
♪蛍光タスキに　トング持ち

　なやのプラザの　周辺を

　散歩がてらに　町美化作業

ゴミを拾って　ゴミを拾って

　ボランティア　男の男の

　囲炉裏端音頭♪

https://otoko-no-iroribata-no-kai.jimdofree.com/
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プログラム：銀座カンカン娘・なつかしい歌声・霧子のタンゴ・北の旅人・恋の季節・コーヒールンバ 

新曲発表：男の囲炉裏端音頭・銀座九丁目水の上・古城・四季の歌・雪・森のくまさん・東京音頭 

Member：Vo 志田米蔵・羽木良衛・堀内 保・市川美智子・市川三郎・伊藤博幸・鈴木泰之・内田 修 

Mc 内田 修・piano 市川美智子・guitar 市川三郎・fluteゆうゆ・広報 鈴木泰之・poster design/ZOOM 志田米蔵 

シニアサークル「男の囲炉裏端」の会（任意市民活動団体 NPO） 分科会 市川美智子とイロリバターズ(SINSE2014.10) 

令和３年(202１年) 

 

 オリジナル曲を 

発表します！ 

 結成 10 周年記念応援ソング 
 

 

 

　なやプラザ⇔憩いの里　なやプラザ⇔憩いの里

　　オンラインコンサート
　　オンラインコンサート

　　　　　　　2021 年 1 月 21 日（木）

　　　　　　　2021 年 1 月 21 日（木）

　コロナ禍で老人施設へ出向いての演奏ができないため、 初のオンラインコンサートで、
憩いの里四日市ケアホームのお年寄りたちに歌声と演奏を届けることが出来ました。

　

　コロナ禍で老人施設へ出向いての演奏ができないため、 初のオンラインコンサートで、
憩いの里四日市ケアホームのお年寄りたちに歌声と演奏を届けることが出来ました。

　

なやプラザ ⇔ 憩いの里なやプラザ ⇔ 憩いの里初

「テーマ：あなたにとって友達とは？」　「テーマ：あなたにとって友達とは？」　充実のシニアライフ充実のシニアライフ
　毎月 1回第 1木曜日 10時～ 12時までなやプラザで開催しています。 自分たちで月ごとにテーマを
決めて、 3分間体操（スピーチ）に時の経つのも忘れます。 日頃の外出不足やストレスの開放に最適
です。 サラリーマン定年退職後の方（無職）、 俗にいう 「引きこもり」 がちな男性の余暇を利用して気
軽にスピーチを楽しみ、 仲間との親睦を深める。 約束事は⇒「現役時代の縦の関係は無し、 全否定し
ない、 話の腰を折らない、 話は最後まで聞く、 前職は語らない、 誇らない、 聞かない（前職の事は
聞かれても言わない）」 をルールに横のつながりを大事にする気楽なサークルです。 見学は下記事務局ま
でお電話の上ご来場ください。

5 月 6日（木）5月 6日（木）

第 2部　昔の四日市 講師　北野　保さん

新曲発表：結成 10 周年記念応援ソング 「男の囲炉裏端音頭」
（作詞 ・ 作曲：志田米蔵    編曲：市川美智子　歌：市川美智子とイロリバターズ）
新曲発表：結成 10 周年記念応援ソング 「男の囲炉裏端音頭」

（作詞 ・ 作曲：志田米蔵    編曲：市川美智子　歌：市川美智子とイロリバターズ）

心に響けシニアの歌声心に響けシニアの歌声

朝も早よから囲炉裏端

なやのプラザでひとしゃべり

惚れたあの娘の思い出ばなし

蛍光タスキに　トング持ち

なやのプラザの周辺を

散歩がてらに　町美化作業

ゴミを拾って　ゴミを拾って

ボランティア

　その他懐かしい歌謡曲や童謡も楽しんでいただきました。

お問い合わせ・申込先　TEL/FAX 059-346-2903( 志田）

　1 円切手の肖像、 前島 密（まえじま ひそか）は日本近代郵便の父。 四日市とどういう関係なの
かというと、 水谷さんの話にもあった、 関西（かんせい）鉄道の初代社長。 なぜ四日市に本社を創り
営業を開始したのか？当時、 明治政府の中で 「外国から攻められたら太平洋側では被害が大きくなる
から内陸部を」 という意見や反対意見やらの折衷案で造られたのが、 現在の中央本線。 東海道本線

は、 桑名、 四日市、 鈴鹿峠を越えて大阪に至るルートではなかったため、 政府が造らないならと、 四日市、 桑名らの
財界人が何度も会合を開いたうえで、 自分たちで創ろうと出来たのが関西鉄道である。
　狭軌と広軌　　当時鉄道の軌間（レールの間隔）は、 国際標準軌（1435 ㎜）ではなく狭軌（1067 ㎜）であった。
日本は国土も狭いし、 平野が少ないためという、 イギリス人顧問によって決められたもの。 しかし、 鉄道の近代化のため
に必要だと広軌への新たな苦難に挑んだのは、 この関西鉄道の汽車課長であり、 明治 21 年に前島密を社長に招いた
人物、 島 安次郎であった。 しかし広軌改築計画こそ実現しなかったが、 のちにその遺志を継いだ日本国有鉄道の技師
長である子息の島 秀雄によって成し遂げられた。 昭和 39 年 10 月の、 東海道新幹線の誕生である。
　近鉄も昭和 34 年 9 月 26 日に東海地方を直撃した伊勢湾台風の被害からの復旧工事の際、” 災い転じて福となす”
の精神で当時の社長佐伯勇は、 名古屋線を一気に広軌化している。
　四日市の第二海軍燃料廠（しょう）　は、 船ではなく航空機の燃料を造っていた。 昭和 20 年 8 月の終戦を迎える。
やがて民間に払い下げられ、 第 1 コンビナートになる。 そして四日市公害が起きるが、 一方で国民生活の豊かさを支え
たという側面もある。 しかし公害によって市民が多大な被害を受けたことは許されるものではない。 その教訓を基に 「四日
市公害と環境未来館」 ができた。 正しい歴史を後世に、 継承していかなければならない。
　「前畑がんばれ」 昭和 11 年第 11 回オリンピックベルリン大会、 前畑秀子選手が競泳女子 200m 平泳ぎで日本女
子初の金メダルを取った時の名実況は、 ベルリンの無線局からの無線電波を国策会社の日本無線電信海蔵（のち四日
市）受信所で受信し、 逓信省名古屋無線電信局から NHK に送って全国に放送されたものであるという。
　この四日市で戦前戦後 2 回博覧会　をやっているが、 昭和 11 年の国産振興四日市大博覧会の歌 「躍進四日市」
というのがあって、 「栄冠は君に輝く」 の古関裕而が作曲し、 作詞は 「酒は涙か溜息か」 の高橋掬太郎、 歌は 「イヨマ
ンテの夜」 の伊藤久男が歌っている。 協賛会の会長は伊藤伝七（当時の商工会議所会頭）。 公式的には国産振興、
輸出の進展を標榜していたが、 その実は埋立地への工場誘致のために四日市市と四日市港の名を広く知らしめることに
真意があった。 この成功を機に四日市市の主要産業はそれまでの繊維工業から重化学工業へと大きく転換していく。
　また昭和 27 年の講和記念四日市大博覧会は、 講和条約締結を記念して 「新生日本」 の産業振興に寄与するこ
とを目的に行われた。 この博覧会も成功裏に幕を閉じる。 四日市市の戦災復興を象徴する一大イベントであった。

きく

よっかいち近代化遺産研究会代表

大好評！
8 月 26 日
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プログラム：三百六十五日のマーチ・夢淡き東京・街のｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾏﾝ・ここに幸あり・今さらジロー・お祭りマンボ 

新曲発表：男の囲炉裏端音頭・涙くんさよなら・汽車ポッポ・ピクニック・高原列車は行く・青い山脈 

Member：Vo 志田米蔵・堀内 保・市川美智子・市川三郎・伊藤博幸・鈴木泰之・内田 修 

Mc 内田 修・piano 市川美智子・guitar 市川三郎・poster design/photograph/ZOOM 志田米蔵 

シニアサークル「男の囲炉裏端」の会（任意市民活動団体 NPO） 分科会 市川美智子とイロリバターズ(SINSE2014.10) 

令和３年(202１年) 

発表します！ 

作詞・作曲：志田米蔵 編曲：市川美智子 歌：市川美智子とイロリバターズ 

 

新曲発表♪ 

　2021年

1月 21日

　2021年

1月 21日
　やりました !　やりました !

　やります !　やります !


