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★エッセイ窮
「『ライアー』の音色に魅せられて」

能楽は日本人のこころ（終〉徳田 洋子

「雪の朝」

撮影場所：かみね動物園入口
（出立市営田町）

※閑適記事8頁

新高∃とともに迎えた朝︒まi︒た誰

も足を踏み＾ハれていない南ヨ面は︑

人の心一往も注侶新なものにする︒
〝缶用垢〟︒あらゆる煩悩を離れ︑

凄侶浄なるが如く什仕＜︒誰しもが悼

惜間の会心を埜誓し得ない次女であろう︒

しかし︑世人の営みは煩悩にまみ

れ︑喘ぎ︑されども力強く生︿叩十を

こそ 〝煩悩即重口提〟 といえよう︒

輝かせ︑⁝営々と歩み続ける︒これ

今年は未年︒ウールで親しま

れ︑広い用途を持つ羊︒重恩外に日

献に︒よると︑五九九年︑推古天白王

本での飼春日の歴史は浅い︒古い文

に対し︑百済からの朝工員物のうち

に羊二頭とあるのか白坂古である︒

明治期に様々な品種の羊が持ち込

まれたが︑冷涼な気候に適した羊

は︑日本の湿潤な環境には馴染ま
博す︑定着しなかったという︒明治

﹁八年︑大久保利通に︒ふいノ下総に牧

羊場が新設され︑本格的な飼太目が

の歴史は浅いが︑世界的にみると

始まったという︒しかし︑日太iで

その生態は純一愛別に遡る︒愛鯖の

﹂のる容姿だが︑雄には勇壮な一月を

持つものもある︒その性格は非常

にJTリブートな一万︑時として勇

猛である面を持つ︒
新しい年は繊細でき佃新な心を

もって︑時を得ては力強く進んで

行きたいもので十のる︒あの新雪に

初めに踏み入れるべきは︑羊の足

︒
か

（2）

⑮

醒回国

十色象徴するようなデザインの
模様も＋のろ︒搬帳は贈呈され

る場合も﹂のいノ︑提供者の名前
やマInノが描かれていること

もしめる︒缶用地の物も存在する︒

歌舞伎座などでは複数の織帳
が吊られていて︑幕間にそれ

帳

緻

ぞれの幕を﹂紹介する時もしめる︒

搬帳には通常の織物のほ

劇場の顔︑﹁とんちょう﹂と
蕃調お︒

いるのが搬帳であス％客席に﹁八

か︑日立市民会館にも設置さ

観客を演目の世界に引き込
み︑現実の世界へ返す役割を
する幕である︒多目的に使用
される劇場にはほぼ設置され
ている︒∩ノラシック専門や小
劇場などでは設置されていな
い劇場もある︒また︑コン
サートや演目に︒よっては使用

白ノ最初に目にすることになる鍛

いて奏でる小さな撃豪フです︒
︒ようにないノましした︒

ことで︑多くの方に知られる

シナル曲などをアンサン↓ノル

ラツシソ∩ノ︑ライフノーの﹂イリ

します︒そして︑ラ

は︑即曲︵演奏や土日の饗白きその

イアーの持つもう一つの魅力

ノを感

﹁つくばライアーの饗白き﹂ 代

今心願のライアーを習うチャン

ものを楽しめることです︒初
心者でも︑膝の上で優しくな

表の芝山恭子さlNと出△互い︑

れから10年近く時が過ぎた頃

1926年にR・シユ4ノイ

を︑木村弓さ

耳を澄ませる︑という体験が

てもよく型白く五日に寄いノ添って

づJ縁に感謝し︑さらに練習を

も︑一フイアーで繋がっていく

iようになってきまLLだ︒△フ後

の幕間げとなれは幸いであ73

幌このコラムが劇場への触︵味

でていきしだいと思っています︒

深めて︑よい饗白きを大切に奏

必要とされるのではないで
しょうか︒耳を澄ませること
で︑心が穏やかに敗苧えられて

るというが︑その証的源となって

ことを始めるとき︑幕を開け

オペラやバレエなどで使用す
る場合がある︒

別珍︵べっ＋っん︶ の幕が﹂のいノ︑

れている紋日ノ搬帳と呼ばれる

25年程止別に︑ライアーの土日

で演奏しています︒お互いの

しない場へ一口もしめる︒

んが一フイアーで演奏し歌った

ナーの忠相心を北日昌品に︑五日の太i

かに響く優しい立見巴が︑まる

と巴を初めて耳にした時は︑静

正目十を聴きあい︑心を通わせな

﹁一フイ7−﹂ は膝の上に置

質を感画しることのできる新し

がら奏でる時︑重畳かな土日の広

押しっています︒
日太iでは︑2001年に宮

崎駿軒皿叔目の映画 ﹁千と千尋の

つも何度でも﹂

で︑心地︒よい土日を塾目かせるこ

現在 ﹁ひしだちライアーの

でる︒ふうに弦に触れるi︒たけ︶

とができるのです︒ライアー

奏﹂ は︑十王町にしめるアト

スを得るこ

の立日は小さいけレれど九工間や体

リエにて月3回の練習に励

いくように田心うのです︒
フての後 ﹁ひ

全体に響いて︑風の五日や木々
の五目︑小川のせせふしぎに耳を

lNでいます︒先日は﹁文化サ
ロン﹂でも演奏させていただ

忠缶根本存美︑しん

選言㍗響くデイ了の喜多

講演活動もおこないます

とがでキC︑

アーの＋葵﹂

たち一フイ

が発足し

ています︒テレビ︑ラベンカ＼

＜など︑少しずつ演奏依頼書
も増え︑皆様にライアーの

澄ませて聞くLeつな感覚に似

に人工的な五日があふれている

電子土日やー機械の五日というよう

一フイ﹁ノーを

にも古心まれ

楽し﹂の仲間

音力巴を届けることができる
ました︒

時代だからこ之て︑この小さく

て︑一緒に

秋のコンサート「つくばライアーの響き」

神隠し﹂のエン一丁ィン方ノ曲﹁い

ライアーの音色か人を惹きつける

日々の練習では±里謡め六ノ

い楽器としてスイスで誕生

で九工から降る光のiように心の

「ひたちライアーの奏」のメンバーと

中に広がっていき︑とても感

シュタイナー教育を学ぶ中でライ
アーiこ出会い、「つくばライアーの響
き」「ひたちライアーの奏」のメンバー
とともiこ、ライアーを奏でる。「ライ
アー響会」会員。

し︑世界中で学校や医療︑池月

ねもと ゆみ

級帳は劇場ごとに模様も様
々で︑地域のシンボルや︑演目

根本 裕美

が

魅畦らねで

激LLだ事を覚えています︒そ

「新ア中の苗勧こ

療教太目の中で重要な役割を

エッセイ

（3）

ろうか︒その数は館として運

リ十ノム大国であると御存画し画た

8日太iは世界有数の﹂ノラスi︹ブ

オープン以来使用
してきた機器では

ン勺ノー天球劇場︒

た目上Ⅱシピッnノit

ようにないノ︑解説

不可能とされた表
現が自在にできる

〇五の所という膨大な数でしめ
る︒理由を阿部さlNが教えて

岳貝の皆さんは新た

営ロされている小だ山口でも約一二〇

くれた︒﹁日本では教春日施設と
な取いノ組みにLbか

いう概念があるからでしょ
う︒土日は生活と星は密接な関

オー︺ノンの際︑世界自重局峰の

いノ︑実際に天文の解説をしな

くてはならなくなった︒基太i
きる︒しかし﹂の受口様にわかいノ

的な機器の操作は数週間でで

算がかかいノま

莫大な時間と予

す﹂ と井上さん
は語る︒﹁この
業界では開発に

を創っているの⁚た︒

あさったという︒知識と経験
の積み重ねが今日の天球劇場

に及ぶ天文などの垂ら籍を草枕み

は配属後の二ケ月間で五〇冊

易く解説するにはどうしても
知識が必要になる︒一念発起
し︑井上さんは中学生の教科

す︒車のトとつに

S経験を積んでも開演前は緊

婁日から華耽み直した︒阿部さん

マイナーチエン

張するという︒Zてれでもお客

しい機器はできないで

時でした︒ま︑た暫くは新

ではさ刀辞玉な開発がされ﹂だ

やかなイメー弐ノがあると田心い

︵極夫︶︒宇宙や星は神秘的で穏

尖っていたかもしれませlNね

くて仕方がないそうだ︒﹁解
説は人柄が出ます︒若い頃︑
がむしゃらだった僕の解説は

様の止別で話しをするのが楽し

しょうね﹂︒

ます︒でしめれば王の客様に穏や

ります︒我々がメ山刀スターを

音井上さん︑阿部さん丑ハ

かな亡気持ちで上映を↓J駐見いた
いたくのが大切︒自蔵近それがで

八八れた頃は︑当時の技術水準

に︑特に天文に曲︵味が

きる﹁ごつになってきたと田心

ん︒新しいシス
テムができるまで何年もかか

ベンもあいノませ

ないと田心いま

価は変わってい

∩ノラスという評

かれる︒ふうになった︒﹁道言八
から九一二年が経過しました
が︑世界トップ

一つになってし

係でしたが科学技術の発展に
伴い天文の必要性は低下し︑
現代では学問の
まいました︒更
に子供たちに日生
を教えるにも一枚
斉し待たなくては

目にでキCない︒
日太iの教左目現場

では難しい部分
十を﹁ノラネ勺ノリウ

ムが補古刀させて
いたいたいている
感目しでしょう﹂︒

「人々が集う場所を目指して」

音二〇一一年のりニューウノル

臣遮兆諦故知騨籠賊劇鰯韻奮闘

投映機器メガスターを導入し

イリッシュなプラネタリウムと評価は高い。私たち日立市

﹂のったわHUではなかっ

にすノるというも

や星を介して
人々が集う場所

の︒どんな此二組

な事でも良いの
で天球劇場に来

で永くやってきしています︒こ

です︒日立ではそのス4ノイル

説をしている劇場は少ないIN

全国のプ一フネ4ノリ＋ノムで生解

田心われるかもしれませINが︑

まいたしめいノます︒づJ期待＜iださ

物を積極的に展開していく必

はオリジナリティ溢れた催し

い作目ノにもなる︒Zてのために

き込んでくれれば日立の賑わ

SNSに天球劇場が凄いと圭白

こ日立に足を運び︑﹁ノロバノめI

いというのた︒
そういう情報﹂父
換の場所になることで︑星に
興味を持つ人達が全国からこ

て市貝問して欲し

れは強みですね︒同だからこそ

い﹂ と杭天顔で領＜井上さんと

う︒日立の皆さんには立居外に

解説は個性があっしだ方が良い
と考えます﹂ と井上さん︒個
性的な解説員がいてそれぞれ

阿部さんであった︒
ムが続けられるの⁚た︒

ない︑愛される﹁ノラネタリ︷ノ

賀解説員の皆さんが目標にし

わってくる︒
作者は日立研究所に長く勤めた ﹁かびれ﹂ の古
い同人︒昭和一二十六年の作品︒
選和叶 佐々木とぼる

んだものである︒寒い冬の日の太陽の恵みを感謝
しているが︑作者のお子さんへの深い愛情が伝

句意は子供部屋の窓に冬の日光が箭 ︵矢︶ のよ
うに燦燦 ︵さんさん︶ と降り注いでいる情景を詠

松村たくじ

子の窓に天降るが如し冬日の箭

要がしめる︒﹁アイJTアはまiだ

の表現で天文を︶語いノ伝える︒

全ての操作はここから

之てれであればこそ︑飽きのこ

コンソールは客席最上部にある

ている事がしめる︒それは宇宙

《選・評 佐々木とぼる〉

民にとっては当たり前の存在だが市外の方が羨む天球劇場。
劇掛こ求められる物は何か。また目指すものとは。今回は
解説員の井上さんと阿部さんのお二人に思いを伺った。

た︒天球劇場に配属にな

市措寵

平成3年のオープン以来、科学・天文について多くのこと
を市民に伝えてきた日立シビックセンター科学館天球劇場。
解説員が一丸となって多様な催し物を展開、全国でもスタ

解説員の井上さん（上）と
阿部さん（下）

田圃田圃

最新鋭機器のメガスター

△フから一三〇〇年以上﹈別︑

ヤマト王権は﹁国︵Am制国︶﹂と
呼ばれる地方行政区画を︑伝

達経路 ︵官道︶ ごとに編成し

のは雨の日であっしに︒ふと切

が︹八日ノ︑土を押し法相したであ

かけへ

想像を絶する量の雨水

成立は ﹁日本﹂ の地方＋支配が

老ニス﹂だとき︑思わいす自心を飲ん

れに心をいたさなけレればなら

きし︑あわせて︑破心久の時の流

らおぼつかないのか当然であ
る︒私たちは遺跡をみると

できる切通しは︑人魚によら
申すとも︑もはや当初の形状す

だ︒相手丁は一三〇〇年止別の缶用

ないのであっしだ︒

が降ると︑一日にどれ画たけの

した切通しには︑長い年月を

舗装道路である︒地形を無用視

土が押し法相されるのか︒そう

ろう︒私たちが今見ることの

確立した瞬間をものがたる︒

研究者である木下良氏は︑古
代官道の特徴を ﹁直線的計画
古道路﹂ と表現した︒地形を

墾日であろうか︒とはいえ︑雨

通しを眺めると︑舗装斜面を
泥水が流れている︒調査の影

列島の住人は︑法制度に基
づく国家運営を︑このときは
じめて経験した︒すべてが杓
子定規であいノ︑実践十〇日ノも︑

で︑途中に駅︷家 ︵うまや︶ が
まったく缶用視した ﹁計画﹂ に

形式が優先された︒古代道の

置かれ︑馬を用いた伝達手段

た︒畿内以外の各国は︑西海
道︑山陽道︑山陰道︑南海道︑
東海道︑東山道︑北陸道に所
属し︑実際に道が整備され
た︒これらは国府を﹂結ぶ道

を確保したことから︑駅路と

友の会だより里養文化姉畿籍廿日
ごあいさつ

と︑その台地上に︑十王ム忠通
跡がある︒十王ム呈埋跡は︑全
国でも有名な弥生時代の畦遅跡
であるが︑古代東海道駅路の

いという願いをもって︑友の会

文化の火を心に灯し続けた

れ︑毎回大変感動いたしており

県立県民文化センターで行わ

例となりました︒これは︑茨城

友の会会長武田京子

隠れた名所でもしめる︒畦坦跡を

は︑今年で設立31周年目になり

ます︒茨城大学名壁口教授の臼

m進﹂心

とあえ︶れ︑ムロ地の南斜面に

南北につらぬ＜道がフての名残

︵日︶新歌舞伎座へ︒幸四郎︑吉

ます︒新年はまず︑1月4日

われているこの切通しこそ︑
前述の木下氏が駅路の痕跡と
して指摘した場所にほかなら
ない︒
最近︑十王ム呈還跡の一部が

中です︒今後の行事は︑昨年同

季﹂ のミュージカル鑑賞を計画

しました︒7月には劇団

﹁四

勢揃いの﹁圭対初春大歌舞伎﹂の︑
バスツアー鑑塩見会を予定いた

います︒今年もよろしくお願

個人では︑なかなか出来ない事

いにさせられます︒友の会は︑

前から知っているかの様な思

よる︑事前レクチャーが︑すぼ

います︒

あけましておめでとうござ

は︑まっすぐ下っていく切通

しむ会〟という︑映像と演奏に

井英男先生の

発掘調査されたが︑残会心なが

様︑春の文化遺産を訪ねる一泊
旅行や︑秋の海外からの本格的

いいたします︒

〝オペラをより楽

郎︑七之・勘︑鍔々たるメンバー

かった︒古代道がとあるはいす

ら古代のものは残っていな

オペラの日本公演の鋸歯貝も︑恒

を︑金台貝と楽しむ企画を考えて

らしく︑私達は︑このオペラを

の地占用である︒現場を訪れた

しがある︒現在十℃道として使

石工門︑玉三郎︑勘九郎︑染五

てまっすぐ一﹁八〇〇

ることがしめる︒日立市伊師の

は︑道の切通し跡が残ってい

︸浜島駅路跡はその代表でしめ

も呼ばれる︒つまいノ︑官道の

基づく ﹁直線道﹂ は︑規格や
形式が優先された︑古代の特
徴が︒ふくあらわれている︒
古代の道は長い年月の中に

る︒一浜島駅路跡を︶南に﹂備かっ

＋王台遺跡切通し跡

埋もれ︑ルートを目の当しだいノ

にできしる場所はほとんどな
い︑というのが全国の常識で

あるが︑茨城県ではあちこち
で見てまわることができる︒

なかでも日立市は名所が多
︒
い
ムロ地と低浩規地の境界地占⁝に

藻島駅路跡

仕事⑭

﹁香りを聞く﹂

いっぱいになってしまうほど︑小ぢん

弁天町の細い道にある白い看板︒日
立ではあまり見慣れない ﹁香二品級線
香﹂ の文字に目が行く︒お店の入口へ
続く道は︑京都の街にいるような感覚
になり︑ゆっくりとした時間が流れて
いきそう︒お店は人が一人二人入れば

白檀︒しのとは︑沈香︒﹂局級な

類は︑よく知られているのは

取いノ扱っています︒末日いノの種

つ︑鳩居堂︑山田亘松香木店を

⁝宋堂︑薫玉堂︒フてのうちの2

と冒︿われる方もい

す︒﹂枚一人︑自分
両たけで聞くために

くいらっしゃいま

男性のお客様が多

今でLbLの店には︑

ます︒末日‖ノは形が

ものが伽羅です︒伽羅は他と
比べてぐっと値段が変わいノま

之てーついったところ﹂も

大切にしたいと思っ

ておいノます︒

I L の 店 を こ こ ま

で続けてこられて良

かっしたと感謝してい

ます︒お客様はみな

されていて︑王の話していてmq

さんゆっ＜いノ来てく
⁚たさいます︒時間と

もので︑癒しになるのかもし
れません︒

で﹂の茶もたてエ︺れるね﹂ なん

ごく楽しいです︒﹁畳の部分

ないものですか︑
その分ぜいたくな

ILお盆はもちろんですが︑

す︒原料が手に︹ハエしないため

皇員重なものなんだと田心いま
す︒伽羅を焚くと他の香木と
区別ができるので︑ぜひ︑一
度は焚いてほしいですね︒

天意即を問わいす︑一年中︑﹂の正

コミで広がって吏Cました︒父

て＜i︒たさいます︒少しいすつ口

て＜i︒たさいノ︑︵フ度はお店に来

で︑香いノを ﹁喚く﹂ ではなく

を通しているかえしです︒なの

﹁甘い︑苦い﹂ と感じ方が違
います︒その人︑その時の心

に︒入って︑その時にトめって

によろしくという重恩味で贈いノ

ときには︑向こうの御先祖様

Lめ線香を贈

ノます︒結婚する

都は仏事バたけでなく慶事にLb

です︒たいた︑みなさんの並日段

工︺いすに静かにやっていきたい

ですけれど︑これからも変わ

1−−−−特に大きな畜夢は缶用いの

ます︒入 ︵竹夫︶︒

の持ちLeつで捉え方が変わっ

よね︒その生活を伝えていき

ます︒文化の江連いす色感画します

取いノ八八れてもらえたらと思い

の生活にお香や京都の生活を

密丁に﹂お渡しして丁密丁に使って

ます︒丁密丁に作ったものを丁

香りを﹁聞く﹂と言います︒心

たい︑つなげてい什レたらって

は︑県内ではここ画たけ︶かLbL

てきます︒

方に言われました︵柾天︶︒個人
でやっているしめ線香のお店
れませlNね︒

LLだ︒一患部では︑﹂の香や﹂お
うに︹身近に﹂のいノます︒ユてう

ほしいと願っています︒
−

田心っています︒

スーパーなどで

家の爺分囲仁丸にして﹂めいノます︒

間取いノは一京都の並日通の

町時代に男性から始まいノまし

−

た︒お茶︑お花も同じです︒

留

末日道は︑もともとは室

さいですが︑一品都の街の﹂の末日

1お店の規模はとても小

広さでLiだ︒こ

ているのかもし
れないですね︒

うなもの奔︶求め

し︑非日常のよ

ることは︑とて
も嬉しいです

れるお安国枝がい

のにいらしてく

しめ線香は買える

高級線香が並ぶ。良い香りが聞こえてさそう

屋さんはみんなこのくらいの

お気に入りの香りかきっと見つかる

て﹂の店を始めました︒

こでは︑全て一足

す︒鴨居堂︑山
田松香木店︑松

さんがあいノま

名な四大お香屋

時代から続く有

一品都には︑江戸

扱っていまiす︒

都のものだHUを

お正月限定。可愛い香り袋の未たち

I L お 店 を 始 め る

ノも

ノましたので︑ス

時︑父のつなが
しの

た︒しめ末日を楽ししめ文

ムーズに品物を揃え
ることはできまし
化は日立にあまいノ馴

士兄としてはどうか

染みがないので﹁商
な？﹂ とたくさんの

暖かく優しい雰囲気。思わず立ち寄りたくなる

いった京都に関係があるも
の︑生活をつなげたいと思っ

茶︑お花などが当たいノ止別のよ

こういったお香などがあり−ま

が一品都出身で︑家には小すっと

て言われる方もいらっしゃい

いうよいノ︑仁気持ちがゆっくいノ

ILの店は四月で十一年に

す︒同日し香いノ十を聞いても︑人

まりとした広さだ︒だが︑そこは︑知
る人ぞ知っているお客さんが訪れるお
香屋さんだ︒そんな文書さんにお話を
伺った︒

京都の街を感じるお店への道

1香りは形がないもので

（弁天町・日立）

ないノます︒ここで冒︵われた﹂の

支蓋

線香を贈られた方が気に入っ

香・高級線香

月も進物用として﹂の線香を
買っていく方が多いで﹂9︒京

My

出を拝み︑家族団らんで﹂の祝
な舞を舞い︑苗四歳楽と結びま

舞います︒三部では翁が舞台
ハクシキショウ オモテ
上で白式尉の面をつけ︑蛍丁純

新年十を迎︑えますと︑初日の

いいたします︒能楽も年の始
四部の三番出女を狂言方が黒力巴

⊃クシキ

す︒翁と千歳が退場した後︑

﹂の正月は五流出ハに翁から始

尉の面をつけ農耕民族である
躍動的な藻の段を舞います︒

サン バ ソウ キ∋ウケン

めを大変大切にいたします︒
まいノます︒能にして能に﹂のら
オキナカリゴロモ

サシ

いすと云われ︑儀式そのもので
全体に天下泰巾Tを祝います︒
いノ︑脇能︑神様を主人公とす

蹴子方と地謡方は舞台に残

﹇氏自らが展開する文化活動を

支援することによって︑心重宝

新しい年を迎え︑皆様方に

心よいノ﹂お慶び申し上止ります︒

かな新しい文化のまちづくいノ

基に︑様々な事業の展開や文
化活動の支援をおこなってま

をめざす﹂ という基本埋会心を

昨年は政治・経済・スポー

いいノまLLだ︒

ツ・学術等々︑様々な話題が
あり︑私達市民生活に大きな

影響日を及ぼす出来事もありま

新たな時代を迎えた今︑二
つの財団が培ってきた経験や
実績を一つにし︑更に大きな

した︒今年戦後七十年を迎

﹂めいノます︒之てして︑私丑︵の財

え︑日立市は大きく変化して

団に﹂めいても歴史的変革が﹂の

ます︒振りノ返いノますと当事業

財団がこの度対等合併を致し

と思いますが︑日立市民﹂又化
事業団と日立市科学文化情報

の財団は市民が主役で ﹁心霊

新たにス4ノート致します︒こ

市民科学文化財団﹂

として本年四月一日に

カとなって文化部両日Luを発
展させるべ＜︑公益財団法人

団は市民の草の根運動に︒よる

いノました︒既にご存じのこと

は住吉明神が現われ︑国土繁

る能が始まいノまiす︒中でも一局

栄を祝いまiす︒全体を剛爪晦で

請合により出寅書が変更に穆る塙合があります。

と名称も

窒二塑日立市民会館ホール

旦」団3月15日（日）16：30開演（16：00開場）

昼壁現金席指定3，300円（友の会3，100円）

●チケットは…

当日3，800円

1月28日（水）9 30−文化事業団友の会及び20枚以上の団体※電話のみの受付
1月31日（土）9 00−−舷窓口発売 日立市民会館は力、プレイガイドにて

呪いの様な講話十重諾います︒二

☆波辺直美 ☆最近 ☆ロザン
☆バンクプープー ☆ジャンク
☆インパルス
ぼか

﹁鳴るは瀧

を利別造し実

現する財団です︒市民の皆様

和恵 」虫1鑑血
鬱

と址ハに更にヌ布聖に満ちたぺ−
シを開くことができますよう

逗蹴暁闇腿剖掛目囲

部は千歳︑若者が

日立市民会館ホール

の連峰で﹁とうとうたらいノら︒

お腹の底からわき出る声で︑

〈プロフィール〉

﹁日立

あい︑愛しへ一口う夫婦は心が通

婦なのに何故︑離散なのです
かと訪ねると︑お互いに思い

瀧の様に淀みなく淳侶らかに合

財団としては目茶iで初めて︑
皆様からの室員重な寄付による
基本財産をもとに︑昭和五十

心よいノ祈いノ︑又私丑︵も旧に倍

醸 緊 ∴∴∴」 （ 議 ∴∴ ：÷ 一章＝≡

たエしいノ十のが‖ノ55日ノとう﹂ と

日している事をのべます︒吉岡砂

唱します︒美しい日本語︑自

一年十一月三日に誕生致しま

東京芸術大学邦楽科、修士課程卒業。
観世流準職分を頂き、舞台等活動。
市民のための能を知る会実行委員会会
長、日立市文化少年団能楽部代表、向
洋会主宰。

かなまちづ＜いノ﹂

うたいノ﹂ と若さの象徴の舞十を

の水︒日は照るとも絶えいすと

は万葉片栗の時代住吉は古今集

した︒以来︑﹁先人が築いた

す︒シテは独特な翁狩衣︑指
貫の装束で︑静かに登場して
参ります︒数種の歌舞︑四部
に分かれ︑一部は翁が地謡と

（公財）日立市民文化事業団℡0294−22

然との丑ハ存︑夫婦愛︑和歌礼

S席5，500円（友の会5，000円）
A席4，500円（友の会4，000円）

の時代のたとえであると一互い

甲田国璽統語闇

して努めてまいいノます︒
日太i人の血が

主、‡∴●・

な情宣宗の中に

蟻酸戴醗
飼覿覿蘭韻遽絶辞
鬱据繊

文化遺産や伝統を尊重し︑市

復田洋子

砂は翁に次いで︑神聖です︒
住吉︑吉岡砂の校の精の老夫婦
が登場します︒脇の神主は夫

秀男
森
理事長

す︒その静か

でも千年変わエ﹂

一 笑誓喜一墨壷

賛と︑翁・脇能は能楽の桂で

公益姑団法人日立市貝文化事楽団
脈々と法相れて

います︒

「奏上」国立能楽堂にて舞う

中︑深い斎ヨの中

ぬ緑の色を⁝顕
え︑松の花は百
年を十度も繰返
して千年に一度
咲くそんなめで
たい時の来る亘松

を称え︑題材に
して歌を詠み︑
と国も⁝栄えると

御代を︶仰ぎます

唱えます︒後半

恕

合わせて歌道の根太iをなす
事︒松は一年

能・鏑と高楼のこと

（7）

開場13：30／開演14：00

l

砂唯物三

会場：日立市民会館
【第一部】出演
音大久保幼稚園音日立市立大沼幼稚園
音日立市少生少女合唱団音ひたち童謡を歌う会

一

〜よみがえるメロディ・汐鳴りのうだ〜

蹄 1月24日（土）
13時30分開演
壕∴覇 多賀市民会館大ホール

朱耀羅入場無恥圧丁重「

般1，000円（友の会900円）

子ども

霞韓髭寮窪窮藍添裟∵輔

輔弼愉聞㈲

わが街の作曲家

大津香淳子（メゾソプラノ歌
手）／戸来和子（ピアノ）／野
口曹広（オカリナ奏者）／若
柳ゆかめ若柳ゆがめ社中
（日本舞踊）／日立民謡民舞
連合会有志（民謡〉／助川中

500円（友の会450円）※l

ペ ア1300円 ※2 ※3
※「 子とも券は3歳以上中学生以下
※2 ペア券は大人と3歳以上中学生以下の
2枚雇人の場合
※3 ペア券は前売り券での取扱いのみ

学校卒業生・関係者有志／
日立市民吹奏楽団 ほか

〔チケット取扱店〕
漢日立市民会館 m多賀市民会館
○日立シビックセンター

音楽を通じて日立市に貢献された
額賀松喜先生。
多くの校歌国歌を適され、今尚多くの市民に
歌い継がれています。額賀先生の楽曲を歌や
踊り、演奏を通して先生の足跡を辿る。
そんなコンサートです。

お問合せ 額賀松吉先生顕彰事業実行委員会事務局 ℡0294−22−6481

有人潜水調査船
「しんかい6500」から見た世界

㊨瀧諾課梨凝蕎謎演
醸：男物吻繊づ菰レ：瀾
1月18日（日）弼料語隷書

2月且4閏（土）

①13：30−②16：00〜

年後1時30分開演

※開場は各回30分前 舗：多賀職舗〈l騎小ホール）

日立市民会館111号室

㊨籠宮ミ慧喜撃胴場筆誅頓着
1月17日（土）9時30分から

「しんかい6500」とパイ。州こついて、

日立市民会館℡0294−22−6481

また、覗き窓から見た深海の不思議な景

篭話のみの受付こなります誹紬脚 色をご紹介します。

ノみス マ，〝クニス

請師 外暗 瞳さん

3月21日（豊）守月22日（日）

【独立行政法人海洋研究開発機締広報部広朝練 「しんかい6500」副操縦士】

①16：00〜②19：30−；①11：00〜②14：00−

山形県酒日出出身。高校卒業まで東海村で過ごす。北海道大学水産学部卒業後、
独立行政法人海洋研究開発機構入所。日本海洋事業㈱に出向、「しんかい

※開場は各回30分前※詳細未定舗：多賀職舗日階帰一ル）

6500」運航チームに配属。「しんかい6500」副操縦士として、研究者と共に深

海に潜り、海底調査潜航に参加。現在は、広報部広報課として活躍中。

藷成2錦E度日立龍姓醜忠創富国定期演奏会

ー＿塾閏隣認幽霊塗離萎艦
4各署

お問合せ

多賀市民会館

℡0294−34−1727

頴観蝿購燕議隷麗願顧
裏書馨越創繭議鯨絹製寓

∴∴∴「一三三∴「∵∴一∴∴：∴「∵∴∴．

ー態 綴

割引距蝿蝿強国帽頓鵬醜
態覇橘轟移監汐霧轟夢謬聞
讃繋端閣脂i塗議墾i輩革夢製図
★ステージ発表（各日10iOO開演）会場．音楽ホール
土曜日／太鼓・踊り・ダンス・お琴・民謡・フラダンスなど

日曜日／能・太鼓・合唱など
★体験・展示コーナー（台目10，00−15：00）
会場●ギャラリー、4F・5F会議室

3／22（日）13：30開演

日立市民会館ホール≡
入場無料（どなたでもご覧いただけまも
日立市少年少女合唱団
℡0294−22−6481

華道・将棋・lii柳・書道・美術など
（土曜日のみ／かるた・囲碁・パッチワークキルト・ボードゲーム）
（日曜日のみ／茶道）

★馨，警護0芋

※コ掌驚架が

喜琵哲宙謁＼雲警三業馨
お聞合せ：ひたちことも芸術祭推進委員会
℡0294−22−6481

（8）

表紙写真

ii

刊⑧醐圏 ±iiir−i

多 賀 市 民 会 館

日 立 市 民 会 館

0294−34−1727

0294−22−6481
＊

音劇団飛行船
マスクプレイミュージカル「ももたうう」

…
＊

主催

1／16（金）10時30分開演 全席指定
S席 2，500円（友の会 2．300円）
A席 2．000円（友の会1．800円）

…

入場料1，000円

B席1，500円（友の会1，400円）

一

般1，000円（友の会

900円）

子ども
500円（友の会 450円）
ペア券1．300円（前売りのみ）
漢サッカー日本代表チーフドクター

普段は多くの家族連れで賑わうか
みね動物園も、この日ばかりは開
店休業であったはずだ。高萩市に
お住まいの田村久さんにお借りし
た日立の冬景色の中の一枚。あり
がとうございました。

入場無料

主催：茨城県吹奏楽指導者協会
漢ダンスパーティ
主催iコンタクトフリー
2／22（日）13時開演 入場料1，999円
○コンサート

2／7（土）・2／8（日）9時開演

入場無料
喜映画「アオキリにたくして」上映会
主催 日立上映実行委員会

主催 フアミレド市

2／11（水・視）10時／14時開演
入場料1，000田
園ピティナピアノステップ

2／28（土）・3／1（日）12時15分開演

入場無料
漢パナソニックフェア

主催 全日本ピアノ指導者協会

主催

2／14（土）9時30分開演 入場無料
音ピアノ発表会

主催：（公財）日立市民文化事業団
全席指定

2／15（日）13時30分開演

茨城東PS会

3／7（土）・8（日）10時オープン

入場無料
鵜ヤマハ音楽発表会

主催一高畠、石lii

S席 5，500円（友の会 5，000円）
A席 4．500円（友の会 4，000円）

入場無料

主催．㈱映光社

鵜親子まんか映画会
主催．㈱エムアイ企画

＊

＊＊

＊＊

未来

＊オ

フに＊∴＊＊＊＊＊

3／15（日）10時／14時開演
音コンサート

＊＊＊＊＊＊

主催（公財）日立市民文化事業団

主催：日立市

3／19（木）〜21（土）時間未定

入場料未定

3／15（日）16時30分開演
全席指定 3，300円（友の会 3，100円）
音あいあいコンサート

無料

漢青少年健全育成のための市民の集い
主催 日立市青少年育成推進会議
2／28（土）13時開演 入場無料
鵜防災講演会

主催 日立市少年少女合唱団
3／22（日）13時30分開演 入場無料
m定期演奏会

主催 多賀中学校吹奏楽部
3／28（土）時間未定 入場料未定

主催．日立市防災協会
3／2（月）18時開演

入場無料

主催：ファミレド市

○週末よしもと お笑いまつりin日立

900円

看妊娠出産理解啓発「いのちの教育」講演会
2／18（水）14時開演

写真は数年前の冬の朝の一コマ。

音ソロコンテストいばらき

2／7（土）14時開演 S席 4，500円
A席 4，000円
自由席 3．500田
園南こうせつコンサートツアー2015
−うちのお父さん〜

2／14（土）10時開演

靴が消えたというニュースは記憶
に新しいが今年はどうだろうか。

1／31（土）〜2／2（月）9時オープン

1／25（日）15時開演 入場無料
獲第56回学校ダンス発表会
主催 茨城県女子体育連盟
2／1（日）12時30分開演 入場無料
漢ミュージカル「プッダ」
主催 ㈱わらび座／日立わらび座をみる会

2／11（水・祝）17時開演

MBM

1／10（土）18時開演

＊ Sひたち郷土かるた大会
主催 日立市青少年育成推進会議
1／18（日）9時30分開演 入場無料
音わが街の作曲家須賀松吉先生
〜よみがえるメロディ・汐鳴りのうた〜
＊
業
主倍 額賀松吉先生顕彰事業実行委員会
1／24（土）13時30分開演 入場無料
8日立春逼連盟展 日立市小中学校書初め展
主催一日立市文化協会

池田浩講演会
主催 日立市 日立市教育委員会

）

ホームセンターからスコップと長

主催（公財）日立市民文化事業団

音第27回ひたち童謡のつどい
主催 ひたち童謡のつどい実行委員会
1／18（日）14時開演 全席指定

記録的な大雪となった昨年。

寡ダンスパーティ

8第3回春季フェスティ／りレ

主催 県北地区高等学部演劇部
＊
＊

3／28（土）・29（日）時間未定
入場料未定
雪 漢定期演奏会
＊
主催 泉丘中学校吹奏楽部

姜

3／30（月）時間未定 入場料未定

入場無料（整理券）

菓二〇一四年の流行語トッ﹈ノテ
ンに﹁壁ドン﹂という言葉が入っ
た︒この意味は境目さんご存じの
とあいノ▲調べてみるとこの壁ド
ンの使い方は誤りだという︒十

数年前からスiツト上で使われて
いた ﹁集へ一口住宅等で隣室の騒土日
に対し壁をドンと殴る行事届﹂ と

に︑私の今後の人生で女子を

いう意味であるとのこと︒それ
が本来の意味なら︑流行語の使
い方が誤りということになる音
間違った用法が泊皮透している語
句は数多ある︒﹁役不足﹂ ﹁確信
犯﹂ などがその代表だ︒古くは
平安期文学における﹁有り難き﹂
も ﹁滅多一にない・容易でない﹂
という意味であるが︑現代では
﹁人の好皇居などに感謝するさ
ま﹂ に転じている▲言葉の意味
は永久不変ではなく︑移ろい流
れゆくもの︒それもまた一つの
文化の形なのだと思う︒現在誤
りと指摘されている語句の意味
も︑時が経つにつれ正道となる
時代が訪れるかもしれない■語
句の正しい意味を追求する止別

とうつJざいました︒

キユンとさせる壁ドンを実現で
きる日が来るのかどうか︑甚だ
疑問に思う今日この頃︒た ︵A︶︒
※後田洋子先生の ﹁能楽は日本
人のここう﹂ は今〇号で終了い
たします︒後田先生︑ありが

発行 公益財団法人
日立市民文化事業団
﹁ひたちの文化﹂編集委員会
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※御意見・御感想をお寄せ下さい︒

