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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]

慈譲のぬsは

[共催事業案内]
心のふるさと"思し\出のわらべうだ コンサート
「熱園！ ！飛龍小学校☆パワードJ
第63回宝生流福井能樂鑑賞会
[連載]

[インタピユー]

『今宵かぎりは…』の佐野史郎さん
[報告]

高校生のための國台技術講應2002
小学生のための夏休みホーゾゆ検ツアー

¦特¦別¦壽¦-学牛集団来襲！

舞を.演劇用語シリーズ
団体会員のイペント紹介

˜。けぜて針3"まるお力そ供歌舞伎"
(第3回)てりやきのおじやましま〜ず

Relay al

露譲のぬろは

特集

a

扇子一本、手拭い一枚で演じる日本の伝統芸能"落語"

みなさん待望の、福井芸術.文化フオーラム初の落語鑑實会「芸文いこさ寄席Jは看板真打の豪華競演
秋の夜長が今からたのしみである。

〜古典慈譲ど謝作慈語〜

〜歴史〜
落語は寄席中心の芸能であったが、ラジ

やはり寄席の高座であろう。扇子と手拭

古典落語は江戸から明治にかけて創作さ

才-テレピなどの普及で、今ではお茶の間

し、だけですべてを演じる落語は、世界には

れ、数多くの嘲家によって語り継がれて

でも楽しむこと力s'できるようになった。そ

類のない話芸である。嘲家の仕草や声色

きたもの。新作落語は明治以降に作られ

れだけ裾野力瓶力bてきたことになる。歴

から生まれるそれぞれの登場人物は生き

た親しみやすい現代感覚のものである。現

史は古く、室町時代の「御伽衆」に始ま

生きとしていて、観客は想像と笑いの世

在、落語界では、古典の伝承に力を入れ

るとされている。これが3見代の落語の素地

界に惹きこまれる。

ている一方で、新しい嘲の創作も盛んに

となったのは江戸時代で、「座敷嘲」から

また、落語には独特の言葉やしきたり力i

行われている。

寄席の舞台へと発展、江戸に200軒以上

あるカシ中でも味のあるのが「マクラ」。

古典落語の中には現在使われていない言

の寄席カホったといわれる。この江戸落語

小三治の「ま く

ら」

葉や風物がたくさん出てくるし、現代日

ら」「もひとつま く

とともに上方落語も栄え、幾度かの変遷

(ともに講談社文庫刊)は有名だ。マクラは

本人にとっては時代劇でしか見たことの

を経て現在の落語のスタイルが定まった

本題に入る前のちよっとした世間話や小

ない長屋が背景である。それでも抵抗な

のは明治、各流派ができて互いに芸風を

ロポで'、観客の気分がほぐれ、いつのまに

く聞けて、わかってくるのも落語の大きな

競うようになってからのことである。戦争

か笑いの世界へ。マクラが終わると嘲家

魅力であろう。

により一時期の■小があったが、第2次世

は羽織を脱ぐ。本題に入ったという合図

界大戦後、東京では志ん生、文楽、圓生、

だ。そして最後に出てくるのがはチ」で、

上方では染丸、米朝、春団治、文枝など

滑稽な酒落で落語は締めく くられる。

糊 ftl

の名人の出現で復興し、今日の落語界が
できた。
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など、 ぎ察を̶ ■き家て.独ま翻/
巧の経歴t羨まガね費がな演出力.で'

バ計算された鮮やかな技の連矯の中に、; ,伝統靜芸がも講演に..いたるまで柔軟を
アドリサんだんのトータを交えて、客：, ̶をまねます。
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席{こ芸の鋭レ、況えと親LみやすL 、彩りン
繊ちます。, ,へ

め
J 織

まを■■.

まし、上げるどを̶り, ■おポ:'--他.の追瞳---プ.
まし、上げるどを̶り'
■おポ:'--他.の追瞳--プ

グ'を許さ☆い――伊.クま̶江戸前落語.ど.-.
を許さ☆い̶̶伊.とま―江戸前落語-ど\
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見習い(3〜6ケ月).

師匠宅で掃除や

洗濯などの雑事をしながら修業の心構え
を身につける。
前座(約3年)…嘲家としての名前力S与

えられ、寄席に出たり、落語会の手伝い
をすれば、わすかながら給金がもらえる。
力i'、師匠の身の回りの世話やほかの師匠
や兄弟子たちとの付き合いもあり、自分
で自由に使える時間力旧とんどないので、
ニツ目(約10年)….師匠のもとから独
立。高座で羽織を着ること力看キされる。プ
口の嘲家として独り立ちするために、自分
の芸を磨く期間。師匠のもとを離れ自由
に活動することができるカシ自分で仕事
を見つけなければL 、けなL 、ので経済的には
苦しい。
真打-'-嘲家として一人前と認められる。
師匠と呼ばれるようになり、寄席でトリを
とったり、弟子をもつこと力Sできるが、漸
家としての真価を問われるのはこれからと
いうキピシイ世界なのだ。

■g

■

■■■ゆ̶

知りたい！聞きたい!
【教】落語って台本も何にもないのに、どう
やって覚えるの9

A蹄匠に教えてもらいに出かけます。・̶
日につき1回師匠が嘲をやる。それを三
日繰り返し、四日目に自分で演じてみて

仕上げてもらう。原則としてテープやメモ
にとることは禁物ですが、許可を得てテー

プにとる人も大勢います。でもそれに頼っ
ていると今度は仕草が覚えられなくなる。
だからやっばりその場で頭に叩き込みあ
とで復習する必要カホるわけです。

圈Iなまりはどうやって直すの？
A I言葉を商売にしているものにとって、
なまりの矯正はとても重要。それほどひど
いなまりはあまり耳にしません力:、イント
ネーションの違いはあるもの。見習い時代

に耐匠に細かく指摘され、口真似を繰り
返しているうちに直っていくようです。

@正座が苦手な人ってL 、なL 、の？足はし
びれないの？

mあります、もちろん、みんな苦労して

13:30開場14:00開演

ます。 特に、稽古のときは師匠が演じる

福井市文化会館

のをただじつ,
'と見ていなくてはいけないの
で大変です。

・ i

【暢】ズパリ、嘲家さんってもうかるんです

BN te

か？

かポ

lAIうで次第、人気次第ですよ。収入は
売上の分配。寄席の場合は歩合制の日当

<1,

■

■

この期間にやめてしまう人も多し'0

■g

︻

〜入門から資打になsまで〜

■

ゆ激

全席指定3, 000円(当日は3, 500円)
学生 1, 000円(当日発売のみ)
※当日券は12:00より発売
フオーラムメイト先行発売9月9日(月)
一般発売9月12日(木)

好評発売中！

なので、.それだけではとても生活できな
,-t'0落語会などはある程'度出演料力3'見込

/'',まれてV、てレル、のですカレ''嘲家にとって定

4'

,て席せ修業の場ギあり、自分をアピーノレす
',,を填なのでや鍵み突を祐ません。,/ ,

ザ

讓米二部„二
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.駐車場のおねがい
公演当日は駐車場が大

謝̶味どサヴをホ冷券ケ？ /"

変混み合います。できるだけ公共の交通機

A

関をご利用ください。また、お車の場合は

ン師匠―ぼをおあづ

■■■■■進ホ

ほゆ、です

をぜ底ぢ■:

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。
芦原街道

■

じた播写力―ル在デの
/

f®3FBl

'Parking"

じ慈らをン'自分̶だき̶美ぜもモきます。

ます。 ,？べ'-..らウ・'--,メニX :か'.ま文献スとはゆじ.ぼ動

. - . - . ̲ . .-. . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .- . -. -ン・

.

'がBSま研究き)
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: ¥aっでるん 卷扇子や手済せLS1がこんなちのに早変わり :

! AHソl=t n..扇子..Mf.著、筆、德利、そろばんなど ！
I /Jしノロ, ■: 手拭い…本、帳面、財布、巾着、たばこ入れなどI
♦上下を切る' .一人で何人もの人を演じ分けるために顔を左右に向けて話すこと
上手(向かって右手)は家来や奉公人、外にLIる人に対して
下手(向かって左手)は殿様や旦那、中にいる人に対して話していることを意味する
L

フェニックスプラザ横璽
■J田原402台璽

̲ (徒ホ109) I

松本通り

7.1

ホ営花月73台口

-y¦

東別院

ミ■さくら通り
通
通g

芸術-文化フォーラ遂務所

片町ゴ+25台口

中央大通り

ロカ-バ-.ク神口ぜホmM
-(徒歩5分)

丸+丸橘 桜摘

(徒歩10分)

幸橋

(注1東別院の駐車場はェ事中のため使用できません。

季刊ふっか〜と2002秋

インタヒユー

『サかぎりは"'』の佐野史郎さん

8月22日文化会館共催：ステージ'ふくい
f--

-き

〜

らきし駄目だったので、ロックばかり

の集大成である映画作りですね。3年

た頃は、劇団員達から「芝居やってる

前に初めて映画「カラオケ」でメガホ

奴がロックだ？」なんて絡まれたりし

ンを取った経験は、やはり大きかった

て……あの頃の演劇人て演歌っぼかっ

です。プロットやシーン、音楽に使用

たですからね(笑)。

する楽器に至るまで細かく組み立てて
し、く映画作りの作業は特別でしたね。

シェイクスピア・シアターの旗揚げに

また絶対作ってみたいです。

参加し、唐十郎さんの状況劇場を経
た後、JIS企画を共に立ち上げた演出

家竹内銃一郎さんとの出会いがあった
満月のきれいな夏の夜に上演されたJIS

s :舞台̶楽、執筆を通して学んだこと

聴いていました。上京して芝居を始め

執筆活動の方はどうですか？
s : 9月に創元推理文庫から書きTろしの
ホラー小説が出ます。し、ろんな方との

わけですね。

s :出会いは実は映画だったんです(『明

オムニバスの80枚位の中編で、その

日』黒木和男監督 88年)。僕が監督

名も『怪奇俳優の手帳』！自分でも

の雰囲気につつみこみ、当時の日本人芸

した映画(『カラオケ』'99年)でも脚

「ちよっと、力:んばって書いたかな？」

術家たちの苦悩や葛藤が感じとられる作

本も書いていただきました力$、ああい

と…。俳優ならではの視点で書けたん

品でした。この公演を企画 出演している

う映画的なものの見方の稀有な演出家

じやないでしようか？書くという作業

佐野史郎さんにお話をうかがし1ました。

となら、演劇と呼ばれているものをや

も追い詰められないと、なかなかやら

ってもいいかなあ、と。舞台は演出家

なし、ですけど、舞台やるときもギリギ

s :福井には昨年に引き続き、お邪魔しま

のものの見方を俳優力狀弁しなけれぱ

リにならないと取りカタ れないですね

企画吟宵かぎりは'づ。いま活躍中の若
手キャストカs'摘った公演は、会場をパリ

ならないわけですから、僕としても共

え。オペンキョーもできなかったけど、

芝居に映画監督に執筆にと活動の幅

鳴できない演出家の舞台には立てな

生来、怠け者なんです。

力sますます広がる佐野さんですが、そ

レん優柔不断な僕にしては珍しくこだ

̶̶今回の舞台はいかがですか？

れぞれの中に違った自分というものが

わっている部分ですね。逆にテレピな

s :過去に共演したメンパーも多いです

あるのですか9

んかではプレイヤーに徹しちやう。10

し、初顔合わせの方たちとも新鮮で、

s :表現方法として使うもの力律なのカイ本

年経っても「冬彦さん」のイメージが

チームワークとしては今までで一番し・i

なのかカメラなのかというだけの違い

抜け切れないけど、これはもう一生添

いんじやないかな。非常に楽しい旅に

す

で、基本的なコンセプトは分かれてな

t 、遂げるしかなし、ですね(笑)。僕とし

いですね。

てはそのことは全然イヤじやない、い

60年代オールディーズの番組の進行

し、ズタッフやキヤストとコアな内容の

をされていた佐野さん、とっても楽し

ものを一所懸命にやって反響があっ

そうでしたね。

て、演じていて楽しかったですから。

s :全然売れてないけど、一応僕もパンド

最近妻と共演したGMもだけど、役を

をやってるんですヨ。表現に関しては、

演じてるから、どう思われようと全然

まず音楽から始まっていて、代々、開

平気。芸能人ですから(笑)。

業医の家に育って、本来なら継がなけ
ればならなかったのですが、学業がか

なってますよ。

̶̶今日はどうもあり力:とうございました。

層を國劇國シ國ズ;

〜

第2回

「廻り舞台」「奈落」「張物」

̶̶今の佐野さんにとって一番やってみた

劇場の本舞台の床の中央を大きく円形

いことはなんでしようか？

に切り抜き、床下から輔纏仕掛けで廻し

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:必要です。
♦お近くの郵便局から青色の郵便振替用紙
に以Tの事項を必ず記入して、チケット代金
と郵送料を振り込んでズださい。
・ロ座番号ズ00780-レ46870
春加入者名/福井芸術.文化フオーラム

華払込人住所氏名/あなたの住所、お名
前、電話番号

♦通信欄/公演名、枚数

て使う舞台装置やそれを設けた舞台のこ
と。道具を片付けたり設置するの力堀く
なり、次場面に迅速に転換できるので、
スペクタクソゆな演出も可能になります。

取扱プレイガイド
'ピア、,,ペル、ノ巧才、勝木書店本店、アメレプ

発明し、やがて欧州でも取り入れられま

ラザ鎮江、アミ、文化会館事務所(福祉会館
IF).福井芸術'文化フォーラム事務所

台の床下)に担当者がL 、て手動式で廻し

江戸中期に並木正三が独楽をヒントに
した。電動式が普及するまでは奈落(舞
ていました。

舞台が暗転でない時には、前面と後面

座席について※文化会館には車椅子のまま観覧し、ただけるエリア(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
し出くださし 0 (注)当日は座席を変更できませんのでご注意くださしん
季刊ふっか˜と2002秋

の大道具のすきまを黒L 、張物(木や竹で
枠を作り、紙や布を張った換のような大
道具)で隠すことが多いです。 旧.Y)
〜

高校生のための舞台技術講座2002 (8/5,6.7.8) [報告]
ルきをのための夏休みホづレ探検ツアー■)
卷高校生のための舞台技術講座2002

¦特¦別¦寄¦稿¦
学生集団来襲!

♦小学生のたw夏休みホづぼ検ツアー

から学んでほしい、と昨年から開催してい

楽屋など「関係者以外立入禁止」の舞台

る講座。今年は県内12校より44名の高

裏をツアーで回り、ホールの仕組みを体験

校生が、プロの技術スタッフや舞台美術

しました。

卜.̶
1

ヌ

今年も元気な小学生が30名、照明室や
ら

実際に器材に触れて芝居づくりを基礎

家(劇団民藝内田喜三男氏)の指導のも

いつも客席からみている舞台は華やか

と照明'音響の操作方法、舞台装置の製作

で美しいけれど、細い通路を行くとむずか

方法を学びました。

しい機械がずらりと並んだ暗い部屋。こ

率し、るゼミの学生20名力;、NPOによる事

8月、清水裕之名古屋大学大学院教授

9月に演劇祭を控えていることもあり、

の、どきどきわくわくのミステリーツアー、

業の企画'運営の状況を聞きたい、とフォ

真剣そのもの。「悲しいラプシーンの照明

来年の夏休みにまた新しい子どもたちの

ーラムを訪れました。劇場建築、アートマ

はどうしたらいい？」という具体的な質問

参加をお待ちしてます。

ネジメントが専門の清水教授は、公共施

から「どうすれば見栄え良く、手早く組

設における市民参加の研究も行っておられ

み立てられるものを作れるカリと少々切羽

ます。行政やフォーラムの関係者に、文化

詰った(？)質問まで次々と出されました。

施設の形態の変化や文化政策への展望等

講師は生徒たちの作りナこ、、イメージを尊重
しつつ、どうしたらそれを形にして表せる
か、力量に合った方法を的確に指導。「ふ
っか〜と」発行の頃には演劇祭は終わっ
ていますが、芝居の出来はどうでしたか？

わかりやすくお話しくださいました。

や

また、別室では事業部長が学生にフォ

*.

r
t

③

,

サ

ヴ

ーラムの組織や事業展開、課題などを話

ダ
:f

j

i/

レ--ぐ

しました。公共施設のあり方に注目し、そ

れを専門に研究する学生力塘えており、私

①ツアーを始める前に試されたチームワーク

たちにとって心強く嬉しいかぎり。学生の
皆さんの今後の活躍に期待しています！！

a

みレを

ぶ翼

̶︼

寄せられた感想をいくつ力湖介します。
・

NPOならではの機動性の高さを改めて

実感させられた。失敗を許容するシス
テムの重要性も。
・

行政と市民の間の調整役としての役割

/;

力s非常に重要だと感じた。
②暗し桑落からステージの上へいちばんドキドキした瞬間

I

・

これまで行政が行っていた運営を市民
独自で行うためには、どのような可能性

卜の仕込み

や障害があるのか大変勉強になった。文
化会館だけの話ではなく、すべての分野
でこれからの時代に大切になるだろう。

ft!

ホ
r

m

・

ハード面の改修を行うホールが多L 、中
で、ソフト面に真剣に取り組んで事業

ル:が

を進めているのはすばらしい。地域創造

事業を通して地域の人を育成すること
③影絵を習いましたフクロウに見える？

I

'p

で、今後もよりよい活動が増えるのでは。
・

ハード先行型の公共整備しかしてこな
かつナこ つげ力吟になって見直されつ

R-A1

つある。行政ではできない柔軟な発想
I

②電動ェ具を使うときは男の子の出番

で、ホープけ、ら離れていってしまった市
民を、市民の手で再び引きつけ、利益

I

重視ではなく 、まちのことまで含めて考え
ている。

m,.
K-'

ホールを利用した子どものプログラムに

④これがあれば車椅子のままで昇り降りできるんだね
a

ン.
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ときにそんな機会にめぐりあえていたら
良かった。

じ
・

誰かが決定権を持ってL 、るのではなく 、

NNNir ・NNN

3fi p\

.:、=.ゆ夕

, ぱ

③それぞれ別舞台で使う装置なのに、不思議、ひと
つの舞台のできあがり！

新鮮さ、有効性を感じた。僕も小学生の

■:モ■
?::M ■

⑤スタッフの心配をよそに触り放頭

皆力綱得のレ、くまで話し合L 、をすること
めゐ

は理想的だが簡単ではない。でもそれが
できている力)らこそ結果力i'表れ行政や
管理公社との信頼も保たれてし、ると思う。

季刊ふっか〜と2002秋

共催事業案内
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夕
心のふるさと"思い出の
わらべうだ コンサート

料金前売し200円、当日L500円、
高校生以下500円

会場

10月14日旧-祝)13:30開演
福井市文化会館

飛龍小N0,1の探偵ジョーに、小学校史

料金

無料

上最大の危機が訪れる！ ！小学校を舞

出演

えがりてコーラス、琴城流大正琴

台に繰り広げられるハイパワーアクショ

日時

-1

どんな願レ、も叶うと曙される飛龍ェメラ

.』

ソレドを求め、噴商人マリに依頼された

「ハーモニーあすわ」、コールあす

是

M v
策

»1?$らミ

ンパフオーマンス!

洲-

わ、福井市少年少女合唱団、福井

主催シガムーねガで.0.ン.

童謡の会、森田ワンダーハーモニ

問い合わせ0776-52-8680 (桓)

̶.社南少年少女合唱団、社南童

to
l

糸10:00〜17:00

♦狂言「清水」主従の対立を軽妙に明るく

謡を歌う会

描き、下僕の生活感情が良く表現され
s-

♦日本に伝わる美しk 、童謡.唱歌-汗情歌

た狂言。

・ t

»

をもう一度思い出し、子どもたちと一

※詳細はホームページをご覧ください。

緒に歌い、福井を心豊かな童謡あふれ

hなp:Il

\-,

る街に！大勢のご参加を楽しみにお待

華

ちしています。
主催福井童謡の会
˜*

問い合わせ0776-36-7892 (小林)
※午前中のみ

I*

,ン-,

巧

ン

第63回宝生流福井能棄鑑賞会

感患麺

日時11月24日旧)13:00開演
会場福井能楽堂(福井市民福祉会館4階)

■寵 園

料金森本またはフォーラムまでお問い
合わせください。

・・'I"

■ゾ,

wi&D&.or.jpんy-sato/

主催宝生流福井能楽会
問い合わせ0776-23-3241(森本)
ね

ようこそ

:%

番gのお̶です。

福#市泰山2-7-¦格#市文化会担内TEL&FHlt 0776-23-6905

:
B索の

:

レ-)たとsど

をま-も

ル

1数

e t tn

演目♦「江口」この世で最も罪深くいたま
しい遊女も、無常観に徹すればそのま

深海シガレツトムーンプレゼンツ

Iリ飛削偉ほ☆パワ-ドj
日時

li

ま仏菩薩になれるというテーマ。華麗

http://www1 .fctv.ne.jp/˜geibun/

で崇高、哲学的な能。

上記ホームページヘアクセスすると芸術 文

r自然居セ芸尽くしの遊狂性に劇的要

化フォーラムのホットな情報があなたの元

10月26日は)18:30開演

素を与えた名作。人買いから少女を取

に届きます。web上はもちろん携帯から

27日旧)13:30開演

り戻そうと命をかけた宗教者の働きを

もアクセスOK!会場で書けな力jった公演の

取り上げた能。

感想なども書き込めます。ぜひ見てね！

会場福井市民福祉会館6Fホール

MembershipEVENTS団体会員のイペント紹介2002年10月˜12月詳しいことは各担当者にお問い合わせください。
&ンレ

会場

コンサート、人形劇
ワークショップなど

フニニックスプラザ

30-0911 Npo法人福井県子どもNpoセンタ-

ノM④
"思い出のわらべうだコンサート

童謡

福井市文化会館

36-7892 (小林)福井童謡の会

オペラシアターこんにやく座
「あまんじやくとうりこ姫」

オペラ

7

22-3516溝原)福井西子ども劇場

イペント名

日程

10/14
10/14

10/25

FUKUIうららんKIDS
心のふるさと

10/26-271 「熱闘！ ！飛龍小学校☆バワード」© 演劇

̶e-=.̶4

̶

問い合わせ先

(/J'i)

福井市民福祉会館

52-8680(穫)シガムーfeat.G.G.M

10/31

俳優座劇場プロデュース「夜の来訪者」I-演劇

県民会館

28-1221(田中)ステージ・ふくい

11/17

紫洲流日本明吟会福井本部
創立45周年記念「吟の祭典」

福井市文化会館

22-167K?t7J<)紫洲流日本明吟会福井本部

1 1/22 Teatro Hugo & Ines 「shon StoriesJ 舞台劇

ンバふれ,

54-4896 (藤井)福井東子ども劇場

11/24 宝生流福井能楽鑑賞会(秋季)⑧能楽

福井能楽堂

23-3241(森本)宝生流福井能楽会

県民会館

22-3516 (津原)福井西子ども劇場

国際交流会館

54-4896 (藤井)福井東子ども劇場

詩吟

12/7

げきだんはてなゆめはかなう」

人形劇

12/22

人形劇団ひぼぼたあむ
「ばばばあちやんのいそがしいよるj

人形劇

12/23

フェニックスプラザ 22-3516(津原)福井西子ども劇場

©上記の共催事業案内をご覧くださt 1
季刊ふっか〜と2002秋
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ヲ vs第2回公演
w
酎ぬ.プ

T a1k
Relay
歌し、継がれてほしし瘦謡
吉田和雄福#き術.文化フォーラム理事

今回リポートする「まるおか子供歌舞

譲り受けと、それを活用する方策の検討

伎」の運営主体は、昨年11月の旗揚げ公

から始まりました。そして、13年4月に

いま、童謡を残そうという動き力洛地

演の2ケ月前に結成された「丸岡歌舞伎物

応募者とポランテイアスタッフを公募した

に出ている。古きよきものが次々に失わ

語」ですが、強力なサポート役で"仕掛

ところ、前者に小学2年生から5年生まで

れてレ、く中で、童謡力歌し、継がれること

け"役でもあった(財)丸岡町文化振興事業

の男女10人が、後者はその保護者を中心

は素晴らしいことである。「歌は世につ

に10人力s'集まりスタートしました。破風

れ」というが、その時代を共に歩んでき

園の活躍、見識は看過できません。
同事業団と言えば「日本一短い手紙」

を譲ってくれた松竹に指導をお願いした

で全国的に有名ですが、「まるおか子供歌

ところバツクアツプしていただけることに

舞伎」のコンセプトも「一筆啓上賞を歌

なり、水ロー夫さんが振り付けなどの指

舞伎仕立てに」や「旧.霞座の復元など丸

導に当たられました。

両城を中心とした史跡のまちづくりへ」な
どの流れの中で位置付けられています。
そもそも「まるおカキ供歌舞伎」は、平
成11年秋に大阪道頓堀の劇場「中座」閉
館に伴う、舞台の上にある破風(はふ)の

昨年11月3日に「絵本太功記(十段目)」

と「元禄花見踊」を演目に成功裡に終え
た豆役者やポランテイアスタッフなどに、
盛んな賛辞が呈せられました。
さて、今年の公演は次の2回です。

日時11月9日(土)14:00開演
18:00開演
会場礁部小学校旧体育館(丸岡町)

",'v

演目「傾城阿波の鳴門のどんどろ大師の場」

な

「歌舞伎舞踊霞綱子」

ぽ
,

分たくさんの童謡や唱歌を聞いて育って
きたことだろう。こうした童謡の数々は
成長期の子供の情操教育を支える大きな
糧となったことだろう。
その童謡は大正7年の童謡童話雑誌
「赤し、鳥」の創刊から児童雑誌に次々と
発表されて、新しい童謡の時代に入り現
在に続いているが、中でも大正から昭和
初期にかけて作られたもの力適めて多く
「童謡の花の開いた時代」であった。北
原白秋、西条八十、清水力0ら、野口雨
情など多くのすぐれた作詞家によって作
られた。けナリヤ」「靴が鳴るJ 「背く
らべJ 「赤癖鈴」「月の砂漠j .'-''数え
きめい多くの歌力注まれ母から子に、
そしてその子から子へと歌し、継がれてし、

てjば

メ ■

じ

{■未4

1.-

た多くの歌の中で私たちは幼L 、頃から随

ir

('Sal

豆役者は5月から練習を開始し、夏休

ることは貴重なことであり、童謡を通し

み中は5日間通しの集中練習に取り組みま

ての母と子のコミュニケーションは子供

した。

の成育に大きな役割を果たしてきたこと

前回は多くの立ち見客があり、子供歌

であろう。子供の夢を育て、親と子のき

舞伎の先輩である長浜や小松からも観に

ずなを強める童謡は、大人にとっても懐

来られました。今年もそれ以上の観客と

かしい思い出と共に、純粋な子供の頃の

舞台が期待できそうです。

心を引き戻してくれる。こうした優れた

「子供歌舞伎でまちを劇場に」という提

め

唱のもとに繰り広げられているこの事業
り

ぢ
" t... .・・ywiW "

ib̶

■

童謡を残してこれからも歌レ1継力$れてほ
しいものである。

は、全国的にみても地域活性化の好例の

ひとつといえます。

10月14日には文化会館で福井童謡の
会によるしじのふるさと"思い出のわら

(山下博記)

べうだコンサートjが開かれる。

昨年11月の第1回まるおか子供歌舞伎公演シーン

lもおじやましま〜す
「西沢純子大正琴スタジオ」
(福井芸術'文化フォーラム正会員)

皆さんは「大正琴」と聞いてどんなイメー
ジをお持ちだろうか？ 「おもちやみたいな楽

どを日々徹底的に追求した結果、すばらしい
音楽に生まれ変わることとなった。

様々な場所で、様々なジャンルを演奏する
と同時に、新曲委嘱にも意欲的に取り組み、
3年前にはなんとあの室内楽の殿堂、カザル
スホーソレ(東京)に出演するまでになってし

としているので、気軽に始めてみたい人から

てるやつでしよ！ j。多分世間一般ではこん

な感じだろうし、僕もその一人だった。しか

問わないとのこと。

演奏者である西沢さんがより高い演奏技法

を、音楽監督である三寺さんが楽器の改良な

e

e

每

Q

;・

'

. ■

'り-ながら、あくまでも「楽しむ」をポリシー
高いレペルを目指す人まで、入会資格は特に

とに気が付かされることになった。

0

まった。しかし、このように高いレペルにあ

器だろ？」、「おばちやん達が暇つぶしにやっ

し、ここに来てそれが全くの間違いであるこ

◎

...

詳細はTel/Fax0776-34-4840

まずは9月29日の定期演奏会、11月24日
の大正琴フェスティノハレでその実力を体験し

※次回揭載グルー

て欲しい。もうすでに、「大正琴は弦楽器」な

2003年1月から3月にイペント予定のあるところ！
事務局までご連絡ください。

のである。

集！

季刊ふっか〜と2002秋

H

from Readers

、声'

でした。パリにいるような気分になり、とてもおもしろ力,ったで

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。
旧本の民謡jアンケートより

卷1階席で見なし、とわ力, らないものがありました。役者の表情とか。
(20代)

♦最後に地球儀がまわっていた意味を考えています。なぜでしよ

春ェネルギーをいただいた。心も明るくなり、私も頑張ろうという
気になった。(40代)

卷変化に富んだ構成でとてもすばらしく、感動しました。声カホれ
ていたのが気になりました。旧0代)

-せっかくの素晴らしい唄声力;聴きづらかったという指摘
を多くの方力:ら受けました。今後はマイクのテストを充分に行レt
ます。来年の公演もどうぞおたのしみに。

う？ほ0代)

読者プレゼント
はがきに①住所②氏名③電話番号④年齢⑤今号で一番おも
しろかったコーナー、その理由⑥ご意見 ご要望をお書きの上、
フォーラムまでお送りください。抽選により下記をプレゼントします。
『芸文いこさ寄席』ペアチケット・・・・・・・・・・・・・・・2名様

「令宵かぎリは…」アンケートよリ
春人が空間を創り、空問力3 人を創っているような、心にしみるもの
ai «?s;»'3' w.t s 8.B.i

す。(10代)

締切/10月31日(木)当日消印有効

i»ag! isS! i

■、らの,

編集ポランティア大募集！

ふつ力)〜とは現在5名の編集委員でつくられています。発行すると
早速、次号の内容を考え、各自担当コーナーのための取材や原稿
て手元に戻ってくるのは、楽しみと不安でドキドキものです。そし

とにかく観るの力汰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年間有効)
①郵便振替お近くの郵便局に備え付けの「払込取扱票」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。
加入者名福井芸術'文化フォーラム

観るだけじやつまらないといラ方

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。

舞台裏に関われば観る楽しさ力s倍増すること問違いなし！

特典春優先予約フオーラム主催事業のチケットを一般発売

年会費1口 5,000円

卷割引価格お1人2枚まで1割引

※フオーラムメイトと同じ特典力3'つきます

(公演当日は適用されません)

※次の三つの関わり方があります

春公演案内や情報誌「ふっか〜とj送付

春委員会のメンパーとして会を運営

卷主催事業ごとに組まれるプロジェクトチームで公演をサポート
春時問の合うときにちいさなお手伝L 、をするポランティアスタッ
・

ポ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。
詳細はフオーラムまでお気軽にお問い合わせ〈ださい。

年会費団体会員 1口 3,000円

*記録写真・ピデオ撮影*舞台装置の搬入'搬出
fi出演者や劇団スタッフのための楽屋の準備'後片付け

個人賛助会員 1口 5,000円

*会場の受付*パンフレットなどの販売*座席案内、会場整理

法人賛助会員 1口10,000円
r

卷記録的な暑さ力縮L 、た夏でしたが、ふっか〜と秋号が
できました。みなさまの声をお届けくださレ、。

初校すむ編集室の秋暑し (K'.め
春山本直純さんと朝5時まで飲んだことがある。キスされまくる
わ、もうハチャメチャ。僕にはその気(け)はなく、ヤパイ…。
(もちろん冗談！)安らかに'.'してないたろうな。 (てりやき)
♦文化大国フランスで1982年に制定された政令の中の「すべて
のフランス人に発明と創造の能力開発を許容すること、その才

・˜1
I
I
こと(以下2項割愛)」の一節を改めて読み返す昨今です。(H.Y) I
I
I
卷仕事柄、ものを創ることの難しさに常に直面しています。
I
ふつ力、〜とぐらいは腫くこなせるようになりたい！ (K.M) I
I
卷華や力☆世界に生きながらも浮わつかない、佐野さんのしっと I
りした大人の魅力をお伝えできましたでしようか？…観劇.鑑賞 II
の秋です。心の洗濯もたまにはいいですね。 (M.W) I
I
I
» JI

能の自由な表現と自由な選択による芸術形式の受容を許容する
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活動には参加できないけど運営を支援したいという方

伽蒸偶篇:

フ登録

鐘離被二⑧

に先立ち、優先的に予約

※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

(将#回激⑦)

②直接事務所までお持ちいただいても構いません。
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ませんか？ただ今編集ポランティア募集中です。
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いろんなアイディアを出し合いながら、一緒にふっか〜とをつくり
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てまた、どこでどんな人力畿んでくれるのか、そんなドキドキ感も。

福井芸術'文化フオーラム友の会
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の準備に取り掛かります。自分の原稿力Sふつカュ〜とという形になっ
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