山田村道路元模

日本考古学協会会員　北　野　　保

山田町一九〇九-一番地に所

在Lt社会福祉法人音山里会が管理･運営する小山田美術館の入口横に写真のような一基の石造物がみられる｡

高さ六十誓㍍､幅･厚さとも

に二十五誓㍍を計るこの石造物､正面に｢小山田村道路元標｣という文字が刻まれていることから､恐ら-大正時代に造られたものであることがわかる｡

道路元標は'道路の起点･終
点などの基準位置を定めた標石で'その設置については旧道路法(大正八年四月十日　法律第五十八鋸)　の制定に伴う同法施行令(大正八年十一月四日　勅令第四百六十戟)第八億｢東京市こ於ケル道路元標ノ位置ハ日本橋ノ中央トス　市町村二於ケ

ル道路元標ノ位置ハ前項二規定スルモノヲ除クノ外府願知事之ヲ定ム｣とし､また第九候｢道路元標ハ各市町村ニ1箇ヲ置ク　道路元標ノ様式ハ内務大臣之ヲ走ム｣とある｡
この旧道路法施行令の規定

に基づき､東京市の道路元標に限っては日本橋の中央と定められ､その位置は｢日本国道路元標｣　の役割を担い､現在は佐藤栄作元首相が揮毒した五十誓㍍四方のプレートが埋め込まれている｡
一方､東京市以外の市町村

の道路元標は'当該府県知事の定めるところに各一個が設置されることになったが､そのほとんどは市町村役場の前か市町村を通る主要な道路の

交差点などが設置場所として選ばれたという｡

そして'｢内務大臣之ヲ走

ム｣とした道路元標の様式は'内務省令第二十鍍　(大正十一年八月十八日)　によって'①材質は石材その他の耐久性のものを使用すること'②正面または側面に市町村名を記すこと､③寸法は小山田村道路元標の大きさと同じであるこ

百基程度に激減しているという｡

市域内には､｢小山田村道路

元標｣の他にもう一基｢水揮村道路元標｣があるが､旧道路法の制定から九十年余､御役御免になったとはいえ'先腎の努力によって消滅の難を免れ'旧村名を伝えるだけではなく､近代日本の道路行政の一端を物語る土木遺産として貴重な存在といえよ､つ｡

とを定めている｡

当時の道路元標の総数

は'市町村数に等しく一万二千三百基近くあったとされるが'現行の道路法(昭和二十七年六月十日　法律第百八十号)　では'道路元標は道路の付属物というだけで設置義務はないため､その後の道路改修や地域開発などによって失われ､現在では｢国道901　道路元標が行-｣によると､移築保存のものも含めて全国で確認できるのは千八



愛しき隣人+=号を演じも
びしやす

一自作自演か一人芝壌一菱安かなりさん

幕が上がり､芝居が始まると客席から

笑いが起こる｡忍び笑い'クスクス笑い､時には爆笑も｡しかし時間を追うごとに観客は登場人物の中に自分の影を見ることになる｡愛想は良いが患者の神経に触るようなことを平気で言う医者｡友達の洋服をほめながらもチクリと乾すことも忘れない独身女性｡一見客など目も-れずに常連客と世間話に夢中の飲み屋の女将｡旧友に自慢話ばか-するけれどカーナビが唯一の話し相手という若い男性｡馴染みの患者を診察する年取った女医｡どこにでも居そうな人間たちが持つ狭さ､虚栄心'高慢'はたまた辛疎さ｡そこに見え隠れする切ない淋しさ'悲しさ｡鋭い人間観察から生まれた作品を淡々と演じながら､愛しきダメ隣人とは'実は笑って見ているあなたのことでは'と観客に迫ってくる｡この自作の一人芝居を演じるのは､四日市出身で眼科医の肩書を持つ女優,新鮮かなりさんである.一月の名古屋と津の公演は中日新聞の劇評にも取り上げられ高い評価を受けた｡今回のフラッシュは若き演劇家の登場だ｡

(石塚異木　記)

今年1月に自作自演一人芝居｢菱

安かなりの　愛しきダメ隣人たち｣を津･名古屋で上演されました｡

｢4日間連日満員で本当に嬉しい

限りでした｡中日新聞掲載の劇評も高評で'大変励まされました｡｣

なぜ一人芝居を-｢きっかけは'あるワークショッ

プです｡｢物真似｣という課題があって'と言っても有名人ではなく｢私の知ってる誰それさん｣　の物真似で｡これが､特に面白い言動をしているわけではないのに'見ている方はすごく面白いんですよ｡演じる方は大真面目に　｢誰それさん｣　になっているだけなのに｡それで'これは　｢覗き｣なんだと思いました｡普段'ちょっと気になる人に出-わすことがありますよね｡そんなとき現実にはジロジロ見たり出来ないですけど'劇場なら堂々と出来る｡じゃあ､わざわざ覗き甲斐があるのはどんな人かと考えると､やは-'ちょっと腹が立つけど'つい笑って許し

てしまうダメなヤツだろう､と｡それで　｢愛しきダメ隣人｣なんです｡

気楽に観ても楽しいコメディには

作っていますが'｢覗き｣　の性質上､デフォルメはしていませんLt　実は結構不親切です｡次々登場する人物が'一体どういう状況なのか､話し相手とどういう関係なのか'真剣に覗くほどにより面白味が増す'という作りにしていますので'再見時の新たな気付きもあると思います｡なので'新しい人物と同時に､何度も見たい　｢あの人｣も楽しみにできるシリーズにしていきたいと思っています｡｣

プロフィール
2008年頃より自作自演一人芝居｢菱安

かなりの　愛しきダメ隣人たち｣シリーズの上演を開始｡その後'同シリーズにて観客投票型の試演会に参加｡京都･仙台･松山各都市で勝ち抜き'現在も連勝中｡2012年1月名古屋･津にて初の単独公演実現となる｡

また'大蔵流狂言師･茂山千五郎に

2001年より師事｡年2回'能楽堂にて狂言や小舞を発表している｡



まだ旅lJ低まったばかり

えんやゆみこ

陶芸家　塩冶　友末子さん

陶芸との出会い･師との出会い

高古焼は'とかく地場産業

として語られることが多-､現代の陶芸作家の意欲的な芸術活動が伝わりにくい｡｢当時は急須のイメージくらいし

かなかったです｣と語る塩冶友末子さんもそのひとり｡四日市市の中心市街地に生まれ育ち'三滝川の向こうで盛んな寓古焼を特別に意識することはなかったという｡

｢The WonderM WoHd｣薄く焼いた6点組の作品と塩冶さん

大阪の大学に進学し､その
後のOL時代も含めて人形劇や芝居に関わったことで'表現することの喜びが芽生えた｡1 5年後に帰郷Lt　1996年､視聴していた地元ケーブルテレビcTYのニュースで､陶芸作家･熊本栄司氏の個性的な色絵陶器の展覧会の情報を目にした｡｢ああ'もう観に行きたい!と思って行ったら'スゴイ作品で'芝居をやりたかった気持ち､表現したい!という気持ちが沸々と湧き上がってきて､その場で陶芸をやりたいんですって言ったんです!｣と'塩冶さんは熊本氏への弟子入り志願の瞬間を鮮明に振り返る｡

しかし当時､熊本さんは陶

芸教室をやっておらず､旧寓古焼振興センター(現･ぽんこの里会館)　の陶芸教室を勧められたが､そのセンターも半年後には新しく建替えとな-一旦閉鎖｡それを機にあらためて熊本氏に教えを乞い'



特別に表現や技術面の指導を得て陶芸を勉強｡その後'ぽんこの里会館の伝統工芸後継者育成講座を勧められ'伊藤美月さんから急須制作をを学ぶ｡講座終了後'熊本氏の始めた光風窯陶芸倶楽部に入-'自宅の工房とあわせ､やっと塩治さんの制作環境が整った｡素直に生きていきたい

強い創作意欲から陶芸を始

めた塩冶さんは'表現の場として数多くの公募展に作品を発表し'作家活動の開始早々からなんと毎年数多-の受賞歴を重ねている｡陶芸倶楽部が始まる前から制作していた作品は97年商古焼総合コンペで市議会議長賞･岡田文化財団賞を受賞｡これを皮切-に'98年三重やきもの展大賞｡05年三重県展最優秀賞などの県下の賞や'全国公募の全日本アマチュア陶芸&ガラスコンテストの97年伊勢崎淳賞'05年大賞などを受賞｡またその

｢色絵陶筈(はこ) ｣生家の果物屋を記念して作成

間に'女性陶芸家の草分け･坪井明日香氏の目に止まり'氏が代表を務める昭和32年から約55年続-女性陶芸家集団｢女流陶芸｣　の公募展に出展｡00年新人賞'04年NHK京都放送局賞受賞の後､06年には実績が認められて会員となり､09年には最高賞の女流陶芸展文部科学大臣賞を受賞した｡それらの受賞作品はすべて強い精神性や世界観が感じられ'それぞれが個性的｡｢つ--

たい気持ちを大切にしたい｡素直に生きていきたい｣と語る塩冶さんの制作時の想いやひたむきな人柄が感じられる｡アボカドのタネ

師の元で突然陶芸を始めた

塩冶さんはいま､あらためて陶芸の基礎を学ぶため､｢人生一回きりだと思ったら願書を出してしまった｣　という京都造形芸術大学通信教育部芸術学部の陶芸コースに籍を置いている｡｢5年後'1 0年後に表現手段を持っていたら嬉しい｣と大学の課題にも真剣に取-組んでいる｡与えられたテーマの題材に選んだアボカドを観察するうち'硬いトゲトゲの皮の中にあるタネが気になったという｡｢なんか

ク生きる″ことをしたい｡核とな

るものがあったはずだ｡初心にかえってもう一回自分を掴みたい｣と自分自身と重ね合わせる｡

旅は始まったばかり

あらためて今の心境を聞-

と､昔聴いたカルメン･マキの曲の歌詞を引合いに出した｡｢ちょうどク汽車に揺られここまで来たが　まだ旅は始まったばかり〟という感じです｡何処に向かっているかは分か-ませんけど｡｣

(レポート　久安典之)

｢JESUS said to him｣聖書をモチーフにし､炭化焼成した作品



【現代希】

パラレルワールド

鎮　丸

夕焼け空

岡田千香代

安易に押した印鑑うっかり手につけてしまった朱の色が日暮れ前の空を染める
ひだひび

袋にも縛にも似た雲折り合いのつかない光行き先不明の飛行機引き出しの奥で何にも知らないエアメールにどっちつかずな返事をする急ぐことはないたとえどの道を選ぼうとも見上げる空に変わりはない

女は　財布の中の小さなほころびに昨日のにおいを　喚いでうすよごれた十円玉に　青ざめふいに　名前を落としてしまった女の　ふつふつとした憂哲がぬるい子宮に　閉じこもりあらゆることばを　失いかけて男に　指をかじらせるくす-指の先に続く物語の小箱を　開けると女に　よ-似た卵が　ひとつ結局　そんなものだ丘の向こうの　丸いくぼ地でしどけない姿と化した　女が撫子の花弁を　踏みにじって風を渡り　砂丘を進もうとしている探しあぐねた末に隠れ家を見つけたとしても炎の中では　狐が踊り狂っているその先にある　パラレルな女と男

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



現代詩の楽しみ方　　　加藤　恵子

他人の書いた詩に感動して'想像の世界を自在に自分流
に巡らせるという楽しみ方がある｡そこにある共感や新しさ'自分にないものなどに惹かれることの喜びもある｡

現代詩といわれるいまどきの詩は'近代詩の道筋をたど
りながら'欧米の詩から学んだものも多かった｡ランボーやボードレールにブルトン｡ホイットマンやイェーツ｡エリオットやギンズバーグに陛目した者もいるだろう｡未知なるものを受け入れて'単なる物まねに終わってしまっては'日本語の詩として情けない｡

日本には'線で仕切った国境というものがない｡周りは
海だから'境界が漠然としている｡日本人としてそういうところで生まれ'暮らして'そういうところで話されてきた日本語で'現代詩を書いているが'死語と呼ばれる言葉があり'若者言葉とされるニューフェイスもあるから'言葉も栄枯盛衰なのである｡

かなり前のことになるが'イザヤ･ベンダサンは｢日本

人は安全と水はタダと思っている｣とその著書の中で書いていた｡日本の風土と日本人の本質をよく突いていると感

心したことがある｡

所用でローザンヌに行った時'ドイツ語とフランス語

で会話する'というヨーロッパでは当たり前の光景に'仰天した経験がある｡たいていの人が四力国語ぐらいは話すという現実を目の当たりにしたのだった｡まず'私は･･とか私が二を主張せねば進まぬ､土地続きの契約言葉によるヨーロッパの詩を'改めて考えるきっかけになった｡といっても'四十年も前の話であるが｡

以心伝心'主語がなくても'目がものをいう日本語で
詩を書くにあたって『四日市短詩型文学祭』との関わりは'私にとっておあつらえ向きだった｡和歌'連句'俳句'川柳という古くから'脈々と受け継がれ'親しまれてきた日本固有の文学から'現代詩の意味と造型をもういちど考え直すチャンスとなったからである｡

ここに掲載した｢岡田千香代｣さんと｢鎮丸｣さんの
詩は'全-詩風の異なる現代詩である｡皆さんはどんなふうに鑑賞されるでしょうか｡これも詩あれも詩｡ああでもなし'こうでもなし｡自分流がなにより｡自分がいいと思えば'それが詩との出会いである｡言葉の波間を漂いながら'現代詩を楽しんで-ださい｡

世界道産が四日市に!?

去る3月初旬､大分県日田市の

教育委員会から連絡が入った｡内

容は､幕末期最大の教育者･漢詩
カンギ

入広瀬淡窓ゆかりの威宜園､及び
ホクギ

門下生が開いた石川の北宜園､千
トウギケイギ

葉の東宜園､三重の牽宜園を一括

して世界遺産登録に向けて調査の

ため､協力をしてはしいとのこと｡

なぜ私がご指名を受けたかと言

うと､平成17年秋､大鐘町浄円寺

の旭川師百回忌法要実行委員会か

ら依頼されて冊子『旭川大賀賢助の

生涯　伊勢の大教育者･漢学者』を

著し､その一部を広瀬資料館に寄

贈｡それが日田市教育委員会の目

に留まり､担当者2人が3月末に

遠路遥々来潤したのであった｡

これから本格的に広瀬門下が調

査研究され､四日市の塾舎･半学

舎跡や旭川寿碑の立つ蓉宜園等も

近い内に世界から注目されるよう

になるかも知れないが､併せて当

地でも旭川関係講演会､資料展示

会が開かれればと思う｡

(志水雅明)

いま将棋sho9J'ガ面白い.1
･ ･ ･ http:JJwww.amaren.com√

強さを軌学で毒-ie l当会独自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0

当会は将棋の分野での地域N POをめざしています｡

圃　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7-17 (四日市市役所北となり)

℡･ファックス059-354-0625



四日市盆武舎

オレ流盆我を察しむ
三重盆栽協会

水沢の山道は緑に囲まれ､四

日市スポーツランドを通り過ぎふれあい広場を目標に車を走らせ'少し下った所に辻宅があり'広い庭に整然と並べられた盆栽の数に驚いてしまいました｡早

辻　　彰　史さん

速出迎えていただき'まず盆栽から観ましょうかと､説明して下さいました｡盆栽は松柏類､雑木類､花物'実もの'石付け'種から育てた物があ-､桧柏だけでも黒松'赤松'五葉松'杜松'折鶴､と葉の数で違いが有-35年物の素晴らしい樹形の五葉松は､文化協会の新春の集いに飾った松だとお話されました｡

辻さんが鉢物に興味を持っ

たのは小学4年生の頃で'盆栽は1 8歳から始めたそうです｡現在300鉢もあると言われ書ききれないのが残念｡鉢と植物が美術的に調和して自然の景色が描かれ'観る人の心を癒して-れます｡土は､赤玉と'朝明川の砂を使い手入

向けて観ると良いそうです｡辻さんは'現在四日市に出展するだけですが'他県の盆栽展には必ず勉強の為に出掛けて行-そうです｡実もののヒメリ

れを順序良-出来るよう樹木を置き冬は3日に1回､夏は1日2回水をや-､肥料は根にかからないよう少しずつ油粕を置いてやるそうです｡樹形も色々有り'文人と言って柵幹の下枝を葉を除いて枯淡な味わいを出すひょろりとした足の長い樹形と'懸崖といって鉢より枝を下げる断崖絶壁で生きる木の姿を表現した松の樹形に育てるやさしさと'思いやりを感じました｡

また'観賞の仕方は正面に
向かっておじぎをしている方に盆のふちを下から上に目を

ンゴとハナカ

イドゥの花は'雨に弱いので'玄関先に並べて置いておくと､秋には赤い実を沢山付けてくれるし､山柿､老爺柿も小さな実が付いていました｡盆栽は難しく考えないで､自然と不自然を間違わないよう自分の形を作-出していけばいいのだと-それが　クオレ流の盆栽″なんだそうです｡今年の秋アート展に32年物の杜松を出展するそうです｡また毎月第3日曜日1 3時30分から5名の人に無料講習をしているそうです｡

(レポート　中西まさ子)



まちかと博物髄めくり

｢紳糸の滴威｣
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｢四日市地域まちかど博物

館｣　は'地域の歴史や文化に根ざした貴重な資産や'それを受け継ぐ人々'また､新しい文化を生み出し育む人々など83人の館長さんを認定して､皆さんのお越しをお待ちしています｡

今回は､室山町にある神楽

酒造にお邪魔しました｡館長は伊藤隆造さん｡毎月1 5日が開館日で'それ以外の日は電話等で予約が必要とな-ます｡

ただし1 5日に行くと'手打

ちそばを無料でいただけるので､是非この日に行-ことをお勧めします｡

おそばをいただいたあとに'

四日市案内人協会の田中明郎さんの説明を聞きながら'展示されている品々を見せていただきました｡

酒器だけでな-'明治時代

から使われていた印刷用の版木､パリ万博に出品して金賞を受賞した作品などがあり'幕末に黒船でやって来たペリーから購入したという金時計

蔵の一角にある展示室

酒を格安の値段で2本購入して'週末にゆっくり味わいました｡

好きな歴史小説を読みなが

らの至福の時間でした｡

(レポート　石井　亨)

も展示してありました｡

安政五年　(安政の大獄の

年!)　に始まり､明治中期に建てられた木造二階建ての酒蔵は天井が高-'百年以上にわたる重みを感じます｡お酒も歴史も好きな私にとってとても居心地の良い空間でした｡

まちかど博物館は'このよ

うにそれぞれの生活の場であり'仕事の場ですから'公開日･公開時間に制限があ-ます｡

実際'私が訪れた日はあい

にくの大雨でした｡しかしその場で今でも造られているお

歴史を伝える展示品

四日市地域まちかど博物館事務局〒五一〇-〇〇八六四日市市諏訪栄町22-3℡〇五九-三五九-六六七八

(久安)



｣物文化至慧監禁慧空言慧悪監警典
にちじ　2012年9月22日国･23日回10時～17時　ところ　四日市市文化会館全館

◎内容の詳細は､文化会館にある個別のチラシをご参照ください
J9月22日因-チケットは市文化会館で販売中です｡

第1ホール-合唱新邦楽マリンバの共演14時開演　入場料1000円(小～高校生2人同伴可)
一部　オータムコンサート　～秋風によせて～　　　出演　女声合唱団コール･ハモロー

二部　和楽器による現代邦楽合奏　　　　　　　　　出演　現代邦楽奏団グループ竹友

三部　マリンバによるクラシックとラテンの饗宴　　出演　中日マリンバミュージックセンターほか

第2ホール-宝塚歌劇グランドロマン｢わが愛は山の彼方に｣ DVD鑑賞と伊藤桂一講演

9時30分開演　入場料500円　　　企画　四日市地域ゆかりの｢郷土作家｣顕彰事業委員会

第2ホール-伝統文化に親しむつどい13時30分開演　入場料1500円(小～高校生2人同伴可)
一部　能楽　二部　等曲　三部　日本舞踊　　　企画　和の祭典実行委員会

(9月23日囲･･･チケットは市文化会館で販売中です｡

第1ホール-･日本舞踊創作舞踊民踊共演12時30分開演入場料1000円(小～高校生2人同伴可)
一部　おさな児たちの集い　　　　　出演　学校法人冨田文化学園(富田文化幼稚園･羽津文化幼稚園)

二部　創作舞踊　　　　　　　　　　　出演　観信舞の会

三部　｢伊勢音頭を楽しみましょう｣　出演　ささ菊会

第1ホール-･ 【特別講演会】東儀秀樹音楽への想い～時空を超えた宇宙～ 17時間演入場料1000円

企画文化セミナー四日市

第2ホール-ギターピアノ諏訪太鼓の共演13時30分開演入場料1000円(小～高校生2人同伴可)
一部　ギターフェスティバル　　　　　出演　四日市ギター連盟

二部　スペシャルピアノコンサート　　出演　第-楽器ムーシケ

三部　｢諏訪太鼓～鼓曲の調べ～｣　　出演　四日市諏訪太鼓｢龍雅｣

L9月22日因･23El画　両日とも10時～17時　但し､終日は～16時30分-入場無料

第3ホール　郷土の絵画3人展　森茂樹/伊藤宏/千種弘幸

第4ホール　親子三代が繋ぐ名品展　出展　四日市盆栽会

30周年記念茶会呈茶券(800円)企画　四日市茶道教授連盟

第1展示室　書家3人展　荒木友梅/谷泉石/花井高峰　　彫刻展　鈴木次男ほか

グラスフラワーとレカンフラワー　出展　華ひらり･彩きらり

アートフラワー作品展　　　　　　出展　深雪アートフラワー笹原教室

30周年記念茶会呈茶券(800円)企画　四日市茶道教授連盟

第3展示室　会館30周年記念華道連盟いけ花展　企画　四日市華道教授連盟

第4展示室　会館の30年の歩み　まちかどコンサート/文化展望･四日市｢ラ･ソージュ｣/

文化情報誌｢パッション｣ /四日市地域まちかど博物館アラカルト
エントランス　室内楽　演奏四日市交響楽団有志　フラダンス､フラメンコ､キッズダンス､

着付けショー､タンゴ､マジック､盆踊りなどを予定

中　　庭　オープニングセレモニー-市長･館長挨拶　演奏　山手中学校吹奏楽部/四日市諏訪太鼓｢龍雅｣

ホワイエ　山野草の即売､福祉バザーほか

会議室･和室　民話語り　出演つくしの会　　30周年記念茶会呈茶券(800円)企画　四日市茶道教授連盟

グリル四日市　屋台､バザー､ミニコンサート&ディナーほか

事務局　四日市市文化協会内｢開館30周年を祝う実行委員会｣ TEL ･ faxO59135l-3729



第6 2回市民芸術文化祭､始まる

的な美術館がなく美術展が開催されていません｡

当協会はご活躍の作家のみなさ

んの作品が'身近で鑑賞できる機会を作りたいとかねがね考えておりました｡本展は'9年前に当協会会員をはじめ'ご活躍の作家さんと一緒になって実行委員会を結成したのが始まりです｡

今回'趣旨をご理解していただ

いた作家さんのご協力ご支援により8部門105点の力作を展示できました｡会場では開催以来のアドバイザー赤川一博さんほか多くの作家さんや画廊のみなさんにご支援いただき'立派な美術展を開催できました｡

能楽を楽しむ会
6月3日'平成24年度市民芸術

文化祭がスタートを切り'第20回能楽を楽しむ会が緑地公園内の市民交流センターで催されました｡
四日市2012アート展四日市には'絵画や彫刻'写真'

工芸などの作家さんが古くから大勢おられました｡そんな中､日常的に多-の芸術作品が搬出されて'市や県展に入選されたり東海地方や全国の展覧会でご活躍の作家さんがおられます｡残念ながら地元には'本格

(レポート　西村邦彦)

ささ菊会会　場　市文化会館第二ホール日　時　7月1 5日脚　1 0時開演主　催　ささ菊会入場無料問合せ　(E3352･8698　(金森)夕涼みバレエコンサート会　場　市文化会館第二ホール日　時　7月25日㈱･26日㈹　1 8時開演主　催　小原芳美バレエスタジオ入場無料(整理券は市文化会館)問合せ　℡322･4782　(赤瀬)
●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●●　●　●●　●●　●●　●●　●　●　●　●●　●　●

混声合唱団ヴオーチエ

第六回定期演奏会

会　場　市文化会館第二ホール日　時　8月1 9日臥〃J時開演主　催　混声合唱団ヴオーチェ入場料一般　　1000円

高校生以下　500円

(販売は市文化会館)

問合せ　℡355･7818　(小岐須)
●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

chO-･アンサンブル･サルビア30周年記念コンサート｢新たなる旅立ち｣会　場　市文化会館第二ホール日　時　8月25日出　1 3時30分開演主　催　ChOr･アンサンブル･サルビア入場料　500円(販売は市文化会館)問合せ　℡356･0725　(日江井)

手書き染め｢彩の会｣　展会　場　市文化会館第三展示室日　時　8月3 1白歯～9月2日冊主　催　彩の会入場無料問合せ　℡331･4503　(伊藤)新人演奏家によるオータムコンサートインムーシケ

～輝ける未来のプリマたち～

日会

時場

第一楽器ムーシケパートー9月1 5日出　4時開演パート=9月1 6日脚　2時開演

主　催　田日市クラシックファンクラブ入場料一般1500円(学生1人同伴可)

小-高校生500円

問合せ　℡090･7677･4011(西村)
●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

民踊･舞踊発表会会　場　市文化会館第二ホール日　時　1 1月4日冊　10時30分開演主　催　四日市民踊･舞踊発表会入場無料問合せ　℡353･7860　(内田)お知らせとお願い○次号の｢パッション｣からリニューア
ルします｡10年余'編集長を兼ねて表紙の挿絵も担当していただいた石松延さん｡長い間有難うございました｡

O｢パッション｣の編集委員を募集して
います｡市民のみなさんに読んでいただけるように'また会員活動情報をもっと発信したいと思っています｡ご協力ください｡



理事長新任ご挨拶

去る5月13日に開催されました評議員会で､平成24年度理事長を拝命し

ました水谷達です｡当協会の発展には皆様のご理解とご協力が不可欠であ

ります｡よろしくお願い申し上げます｡

さて､現文化庁長官の近藤誠一氏は､我が国の現状について､第一に戦

後の経済偏重､第二に文化芸術を軽視しすぎたこと｡前者は戦後の見事な

復興の成功体験により､幸福追求の手段でしかない経済成長が自己目的化

し､その結果､世界に評価される国になったにもかかわらず､経済停滞と新興国の追い上げの前に

閉塞感に陥ったこと｡後者は､経済成長に資する画一性と勤勉さが美徳とされ､余暇や文化により

幸福を求めることに後ろめたさを感じるライフスタイルになったこと｡その結果､国民は成熟した

社会の力となる創造性を養う機会を失った､と述べられています｡我が国が目指す将来は､経済大

国や軍事大国ではなく文化大国になることではないでしょうか｡

四日市市文化協会　理事長　水谷　達

四日市市文化協会平成2 4年度役員･事務局
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

顧　　問

名誉会長

理事長

副理事長

常務理事

会計責任者

常任理事

森　　紀元

佐々木龍夫

木村　道山

水谷　　達

芝田　尚輝

白井　良昭　(市民芸術文化祭担当)

常磐　扇恵美

西田　青沙(総務､短詩型系文学祭担当)

本多　芳昭(文化サポート担当)

杉本　凱司　(アート展担当)

伊藤　洋史　(広報担当)

坂井　　勲　(企画担当)

石井　　亨　(パッション担当)

赤堀　つる昭(文化会館30周年担当)

金森　通子(会員管理担当)

小椋　登司　(あさけプラザ文化団体担当)

子　　　　　　　　　　子つ糸修了樹子男宏さり　　　　亜幸秀卓ま村辺瀬部木藤山郷西今渡広服鈴近奥南中

子　　　　子男子

香男子代子夫洲寿喜よ仁次敏千知敏泰千多た城木副滞候藤路本家田南鈴山野北加山杉山梅辛理

会計監査

【事務局】
事務局員

弘子勝量木田一内

射専刊

男歳宏つ秀保卓え山川郷藤奥西南加

子

彦峰美さ邦高暁ま村井水西西花清中

西村　邦彦
(オブザーバー)

石松　　延･九鬼多賀子

●発行　四日市市文化協会
〒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

●印刷　水九印刷株式会社
石井　　亨石塚　異木加藤　　武中西まき子

石谷　英子加藤　恵子清水　暁美久安　典之

パッション第四十八号
●発　行　平成24年7月1 5日●発行人　水谷　　達●編集　パッション編集委員会 【編集室】白い雪をかぶった険しい鈴鹿山

脈を今年は長々と眺めていました｡ある日'山並が霞の中に消え'麓の三滝川は桜色と萌える新緑に包まれました｡

春は日本中すべての人に'優し

く微笑んで-れるものと信じていました｡しかし'浅はかな文明のせいで'まだ冬の中に仔む人のいることを思わずにはいられません｡

新聞で見つけた　『つつましき文

明国である為の必要'不必要』答えを捜して'すてきな四日市人に会いに行こうと思います｡

(暁)



････､････-.･･･小窓の演出から､

･-増改築まで･.lL･･･.

総合インテリア

監株式会社　片　岡
四日市市日永東3丁目8-22
TEL (059)346-7933㈹

FAX (059)346-7913

E-mail : k-kataoka@mx.baycity.neJP
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