
文化情報誌

季刊

Vol.9 .r

r

J
&*・ r
ザ

r-y-

g.

・�

f

is

2002

©
福井芸術'文化フォーラムは福井市文化会館を拠点に事業を企画'運営するNpo法人です。
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[特集]

民譜
民謡とロックのリズムがとけあろ

伊聽多富雄コンサート

第3回日ホの民覇～うたとおどひ～
日本全国民請の旅～北海道から沖縄まで

[共催事業案内]

宝生流福井能楽鑑賞会

そよ風コンサート"大正單に魅せられて'・ ・"

m.

4～11月のラインナツプ

[報告]

中西和久さんの演劇ワークシヨップ

[連載]

̶福井型と岸和田型？

Npo豆知識

団体会員のイベント紹介
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��てりやきのおじやましま～す
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特集 民講 あなた力X今まで聴いたことのないよ

日本民謡とロックとの融合を画期的に成し遂げた伊藤多喜雄のライス

地元で活躍する民謡歌手戸田弓子と民謡団体による色とりどりの『第3回日本の民謡』C

それぞれに魅力あふれるステージをどうぞお楽しみに。

TAKIO SPIRIT 2002
伊藤多喜雄さん

伊藤多喜雄、民謡歌手�。民謡の"復

活"へ向けてェネルギッシュに活躍する革新

者力i\福井では初めてのライプを開く。

北海道生まれの伊藤は漁飾である父の唄う

民謡を聴いて育った。父の唄は、自分を励ま

し、明日への力とする唄、楽しいときや悲し

いときすべてを託した生活の唄であった。も

ともと身近なものであったはずの民謡。海の

唄、山の唄、里の唄、祝いの唄、仕事の

唄...日本人の心のふるさととして、親しま

れてきたたくさんの日本民謡。しかし、’明治

に入って音楽教育力晒洋音楽中心となり、い

つのまにか日本人の心の中力)ら遠く離れてし

まった。

ふつう民謡は、三味線、尺八、太鼓、笛など

の和楽器の伴奏に合わせて唄われる力s、伊藤

の民謡にはこれらの民族楽器のほかに、ヴア

イオリンがあり、ピアノも使われる。ペース

もギターも登場する、新しいかたちである‘。X

ポリュームいっばいの厚いサウンド。日本民

謡だけではなく、韓国にまで広がるレパート

リー。自由なリズムで唄い、自由に聴いても

らって、ともに楽しさを分け合う。このロッ

ク調の新しい民謡は、若い世代にも確実に支

持を広げている。

一方で、民謡の源流を求めて、各地の古老

を訪ね歩く。民謡力S人々の生きる"力"となっ

ていた証や、今も生き生きと大地に根付き、

その暮らしに溶け込んだ唄々を丁寧に採取し

研究している。

民謡は決して古くさL 、昔の唄などではなし・・0

その時代を生きる人々に見合ったリズムを取

り込むことで、今を生きる喜びや、明日への

ェネルギーを呼び覚ましてくれる。唄L 、継力i'

れてきた魂の民謡(うた)(こ、現在(いま)を生

きる伊藤多喜雄が、ロックのリズムにのせて

新たな生命を吹き込んだ�そんな感動のス

テージをお届けします。
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1950北海道苦小牧市に生まれる。

小学校4年生の頃より民譲を唄いはじめる。

1963北海道にて「民謡大会」で優勝。

1976 (財)日本民謡協会主催「民謡民舞全国大会」

民謡の部におレ、て3年連続優勝

同じく3年連続、内閣総理大臣賞‘厚生大臣

賞-通産大臣賞受賞。

1983 TAKIO BAND結成。民謡を現代風にアレ

ンジし、ライプ活動を始める。

1989 NHK紅白歌合戦出場。(曲目「ソーラン節J)

1994北海道稚内南中学校の郷土芸能部「ソーラン

節」音楽プロデュースにより、日本民謡民舞

大賞受賞。

1997旧)日本民謡協会より実績'功績を護える民

謡功労賞受賞。

1997～1999小掠桂プロデュースの歌語り「一休」

に出演、「一休恋慕」に主演。

※福井公演でのTAmo B̶Dの編成は変更になる

ことがあります。

ジヨイント出演決定H

一世を風魔したよさこいソーランの原点

である北海道稚内南中学校のいノーラ̶j

を世に送り出したことでも広く知られて

t 、る伊藤多喜雄。[3年B組金八先生jでも

おなじみの、あのソーラン節を、每夏福

井を熱くする福井フュニックスまつり

FYOSAKOI/fッチョライ」の参加メンバー

力:踊りでさらに盛り上げます。出演にむ

けて、ただ今猛練習中。ご期待ください。

M ん盤
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うな、熱い"民謡"をお届けします。

インタピュ-戸田弓子さん

I拍手をいただけたとき

嬉しくて涙力拙そうになるんで⑥
待ち合わせ場所に現れた戸田弓子さん、才

ペラのプリマ顔負けの華やかさでまず私達は

度肝を抜か仏やカダ底抜けに明るいお人柄

にすっかり魅了されてしまいました。今回は

『第3回日本の民謡』への抱負などにつL 、て、

熱く語っていただきました。

民誤どの出会い

�まず民謡と出会われたきつ力せをお聞

力；せください。

戸田母が二代目今重造先生に唄を習ってま

して、中3のときその発表会に行った

んです。え～、民謡7'って正直イヤイ

ヤでしたね(笑)。でもそこで初めて津

軽三味線を聴いて鳥肌立っちやいまし

てね。それまで抱いていた三昧線のイ

メージとは全然違ってた。母の勧めも

あって軽い気持ちで三味線を習い始め

たんですよ。

�三味線を始めて、なぜ唄うことに？

戸田小学校に入った頃から人前で唄うなん

て恥ずかしくて苦手でした。もともと

三味線の唄付けを早く覚えるために唄

を始めまして、それから間もなく 「日本

民謡大賞福井県大会」で優勝させてい

ただレ、たのが転機でしたね。

三国節

�唄の素質を見抜かれたんですね。これ

を手始めに次々と受賞を重ね、平成2

年「三国節～名広～」でレコードデピュ

一、戸田さんにとっての「三国節」と

はフ

戸田全国大会では出身県の唄を唄うのが条

件で、先生の勧めで「三国節」になった

んですけど、最初はイヤでたまらなか

ったんですよ。私は津軽ものにホレて

民謡を始めたんですから(笑)。でも

「君は生まれも育ちも福井。福井の唄を

大事にしなさい。いくら好きでも青森

の人が唄う津軽民謡にはかなわないん

だから」と。それから地元の唄を大切に

思えるようになってきましたね。今で

もまだまだ自信力せ寺てません力:、ず一

っと唄い込んで、いつか"自分の「三国

節」"にしていきたいです。

活勤狀況

�最近の音楽活動についてお聞かせくだ

さい。

戸田地元のほか、東京や大阪での舞台にも

立ちます。平成11年にはデピュー10

周年記念リサイタルをさせていただき

ましたし、県内3-ケ所でお教室を持っ

ています。充実した活動を続けられる

のも家族の理解と支えのおかげ。感謝

しないといけませんね～(笑)。

̶̶戸田さんの中で民謡に対するこれから

の課題は？

戸田唄い継がれてきた民謡を次の世代に引

き継ぐことを考え始めたところです。自

分力：子どもを持ってから、子どものう

ちに自然に民謡を聴く機会を持つこと

力s大切だと強く思うようになりました

ね。抜群のリズム感を持った今の子ど

も達に、譜面だけでは伝えられない民

謡のアパウトな面が受け入れられるか

不安ですが。でも引き継ぐためには、

まず自分力:続けていくこと。続けるっ

てけっこうェネルギーがレ、るんですよ。

舞台前はストレスやプレッシャーで夜

眠れなかったり、なんでこんなつらい

ことやってるんだろう...なんてね。

日本の民誤

̶̶続けていくことが伝えることへの第一

'-'歩、その一環として、今回のご出演は

し、かがですか？

戸田昨年初めて参加し、福井にも民謡を愛

してくださる方がまだまだたくさんい

らっしやるとわかって励みになりまし

たね。

�同じ舞台に立ったアマチュアの方々に

とっても大きな励みになったようです
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よ。プロの厳しさを間近で感じ、「勉強

になりました」と何人もの方から感想を

いただきました。

戸田自分の中ではまだまだという思いがい

つ(fl 、なので"プロ"なんて言うのは気

恥すかしいんです力;…。そういう迷い

の中で舞台に立っている分、拍手をい

ただけたとき嬉しくて涙が出そうにな

るんです。あ～これがある力)らやめら

れないのかな、と。それに福井市文化

会館は私のホームグラウンド。初舞台

もデピュー公演も、吹奏楽部の大会や

子どもの頃のオルガン教室の発表会も

全部ここ。思い出深い場所でもあるの

で、今年も出演できて嬉しいです。

�最後に、出演にむけて意気込みをどうを

戸田今年はちよっと冒険したい。「私は福井

の民謡」という枠を取つ払って、久し

ぶりに自分の原点である津軽民謡も自

分なりの形で昇華させていきたいと思

ってます。それと、民謡フアン以外の

色々な方にも楽しんでL 、ただけるよう

なステージを考えてますので、皆さん

ぜひ楽しみにしてして下さいね。

�今日はあり力$とうございました。

季fljふっか～と2002春



民謡とロツクのリズムがとけあう

伊纏多嘉雄コンサート
TAMO SPIBIT 2002

5月31日(金)
18:30開場19:00開演

福井市文化会館

全席自由/4, 000円

※当日券は午後5時より発売、500円増

チケット発売/4月2日(火)より

※未就学児童のご入場はお断りさせてL 、ただ

きます。

出演伊藤多喜雄& T.O B̶D

日本全国民謡の旅～北海道から沖縄まで

第3回Bホの民謹
'うたとおどり～�"t� I ���

儀僻
‘�̶ .» モ

B

共催Npo法人福井県子どもNpoセンター

FBC福井放送

6月30日旧)
13:00開場13:30開演

福井市文化会館

全席自由/999円

※当日券は午後12時より発売

チケット発売/4月30日(火)より

出演戸田弓子瀬江市在住‘キングレコード專属)

藤己会(福井)

福井民友会連合会(福井)

三紋明萌会(福井)

秀和会(福井)

あじさいクラプ(福井)

琴零会(福井)

清水民踊愛好会(清水)

琉球舞踊サークル(鍵江)

丹南津軽三味線'民謡'胡弓の会(鐘江)

敦賀民舞会(敦賀)

ボランテイアスタッフ登録受付中！

公演当日のスタッフを募集しています。詳細はフォーラムまでお気軽にお問合せくださし'0

4;写真’ピデオ撮影*舞台装置を運ぶ

*キャストや劇団スタッフのための楽屋の準備'後片付け

*会場の受付*パンフレットの販売*座席案内、会場整理など

チケットの購入'お問合せは福井芸術'文化フオーラム
Tel.0776-23-6905月～金(祝日をのぞく)10:00～18:00

遠方のため来られない方や時間のない方に便利！

郵便振替による購入方法

(注)チケット料金のほかに払込手数料と郵送料(100円)力泌要です。

①お近くの郵便局から青色の郵便振替用紙でチケット代金と郵送料を振り込んでください。

②郵便振替用紙には必ず以下の事項を記入してくださレ'0

・ロ座番号/00780-1-46870 ・加入者名/福井芸術夕化フォーラム

♦払込人住所氏名ズあなたの住所'お名前‘電話番号♦通信欄/公演名、枚数

チケットはご自宅に郵送いたしますので、公演の日を楽しみにお待ちください。

市内取扱プレイガイド

ピア・・・・・・・・・・・・・・・0776-27-1110

�;�...............0776-34-1717

パリオ・・・・・・・・・・・・0776-25-8888

勝木書店本店.........................0776-24-0428

松木屋本店............................0776-24-1388

文化会館事務所(福祉会館IF)..... 0776-20-50 1 0

福井芸術'文化フォーラム事務所...0776-23-6905

寄稿

福井型と岸和田型7

-�ffl ̶月

先ず[福井さん、やりましたねェ～J

と溜息混じりに言うの力征直なところ私

の心境です。それは貴会の輝かしL 、展開

を知った感動や羨望と、私どもの苦渋

の中で選択した道を歩んて才、る心境との

複雑な交錯なのです。

前任者時代、昭和59年のマドカホー

ゾ̶設のこと、この種の分野では先駆的

な平成3年設立の会員制市民組織「岸和

田市市民文化事業協会」のことなどで常

に話題だった"岸和田方式"は、実は後

者の業務停止で新局面を迎えます。

わが街の先駆的な文化行政マン、故

森可秀氏は、昨年4月病床の中で「岸和

田方式は終篇したjと咳きました。「い

や、そうではない、新たな発展の機会

だjと慰めるのではなく、自分を励ます

言葉で応じたのを思レ、出します。

即ち、大阪湾沿いの新しい「波切ホー

ルJとともに行政は、事業協会とは別の

財団を立ち上げ運営管理を任せるとい

う結論になったのです。様々な協議を重

ねました力;、結局はホール友の会部分の

運営問題さえも決着を見ず、二つの組

織力餅立することになります。市民と行

政の共同の場づくりを目指したはず力i。

そこで当事業協会は、会員の信頼を

基礎に過去の業績を発展させ、新構築

を目指す新組織「岸和田文化事業協会j

としてリニューアル。文化に閲わる事業

全般に取り組む、市民の協力の場です。

この事態を招いた内因として、企画

能力の不足、管理運営力量への不信、

より幅広い市民からの信賴の欠如など

力iありましよう。し力)し、それらの反省

を礎とし、21世紀型市民文化組織への

新たな発展を目指すところです。今後

ともよろしくお願い申し上げます。

いくたとしあき氏

高校教員を退職後、市民文化事業協会専務理

事に選任.4期7年間従事。アマチュア室内

合奏団を中心に地域音楽活動にも参加。

Parking
駐車場のおねがい

公演当日は駐車場が大変混み合レt

ます。できるだけ公共の交通機関をご利用くださし»0

また、お車の場合はなるべく乗り合わせ'送迎でお越し

くださいますようご協力をお願いいたします。なお、駐

車場は文化会館前の市営花月駐車場のほか、付近に数

ケ所ござし、ます。レ、ずれも会館まで徒歩10分以内のと

ころですのでご利用ください。

芦

s
道

市営花月73台■■¦B@東別院30台

芸術.文化フォーラ・務所

みニックスプラザ横

□田原402合
(徒歩10分) 松ホ通り

i
̃J

ん さくら通り

a

片町ゴ-ゾtン25台口 中央大通り

・a *-;<-? 30
_ (徒歩5分)

断営チ町サ1
(徒歩10分)

h4台

座席について

※文化会館には車椅子のまま観覧い

ただけるェリア(約8席)、難聴の方

のための磁気ループを設置した席

(192席)がございます。チケットご購

入の際お気軽にお申し出くださレ、。

(注)当日は座席を変更できませんの

でご注意ください。
九+九橘 幸摘

季刊ふっか～と2002春



も催事業案内

宝生流福井能楽鑑賞会
日時

会場

料金

4月28日(日)13:00開演

福井市民福祉会館4階能楽堂

5力00円(当日)

演目三山めつやま)：香具山を争った耳成山と畝傍山の

万葉集の恋の物語を擬人化した能。嫉妬の争いと恋

の狂乱を展開する。養女ふたり力i唐織の片袖を脱い

で互いに打ち争う姿が見所。

雲林院(うんりんいん)：伊勢物語の汗情を舞う在原

業平の霊、締燭たる恋の喜びと悲しみが主題の能。

問い合わせ0776-23-3241(森本)

0776-66-1491 (佐藤)

♦公演日程や演目につレ、てもっと知りたし、方におすすめHP

hせp://��w,mitene.or.jp/～y-sato/

R�r ■j

■ん
w,i

-

昨年の観賞会の様子

第

,パ

練習風景

そよ風コンサート

"大正寒に魅せられて・ M

日時

会場

料金

出演

・pt

NPO

立づ
p �～

最終回

有償ポラ,イアって？

ポランティアは、自主的・奉仕

性'無償が原則ですから「有償

ポランテイア」というのはおか

しレですれポランテイアがそ

の活動のなかで交通費や食費

等を支給されているのは「有

償.報酬」ということではなく、

実費支給と捉えるのが正しい

のです。ではポランテイア活動

の報■とは何か？それは、活

動をとおしての社会的視野の

広がり、人との出会い、そし

て自分自身の人問的成長とい

った「お金」ではない「豊かさ」

なのではないでしよう力、。

～

5月12日(日)13:30開演

福井市文化会館

無料

琴城流大正琴「琴零会」、

̶ハづれ、せんカレープ、

琴伝流宇宙琴2000 「琴姫会」

友情出演胡弓(二胡)大森孝学、民謡(踊り)秀和会

主催そよ風コンサート実行委員会

問い合わせ0776-59-1501(奥ガ)

3グループそれぞれの特色を活かした演奏、大正琴と二胡のアンサンプル、大正

琴にのせた民謡踊りなど、ステージと客席が一体化できるコンサートを目指して

います。総勢30名による3カレプの合奏の練習にも熱力S入っていますので、ど

うぞご期待ください。また、この公演は、一般の方はもちろん、社会福祉協議会

をとおして車椅子をお使いの方や難聴者の方など広く呼びかけています。皆さま

お誘レ、合わせの上、是非ご来場くださレ�0

中西和久さんの演劇ワークシヨップ [報告]

2月23‘24日、俳優中西和久氏(京楽座主宰)を講師に、演劇の基本

の"き"を体験するワークショップが開催されました。中高生から主婦、

お寺の住職さんまで幅広い層の21名が、体と言葉を使って表現するこ

と、相手に伝えることの大切さを学びました。たった2日間で朗読劇ま

で立派にこなしさわや力☆笑顔が印象的な参加者の皆さんでした。

参加者の感想から

・ [信頼」と「責任」、体の隅々を意図的にコントロールすること、自分

を解放することなど、目を開かされた気特ち。「伝える」ということに

ついても考えさせられた。
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創作劇では恩わぬ場面展開が---

♦すべてが初めての体験ばかり。感動的ないい経験をし、演劇に興味
を持ちました。

・演じる側に立ってみたくて参加しました。演劇に興昧のある人たち力;

集まって、年齢や経験にとらわれずに共有した時間はとても不思議
な感じ力s‘しました。

♦学ぶことがたくさんあった中で、本当に真剣に、ひたむきに参加して
いる自分に出会いました。

・普段何気なく生活している中でも、角度を変えるだけで世界力i広力:

るんだということを実感、体感したような気がします。

季刊ふっか～と2002春
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4デ1̶ のラインナツフ会場:福井市文化会館

卷5月31日(金)

伊藤多喜雄コンサート

TAKIO SPIRIT 2002

卷6月30日(日)

第3回日本の民謡～うたとおどり～

日本全国民謡の旅～北海道から沖縄まで

♦7月18日(木)

高校生のための舞台技術講習会

高校演劇部を対象に、専門スタッフが照

明-音響などの舞台技術を手ほどきします。

銑、�

»nNN�-
ぶ�R

��wys

・sBfflli¦s�'

w�i�s�f

te

h*«,

e
跨

を�

佐野史郎

・■2ョ(ネ) ■̶
演劇『今宵かぎりは.’.』 (JIS企画)

1928超巴里丼主義宣言の夜

パリを舞台に、日本の若い芸術家たちの恋

愛、苦悩、葛藤を描いた作品。佐野史郎、

岡本健一、加納幸和、中川安奈ほ力最高の

キャステイングで贈る感動作です。

共催/ステージ'ふくい

春8月23日(金)
小学生のための夏休みホール探検

昨年子どもたちに大好評だった文化会館の

ウラを見せちやう探検ツアー。ワクワク、

ドキドキの連続です。

卷11月10日旧)

oo寄席ただ今公演名募集中！

粋な芸風で多くの落語ファンを持つ名人柳

家小三治、「笑点」でおなじみ軽快な芸風の

三遊亭楽太郎、若手の桂米二郎に、三増紋

之肋の曲独楽が華を添えます。

②<Nt"
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柳ま小三治

ぐ
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三遊亭楽太郎

MembershipEVENTS団体会員のイペント紹介2002年4月～6月 詳しいことは各担当者にお問合せくださし\

日程 イペント名 みパレ 会場 問合せ先

4/ 1
5/16-25

こまのサーカス 芸能 会場多数
54-4896 (藤井)福井東子ども劇場

22-3516 (竹内)福井西子ども劇場

4/5-6-7 あかずきんちやん 人形劇 会場多数 54-4896 (藤井)福井東子ども劇場

4/6-7 ねずみのすもう 人形劇 会場多数 22-3516 (竹内)福井西子ども劇場

4/ 7 r-y. hルタづ 演劇 スタジオしろとんぼ
g67-2609 (能登)

夜26-1959 (塚本)
福井劇の会

4/ 7 超能力vs爆笑マジック マジック 福井市民福祉会館 22-3516 (竹内)福井西子ども劇場

4/21 柴灯大護摩(火渡り荒行) 大正琴の演奏持宝院(福井市西木田)59-1501(奧出)琴城流大正琴「琴零会」

4/21 福井県吟士権者決定予選大会 詩吟
フェニックスプラザ

福井テレピ大ホール
22-1671 (清水)紫州流日本明吟会福井本部

4/28 福井県茶道連盟和光会煎抹野点大茶会,. l.茶道 足羽山公園 36-2000 (石田)茶道千流福井千流会

5/12 春季福井県観世能楽会 能楽‘ ��� ・トピア春江 36-1841(富永)福井幽語会

5/12 だるまちやんとてんぐちやん 人形劇 廣巣ひかり保育■ 22-3516 (竹内)福井西子ども劇場

5/18-19 さんまいのおふだ 人形劇 会場多数 54-4896 (藤井)福井東子ども劇場

5/26 福井県吟士権者決定吟詠大会(本選)I詩吟 県民会館大ホール 22-1671 (清水)紫州流日本明吟会福井本部

6/ 4 こまつ座「國語元年」 演劇 福#市文化会館 28-1221旧中)ステージ・ふくい

6/21 ェルマーのぼうけん 人形劇 福井市文化会館
54-4896 (藤井)

22-3516 (竹内)

福井東子ども劇場

福井西子ども劇場

6/22 第13回定期演奏会 �̶��-̶�̶f� 22-7379 (清水)福井室内管弦楽団

季チIjふっか～と2002春
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鐘下辰男戯曲講座(1998)の中力、ら上

演作品として選ばれた「蟹気楼」は、俳

優オーディションを経てドラマ・リーデ

イング作品として公演。その後1年にわ

たる演技とヴォイスワークショップを体

験した人たちを含めて本公演のオーディ

ション。金沢のほか、世田谷バプリック

シアターのシアタートラム(東京)でも公

演された。

福井より秀氏真樹子さん(「福井青年

劇場」所属)がオーディションに合格、

金沢-東京の両公演に出演した。

(秀氏真樹子)

今回この企画に参加させていただい gレ.

て、何より感じたのはスタッフの重要さ �:
です。それまでわたしは、恥ずかしいこ

とにスタッフに関してし>l 、加減な勉強し

かしていませんでした。です力と稽古が--こご�s
開始され、舞台監督の先生を中心に動 -

いてくださっている舞台部の方々や、楽屋ま

わりの環境を整えてくださったり、対外的な

作業をしてくださったりしてレ、る制作部の方々

の姿を見るようになり、その間違った意識は

一気に払拭されました。どのスタッフも非常

な熱意と高い意識を持って動レ；ていらっしや

いました。そこにはきちんとした組織があり、

とにかくこの舞台を成功させようと各々が自

分の仕事をしっかり果たそうとされていまし

た。自分が立つ舞台はこんなにも多くの人た

ちに支えられている。そう感じると、その働

きに答えようと役者である自分も必死になら

ざるを得ませんでした。この舞台や照明に引

けを取らない芝居、そしてこのスタッフカi‘満

足してくれる芝居、そんな芝居にしなけれぱ
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という思いが自然と生ま仏稽古への取り組

み方が変わってきました。そうした思いはど

の役者も同じであったようで、稽古時の集中

度力を力らたのはもちろん集合時間の厳守、

稽古開始前のアップの仕方、稽古時間以外で

の役作り、さらにはこの芝居のPR、それらに

対する姿勢がより真剣になってきました。

一般的に注目されるのは表面に出ている役

者です。わたしも例にた力:わず役者にしか目

がいつていませんでした。もちろん役者がい

なければ舞台は成り立ちません。し力。しそれ

以上にスタッフがしっかりしていなければ、

素晴らしい舞台を作り上げることはできない

のだということを、今回の公演をとおして実

感させられました。

- 形じわましま'

「福井室内管弦楽団」
(福井芸術‘文化フォーラム団体会員)

どうもはじめまして。今回からの新コーナー

を担当するてりやきです。このコーナーでは

福井県内で活躍する様々な文化・芸術回体・個

人を紹介していきます。

さて、第1回目の登場は1990年設立の「福井

室内管弦楽団」です。この楽団は、基本的に

はクラシック音楽を演奏するのですが、特に

クラシックに限らず、映画音楽、ジャズなど

あらゆるジャンルの音楽を、コンサートホー

ノレにとどまらず図書館、病院などのいろいろ

な場所で演奏するという楽団です。編成も小

人数アンサンプゾけ、ら40人編成のオーケスト

ラまで演奏曲目、場所によって変わります。

月2圓の練習をノ 、ーモニーホールで行ってい

ます。団員年齢も様々。每年恒例の定期演奏

会が今年は6月に行われます。ハイドンの交

響曲とモーツァルトのピアノ協奏曲他力s演奏

されます。

現在、団員募集中。詳細は

代表の清水さんめ776-22-7379)

または山本さんめ776-82-2902)まで。

Relay T a1k

茶道フオーラム？
石田光gあ$-fぼ肖#チホ自

福井芸術-文化フォーラム理事

お茶は私どもの日常生活に欠力せなレtも

ののひとつです。お客力i'あればお茶を出す、

楽しい時、悲しい時の語り合いにもお茶、

仕事をしていても「サァお茶にしよう」。日

頃何気なく飲んでいても、ふと、オイシイ

お茶を飲むと心の和むこともあります。ま

た、出されたお茶によって相手方の真心が

通じることもあります。

お茶は奈良時代に日本に入り、平安時

代には寺院の大法要のあと振舞われたと(, 、

われます。今も大寺院に行くと「お茶所J

とあるのはその名残りでしようカシ鎌倉時

代には一種のコーフン剤として、また源実

朝は二日酔いの藥としてお茶を飲んだとい

われており、この藥としての効用は今も受

け継がれております。このお茶が上流社会

ばかりでなく、中流、下流、農民層にも

使用されるようになり、時代が移るにつ

れますます浸透しました。大衆はお茶を

飲むために集まり、俗にいう[茶寄り合い」

の習慣が生まれ、お祭りや年貢など悲喜

交々いろいろな相談ごと、協議をf茶寄り

合い」の席で行うようになりました。そこ

に大衆の社交というものが生まれたので

す。お茶はどんな人たちの心の中にも入り

やすく、そして知らず知らずのうちに和敬

静寂を教える日本の伝統文化の良さ力:解

ってくるものです。一服のお茶、一煎のお

茶を飲むことによって生まれたの力嫌道文

化といわれるものであります。

今日のように、行き先不明、闇夜のよ

うな社会情勢の中にあって、これからの日

本を立ち直らせるためには、金よりも、物

よりも、地位よりも、もっと尊いものがあ

ると思k 、出させることカホ事ではなし、でし

よう力I。その働きをなすものの一つ力i'福井

芸術'文化フォーラムであり、また、茶道

フオーラム？の持つ役割ではなかろうかと

思われます。

‘=■■m'll.

みフか_と

フオーラMイト
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http://www1 .fctv.ne.jp/̃geibun/

上記ホームページヘアクセスすると芸術.文

化フオーラムのホットな情報があなたの元

に届きます。web上はもちろん、携帯から

もアクセスOK!会場で書けなカカた公演の

感想なども書き込めます。ぜひ見てね！

季刊ふっか～と2002春
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from Readers
このコーナーは、読者のみなさんからのご意見や感想などでつくるコーナーです。楽しいお便りを待っています。

卷ふっか～とを見て文化会館を訪ねてみたら閑散としていて残念

でしたが、その中で機関誌まで発行しているフオーラムがあると

t tうのは心強レ、限り。時間を割し、てでも出来ることはお手伝レt

しようかなと思います。 (K.Yさん)

春夏休みのパックステージツアーforのDSのパートIIを是非行っ

てください。楽しみにしています。 (E.Nさん)

-今年も開催します。楽しみにしていてくださいね。

卷読み物らしくなった。これならどこへ出しても恥ずかしくなし'0

(K.Mさん)

リニューアルした「ふつ力。～と」にたくさんのご感想’ご意見、あり

カホうございました。全国各地の文化団体やNPOは機関誌発行に

力を注いでいます。ヒケを取らぬよう、充実した誌面作りを目指し

て頑張りますので、一層のご支援をお願いします。 (H.Y)

画画回団旧旧旧固固圓m固回固m旧
はがきに①住所②氏名③電話番号④年齢⑤ふっか～とにつして

のご意見’ご感想をお書きの上、フオーラムまでお送りくださし、。

抽選により下記をプレゼントします。

伊藤多喜雄コンサートTAKぬSPIRIT 2002

べ7チケつh-.........................................................な�

締切/5月24日(金)当日消印有効

2002冬号の当選者おめでとうございます。

山本さん(福井市)、西野さん(福井市)

��、巧���

事繭からの』
お■～

チケットの発売は公演日の約2ケ月前からスタート

します。フォーラムメイトや会員の方にはその案内

を郵送、座席の指定がある場合、一般発売に先立

ち、2. 3日前に予約ができます。とりあえず電話1本で良い席が確保さ

れるのです。しかも1割引、とお得な特典力いっばい。3月16日公演のミ

ュージカル『葉っばのフレディ』では、一般発売が始まってからチケット

を買い求めた会員が多く見られました。次回の公演のときには先行発売

日をお忘れなく。また入会のお問合せはフォーラムまでお気軽にどうぞ。

ART STAFF

観るだけじやつまらないという方

舞台裏に関われば観る楽しさ力s倍増すること問違も、なし！

年会費1口 5, 000円

※アートスタッフとは正会員で、総会での議決権があります

※フォーラムメイトと同じ特典力Sつきます

※次の三つの関わり方があります

♦委員会のメンパーとして会を運営

♦主催事業ごとに組まれるプロジュクトチームで公演をサポート

・時問の合うときにちL 、さなお手伝L 、をするポランティアスタッフ登録

活動には参加できないけど運宮を支援したいというも

年会費団体会員 1口 3,000円

個人賛助会員 1口 5,000円

法人賛助会員 1口10,000円

福井芸術'文化フオーラムちの会

"フオーラムメイド'ス会のご案内
とにかく観るのが大好きという方にお得なシステム。

チケットをかしこく GETしよう！

入会手続きはとても簡単。

会費年間1, 500円(入会から1年問有効)

①郵便振替

お近くの郵便局に備え付けの「払込取扱票jにお名前、

ご住所、電話番号をご記入の上、会費を納入してく

ださい。別途、手数料が必要です。

口座番号00780-1-46870

加入者名福井芸術'文化フォーラム

②直接事務所までお持ちし、ただし、ても構いません。

③当事務所でチケットをご購入の際や公演当日もその

場でご入会いただけます。

特典春優先予約フォーラム主催事業のチケットを

一般発売に先立ち、優先的に予約

春割引価格お1人2枚まで1割引

(公演当日は適用されません)

春公演案内や情報誌「ふっか～とj送付

r

卷ふっか～と春号をお届けします。みなさまの声をいた

だいて、これからも楽しく読んでし、ただける情報誌とし

て育てていきたいと思っております。

春風やフレディの葉の蘇へり (K.Y)

春限りなく幽霊部員になりつつある私。時々出る編集会議にも

優しく迎えてくれる編集委員の方々。こ..ここの人たちはなん

て優しいんだ。体当に) にM)
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曇今回は締切が早いという、前回と違った意味でのプレッシヤ

一に苦しめられました。「日本の民謡」では、皆さんもぜひ戸田

さんの底抜けに明るレ、魅力を満喫して下さい。 (M.W)

♦岸和田の市民主導文化行政のことは、20年近く前に時事通信

の『地方行政』誌(時々寄稿)の記事で知りました。地方公務員、

市議の方々の本会入会と活動を切望。 (H.Y)

春はじめまして！今回から始まったコーナーどうでした？ご意見

ご感想を是非！返事確実！あらゆる芸術、文化に興味がありま

す。「いいものはいい！」それだけです。よろしく。(てりやき)
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