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[報告]

学校鑑賞教室

[案内]

フオーラムワークシヨツプ第3晃…n

̶

DANCE WORKSHOP

離溫2笠〒̶o̶ST賊

・出翁慈席

[連載]
Iーズ7(最終回)

団体会員のイペント紹介

[共催事業案内]

,Kいニトがくパート200
第15回福井入形劇フェステイバル

渡辺えり子さんの素顔

Rep

0ゆて針8"喜多力発21世紀シアター

(第8回)ひろしのおじやま虫

r

◎Let.$!コンテンポラリ■ダンス■■■■
昨年はじめて開催したコンテンポラリータンスワークシヨツス「なんだかわからないけどおもしろそラjと市内外力、ら学
生、主婦、会社員、理学療法士、教員など14名が集まり、なまった身体をリフレッシュ。振付を習うのではなく、なに
げない動きから自分のカラダを知り表現する。それがもうタンスになつちやつてる、といろ誰にでもできる楽しいワークシ
ヨップです。開催は昨年の2日間3回から、今年は5日連続にグレードアップ。さらに親子対象のワークシヨップやワーク
シヨッフのデリパリーも同時開催。し、ま何力、新しいことをはじめるなら断然コンテンポラリーダンス！

巧

コガンホラ■」一
ウスとは何マ

ほ

ST

'ンスの

̶」には「現代の」「今風の」との意昧

普通のダンスと
どこ力壌うの？

があり、直訳するとほ見代舞踊」という

し、ま各地でコンテンポラリーダンスを体

ことになります力1、それとは全く違うの

験するワークショッフが盛んに行なわれ

です。現在コンテンポラリーダンスと銘

ています。それはます、アーテイストた

打って活動しているアーテイストの方々

ち力れ、かに社会とむすんでレt くかを真剣

は、多種多様です。パレェ、演劇、音

に考えて芸術活動を行なっているからだ

楽、絵画の要素などを織りまぜたり、映

といえます。一方で参加者にとっては、

像などを組み合わせたりして独自のスタ

ダンス経験に関係なく誰でも気軽に参加

イルを生み出しています。つまり"既成

でき、自己表現できること力3'人気の理由

概念にとらわれない新しいダンス"とい

です。心や身体を開く方法のひとつと考

うことになるでしよう。なにか新しいこ

えられてし、るコンテンポラリーダンスは、

とをやろうとすること力；「コンテンポラ

教育やセラピー(療育)にも使われてい

リー」なわけです。中には「えつ、これ

ます。一般的に日本人は自分の気持ちを

力s タンス！ ？」と度肝を抜かれるほどピ

伝えたり、他人の気持ちを受け止めたり

ックリするようなものもあって、その定

することが苦手だとI 、われてし、ますが、

義は年々変わっています。

このダンスにはこうでなければいけない

ダンスと一言でいってもそのジヤンルは
様々です。そのひとつ「コンテンポラリ

I

V

コンテンポラ■リー
魅力に迫る

アーテイストカ:それぞれに独自の表現を

持つ中で、今回のワークショップの講師
である"なにわのコリオクラフアーしげ

やん"こと北村成美氏の作品や活動をと
おして、コンテンポラリーダンスの魅力
に迫りたいと思います。
「しけやんと言えば"パカおどり"であ
る」これは自身のホームページに見どこ
ろとして紹介されている言葉です。元パ
レェダンサー(現在もバレェ講師)とい
うイメージからは想像もつかないような

激しく面白いしげやんダンス。人が日常
なにげなくやっている仕種.動作をダン

スとして展開し、観客が思わず笑ってし
まう動きの連続。それがだんだんェスカ

レートし、暴ねのた打ち、転げ回る一
一そこには常識や規制から逸脱していく

という決まりがなく、自由に自己表現で

自由な身体があります。また、真剣に身

きることがほかの身体表現とは異なると

体を張って自分の存在価値を見出す姿に

ころです。
.a

a

切なさも感じられ観る者を元気づける
バワーがあります。作品の大きな特徴と
わ

fi

?J»-

してはポディパーツダンスと仕掛けがあ

,ぎ-

ま

ります。おしり、太もも、背中、足の指
までも振付けて踊らせる、これは単に身
体の一部分を動力すアイディアにとどま
らず、作品をつくる上での重要なポディ

"

\

ワークとなっています。また、映像や影

y

絵、たくさんのリンゴ、缶コーヒー、ホ
ワイトポード、水など身の回りにあるも
のたちを使うことで、動きを引き出す強
力な共演者となり、これらとの関係性力$
「個」としての存在をさらに際立た化独
自の作品世界を作り上げる仕掛けとなっ
lて活力)されています。
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フオーラムワークシヨツプ第3弾

DANCE WORKSHOP
(もっと) (もっと)

「カラダを知る・カラダであそぶ」
なにわのコリオクラフアーしげやん再び登場！福井に新しいダンスシーンを開拓します!！

講師=北村成美会場=福井市文化会館4F大会議室
※どちらのワークショップも講師.会場は同じです

タンス5連発
フークシヨツプ

子どもとおどろ！
タンスワークシヨツフ
日0き=2月14日(土)10:00〜12力0
参加費=親子ベア1.500円
対象=小学1〜3年生と/シねたはママ

クしますね、劇場空間じやないところが

日時=2月11日(水.祝)15:00〜18:00
12日(木)19:00〜21:00
13日(金)19:00-21:00
14日(土)15:00〜1&00
15日(日)13:00〜16力0

舞台になるなんて。

※時間は多少変更になる場合があります

ゥ託児あり(無料)

このようにコンテンポラリーダンスには

参加費=学生3,500円

アーテイストの人間性が色濃く現れるよ

一般5, 000円

小さいお子さまをお持ちのバパ-ママも
安心してダンスをたのしめます！

さらに踊る場所につk 、てもアイディア豊
か。劇場に限らず、建物のェントランス、
廊下、階段、ショッピングセンター、横
断歩道、家庭の居間などあらゆるところ
カヴート空間に一変してしまうおもしろ
さも北村氏の魅力です。なんだかワクワ

うです。これまでのダンスに対する既成

(ダンス経験不問)

定員=親子ベア15組先着順

炎5日間フリーパス、参加回数に関わら

概念を捨て、とにかく観てみたいという

f

ず同料金です

衝動に駆られます。

対象=高校生以上げンス経験不問)
定員=20名

ムごぐ

卜ほ演

日時=2月15日旧)17:00〜18:00
ワークショップ参加者は最終日に行われ

※申込多数の場合は抽選となり、5日と

る講師のショート公演にご招待！目の前

も参加できる人を優先します

で綴り広げられるパワカレなしげやんダ
ンスに元気をもらっちやおう！！

を目指せ

【申込方法】
以下の事項をご記入のうえ、はがきまた

そんな北村氏のワークショップとショー

はF

卜公演が、昨年に引き続き当福井・芸術

でお送りください。

プを積極的に行なっているアーテイスト

①希望ワータショップ名②氏名③住所
④電話番号⑤性別⑥年齢⑦学校また
は職業⑧ダンス経験の有無(経験のある
方はダンスのジヤンル)⑨ダンス5速発

です。タンスの初心者からあらゆる表現

ワークショップの方は参加できる日程

活動に携わる人までを対象に、ダンスを

宛先：〒910-0019福井市春山2-7-1

«>

文化フォーラムで行なわれます。北村氏
は前述の公演活動のほかにワークショッ

身近に感じてもらうこと、参加者に普段

福井市文化会館内

の生活や空問の中にある創造性を発見し

Npo法人福#芸術-文化フオーラム

てもらうことを目的とし、その人気ぶり

FAX : 0776-23-7905

は福井でもすでに実証済み。ストレスか

【締切】1月31日は)必着

らも心と身体を解放してくれそうな魅力

糸2月初め申込者全員に抽選結果とワー

的なコンテンポラリーダンス、経験する

クショップの詳細をお知らせします

しかないですね。もしかすると福井発の

北村成美(きたむらしげみ)

コンテンポラリーダンスのプロ誕生にな

大阪生まれ。6才よりバレェをはじめ、石川潤氏に師事。'91年渡英、ラパンセンターにて学ぶ。

るかもしれません。

'93年より創作活動を開始。'00年ソロとなり、「生きる喜びと痛みを爾歌するたくましいダンスJ
をモットーに年問30ステージ上演を敢行するほか、rダンスアットホーム」(一般家庭の居間での
公演シリーズ)や[ダンスマラソンj (1週問連続公演)の開催など国内外で精力的な活動を展開。

*参考資料

'02年[第1回TORU AW

「舞台芸術 芸能見本市2002大阪」報告
http://www.nao-t.net/shige/

」にてオーディェンス賞、フランス賞を受賞。

協力 Npo法人Japan Contemporary Dance Network
1
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(東京スカノ \ ラダイスオーケス

トラ)福井公漬決定!!
チケットの購入方法

日時3月7日旧)

④福井芸術'文化フオーラムの事務所で

18:30開演(18:00開場)

会場福井市文化会館
全席指定5,250円

直接購入する

らダ

⑧電話で予約しの776-23-6905)、
代金を振り込む
-'-,

ソkツであるスカをペースに、ジ
ヤンノレを超えた"トーキョー・ス
f<

力"サウンドで"男気"をキメ
まくってきた世界屈指のライヴ

郵便局の青色振込用紙に住所'氏名-電
話番号のほか、通信欄にチケット枚数
を記入の上、チケット料金+送料120
円を振り込んでくださL \別途手数料
が必要です。

バンド、東京スカパラダイスオー
ケストラ。メンバーの脱退.事故.

口座番号00780-1-46870

ゾv/

加入者名福井芸術'文化フォーラム

}l

※先行発売は会員およぴフォーラムメイトに

死亡など、あらゆるトラプルをは
ねかえし、常に音楽シーンのフ

限ります。期問中に入会-購入できます。

ロントラインで活躍し続けてい

(入会の詳細は8ページをご覧くたさ、')

る。現在までリーダーなしで活

糸先行発売期間中に予約・購入できるのは

動を続け、メンパー全員が楽曲のモチーフ

るミュージカル・バフオーマンスで世界中の

を提出し、アレンジもプロデュースも主張も

スカパンドの中でも特筆すべき存在。

するという、常に対等でありながらお互いを

スカbka】ジャマイカで発生した音楽。レゲェの前身。

出し抜く絶妙な関係である。オーセンテイ

卷先行発売1月18日旧)〜1月27日(火)
春一般発売1月28日(水)より

ックなスカからジヤズ、ロックまで提示でき

一人2枚までです。
※事務所は月〜金(祝日を除く )10:00˜
18:00ただし、発売初日1バ8のみ日
曜も開いています。
※予約のキヤンセルはできません。

・ «

ポランテイアスタッフ登錄受付中!
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〈ださし、。
*記録写真・ピデオ撮影

*舞台装置の搬入 搬出
*出演者や劇団スタッフのための楽屋の
準備'後片付け

NNi N1 NiN ar ・

今年も学校鑑賞教室実施しました̶̶@ぽ
福井芸術'文化フォーラムでは福井市教育委員会の委託を受けて、市内の幼児 小学校・
中学校の鑑賞教室を実施しています。市内の子どもたち約1万人が今年はこんな作品を
観ました。

5/13-15小学校劇団仲間「モモと時間どろぼう」 4,709名
10/21、22幼児人形劇団プーク「ェルマーのぼうけん」2, 722名
11/ 4˜ 7中学校萬狂言/能楽協会「能楽教室j 2, 505名

*パンフレットなどの販売
*座席案内、会場整理

ここで中学校の「能楽教室」を紹介します。

t!!

*会場の受付

r̲

福井能楽堂を会場に能楽と狂言の実演を
鑑賞したほか、面やお離子の楽器の体験

みよう」は、鬼のような怖い面「錮子口」、
福井甚術.文化
コオーラム

能面としてよく知られている女性の面 /J

-と

もありました。「面をつけて舞台を歩いて

;-'<'111h-».
a
I

面」の2種力伸意さ化それをつけて橋掛

かりから本舞台へと歩く体験。小さなふ

街は制場
♦ま卜

たつの穴だけ力瀬り。恥ずかしさと緊張、

また、足袋を履くことも貴重な体験のひ

照明の暑さで汗だくになりました。一方

とつとなりました。初めての生徒がほとん

の「笛・太鼓 小鼓 大鼓を鳴らしてみよ

どで、その時問のかかること！ 口々に「な

板4

Nd
nuttt

。二 ■■:Btl

http://www1 .fctv.ne.jp/˜geibun/
情報満載！アクセスして、ぜひ感想を書
き込んでくださいね！

4季刊ふっか〜と2004冬

う」(表紙写真)。プロによる手本は簡単

あ〜んか、へーン」という女の子たちの歩

そうに見えたのに、鼓は手のひら力填つ赤

き方はぎこちないものでした。

になり、笛は思いっきり息を使ってぐった

最後に狂言「集山伏」を観たあとはホー

りと疲れ、太鼓もバチを高く掲げて腕力s'

ホーとフクロウになって帰っていく中学生

痛くなりました。おまけに慣れなし、正座で

たち。「楽しかったよ」のパロメーターで

足はしぴれ ..。しかし中にはプロもぴっ

す。一体どんな話なんだろうと興味を持

くりの良い音が鳴り、「才能あるね」とほ

たれた方は、是非能楽を鑑賞してみてく

められた生徒もいました。

ださい。

共催事業案内

<l\

市民の企画を応援、

会場費の肋成を行なっています。

j.̶r-

-n>

̶1-2004

日時1月11日旧)14:00開演
会場福井市文化会館
料金一般1,000円(小 中 高生無料)
出演高橋雅抄と力hフ策、西沢純子とェレガントストリング
アンサンプル、春山混声合唱団、福井室内管弦楽団
♦筆や大正号のアンサンプル、合唱、管弦楽と多様なジャンルの
音楽が楽しめるユニークな企画。恒例のドリンクサーピスもあり、
新年を祝う名物コンサートになっています。
主催ニューイヤーコンサート実行委員会
問い合わせ0776-26-2424けルート・ドウ・パーン)

第15回福井人形劇フェステイノXゾレ
日時3月6日(土) 7日(日)
会場福井市民福祉会館大ホール
料金1ステージL300円(当日1,500円)
とおし券2, 200円(当日2.600円)

共催事業公開プレゼンテーシヨン

11月15日、平成16年度の共催事業に応募した13団体力途画を
発表するプレゼンテーションを開催しました。応募団体同士の交
流と共催事業の市民への周知を目的に、はじめて公開形式で行な
ったこのプレゼンテーションには、応募団体関係者をはじめ、福
井芸術'文化フォーラムの理事や賛助会員、市民など約70名が集
まりました。言葉巧みに企画内容をアピールする人、和楽器の演
奏、声明、舞など実演を披露する人

「デパートの地下でおい

しそうなものをーロずつ味見したみたい」という感想があったよ
うに、多様なジヤンルのおいしいところ力9疑縮された、ちよっと
費沢な90分となりました。同日、来場者による投票結果を参考
に理事会にて採択を検討しました。来年2月の正式決定後、次号
春号にて発表します。

来場者の感想
.福井市でもいろんな文化に触れる機会があることを知りました。
.実際の団体の熱意などが直接伝わり、共催する価値があるか判断が
むず力、し力)った。

出演風ェ場、人形劇団まる、人形劇団くまの子、人形劇とぴ
ア、人形劇団とんと、パペッツマイムうさぎ小屋(兵庫)、

.草の根の文化活動がますます広がっても、く機会になれば1ル、と感じた。

人形劇団ぼけっと(岐阜)、人形劇団なみ
主催福井県人形劇協議会
問い合わせ090-1632-5405 (前田)

.私たちの大切な税を使っての事業だと思います。ただお金がない！

.5分は短い!！しかしそこ力3力のみせどころ。
；という理由での参加の方もいたが、事業の目的、どう地域に貢献す
る力めどの資料力sあったほう力浪いと思います。

『蘇家の三姉妹』主演渡辺えり子さんの素顔

[報告]

公演後ロピーに現れたえり子さん。3時間という長編であったに

すから、上品な新劇のお芝居

も関わらす、ひとつひとつじっくり考えて真剣に答えてくださる

はな力,な力1やりづらいもの力3'

姿勢に、テレピで拝見している明るいえり子さんとはまた違った、

あります。愛さんの意園を汲

演劇人としてのこだわりを感じました。

みながら役を押さえる、それ

Q:お疲れさまでした。渡辺さんの舞台を福井で観られるめすらし

はやっばり知的な作業でつら

I 、機会ということで、楽しみにされてレ、た方で満席でした力:、

いですけど、各々カラーがあ

福井のお客さんの印象はどうでしたか？

りますから『郷に入ったら郷

A:すごく沸し、てくれて嬉しかったです。今回のお芝居では私と同

に従え』ということですよね。

世代の人が喜んでくれると嬉しL 、ですね。なかなか口に出せな

Q:大学助教授役でしたが、何か

いようなことをはっきり言うじやないですカシそれを一緒にな

役作りの上でェ夫されたこと

って「そうよ、それは旦那に言えないのよ」とか「自分でやれ

はありますか？

よ、靴取るのくらし、」と力遇って発散してくれてたら嬉しいな
あと思います。

Q:同じ書き手として、今回の舞台を書かれた永井愛さんをどう
いう風に感じてますか？

ん廣子は本当はとても堅し、んだ

&-

；ブ''-90 *?・ *

なゾパ
、ポ,

けど、フェミニズム諭を唱え

T

る立場上「自由だ自由だ」と

言い続けなくちやいけない。その理想と現実のギャップに苦し

A:この戯曲は本当におもしろいと思っていたので、オファーがあ

みせめぎ合い、格闘している姿をお見せしたいなと。さらに

ったとき「出る」と即答しました。荷世代の女性作家で如月

それを人類の苦悩まで持っていきたいなと思っています。つま

小春さんと岸田理生さん力s亡くなって、もう愛さんと私しカル、

りイラク戦争でも、戦争反対なら戦争反対と人間としてきち

ませんから、死なないように(笑)助け合って力：んばっていきた

っと言えるふうにしたし 0戦争っていうのは自分の子供力3'殺さ

いと思っています。だけど、今回演ってみて性格も体質も全然

れる訳ですから、女にとったら未来を失くすことでしよ？そう

違うということがわかりました(笑)。

いうことを男女関係なくバツと言える、そんな時代を夢見て最

Q:その永井さんの二鬼社のお芝居に客演という形ですが、ご自身
の劇旧での舞台と比べてどうですか？
A:私なんか感覚で「パカヤローjと力信って作っていくタイプで

後終わらせたいな、と思って演じています。
ん今日はお疲れのところ本当にあり力SとうござL tました。
(10月27日上演、共催ステージ・ふくい)
季刊ふっか〜と2004冬5

令年も華やかに開催

園

'6

新作落語の第一人者桂米丸、人間国宝講談の一龍斎貞水、

[報告]

"ケーおJ

『にほんごであそぼ』で子どもたちに大人気柳家花綠、各地での
出前寄席で大好評だった春風亭柳之肋に、モタン曲芸のポンポ

久しぶりに明るく笑えた。

ンプラザーズというなかなか見られなし、多彩な豪華メンバーの

皆さんそれぞれ個性溢れてよかったです。貞水さんの迫真

登場で、 秋の午後を飾りました。貞水の講談は赤穂義士外伝

の演技に感涙しました。

の一飾となり、その重厚な語りに江戸時代にタイムスリップし

迫力あり、テレピなどで見るのとは違って心の底から笑う

たようなひとときでした。米丸の落語

ことができた。

iff
?tni*h

'-.

には現代の移り変わりの激しL 、時代感

ひばr

覚の中での語りの苦労力洞わ化また、

キ

当地福井の地名力ま出てきて大変親しみ

ルン

せぢ'1
;・}

のある嘲となり、観客との一体感ある

だ

印

ち
ね

大ホールではなく小ホールの方力浪L 、のではなし、か。さす

ホ

カル間国宝！目の前にドラマカ堀開して涙力嫡れました。

9

有難うございました。しH 、親孝行ができました。

舞台となりました。

皆力$一緒に笑し、あえてとても楽しレ、です。

落語も講談も日本の誇る話芸でありますが、これらを通して感

戦争、事件の多い今の世の中で古典芸能をなんとしても子

じるのはしザれも日本語を大切に語っていることです。そして

や孫に残していきたい。

二本の手先がさまざまなものになって魅せる芸の細やかさ、深
さは芝居とまた異なった素

̶̶̲

̶̶!

晴らしさでありましよう。
好評の芸文いこさ寄席、来

年も開催を予定しています。
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性格も風貌も鹿児島出身らしくおおらかな柳之助さん。 どの会場にもあったカル、笑し、を届けてくれました。
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笑し\につつまれる社南公民館の来場者漠公民館の楽屋でネタを思案中
福井駅到着

m s
造んだ空気の永平寺で初秋を満喫
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ちようちんもにぎやかに雰囲気抜群の準備から後片付けまで地元の人の手で河合公民館でお隣り熊本出身のおばあ最後は啓蒙公民館で江戸つ子言葉が印
六条公民館 ちやんと意気投合 象的な古典落語を披霞

MembeahipEVENTS団体会員のイペント紹介2004年1月〜3月
日程

イペント名

会場

、ジヤ・パレ

2/ 1 (日)I福井幽麗会(片山九郎右衛門社中発表会)I能楽

詳しいことは各担当者にお問し、合わせくださし'0
問い合わせ先

開花亭

36-1841(富永)福井幽聽会

人形劇

福井県教育センター

54-4896 (

3/ 6(±) Iリーダース・シアター『お話力；いっばい』

舞台劇

-i.̶7 -- < l-'

3/2 0(±) Iわんばく寄席〜奇怪な小館嘲

芸能

フェニツクス・プラザ小ホール

2/21 (±)
22(B)

うみはぶくぶく
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W福井東子ども劇場

22-3516 (津原)福井西子ども劇場

■8'害多方発21世紀シアタ̶"
方市。この喜多方市は人口が3万7千人

2, 000円、1公演券800円という格安の
チケット方式も功を奏し、のべ7, 567人
の観客力g楽しみました。4日券は木札を使
し、雰囲気を盛り上げます。地元の商店街、
地域FM局もこの事業を盛り上げるべく休
日返上の営業をしていました。実行委員
会の作ったラーメンマップは公演の合間を
埋めてくれるすばらしい材料で、まさに身
も心も充実した4日間でした。

(広域圏を合わせた周辺人口7万人)の小

さな街です。蔵の街としても有名で、多
くの観光客が蔵とラーメンを目当てに訪
れます。この街で全国から44の上演団体
力:集まり8月に4日間開かれたのが「喜多
方発21世紀シアター〜街んなかが大文化
祭〜」です。
芝居・音楽・人形劇・落語・講談-大
道芸なんでもありのこの事業は、子どもか
ら大人まで楽しめる作品でいっばいでし
た。喜多方プラザという会館を中心に街
のあちこちに点在する空いた蔵を使っての
芝居や音楽の公演が企画され、どの会場
も滋れんはかりの客で-L 、っばいになりまし
た。圧卷は軽トラでピアノを運んで街のあ
ちこちでやったジャズ演奏、酒蔵を使って
の三味線語りと人形芝居。
この事業の大きな特徴の一つは、全て
(第8回)

ひろしのおじやま虫

私は上演で参加したのですが、ポラン

地域社会における"元気"な会、社
会奉仕精神に富む会は側からみていて
も愉しいものです。藤己会は両者を兼

ね備えた数少なし、グノkプとして数年前
から注目していました。

fl

シ

抑

s!-

・N

見張るものがありました。これだけ多くの

いだ人形劇フェスタ」がありますが、飯田

会場での公演の場合、かなり多くのトラ

の20年以上の蓄積をも凌いでいると言っ

カパs予想されます力$、目立ったトラカレ

ても過言ではありません。毎日のように開

もなく、上演団体には必ず搬出搬入の手
伝いが付き、客も満杯で満足して帰りま
した。前年まで4年間開かれていた21世
紀ミニシアターでの蓄積や、喜多方プラ
ザが中心となってやっている裏方研究会
(東京)で開催されたその全国大会でも
見事優勝。一年後の全部門とおしての

かれる交流会もその魅力をさらに倍増さ
せてくれました。「また行きたいjと思え
る事業の一つです。

(人形劇団とんと前田耕一)

Iシ國ズ駄
(最終回)

「大道具j 「小道具j

代表の藤井さんは「民謡の詞を書き、

歌舞伎における演技以外の演出方

振付をしテーカこ仕上げていると、福

法としては、扮装、大・小道具、音

井の素晴らしさ力得をもって感じられ幸

楽が代衷的なものです。ここでは大

せなことです」と語ります。これまで作

道具と小道具について述べます。

ったテープには「馬鹿ばやし音頭」「杉

持ち運びの可能な細々とした小道

杜白驚神社音頭」「越前ふな唄j 「藤己

具に対して、舞台装置を大道具と言

会音頭」「福井あ替り音頭」があります。
また同会は、老人ホームや病院等の
訪問、フェニックス祭り参加、おさら
い会、研修旅行などを頻繁に行なって
いることでも知られています。藤井さん
は「初心に戻り、人の輸、踊りの輸を
大切に、楽しく踊り続けていきたい」と
話してくださいました。

EBI

Ml'

いますが、建物、書割(背景の一
種)、樹木、石垣、等々の、役者が
手に取ることのなL 、飾り付けの総称
でもあります。昨今では、映画、テ
レピ、新劇、人形劇などでも大道具
方の用語が台本に明記されます力'シ
語源は歌舞伎です。また、大道具製
作者は特殊技能の伝承によって支え
られており、現在でも門弟系統によ
り担われているのも特徴的です。

IBS

■

小道具には、持道具、置道具
(一般に家具類)、動く道具(動物、

に

お

巧夕

平成7年発足の、全国のふる里の民
踊-民舞'民謡の会で、当初の70人から
現在は2倍強の会員数になっています。
常にポランテイア精神で地域の人たち
と親睦を深めながら、お祭りや民踊大
会に参加、また、県内外の行事にもす
すんで参加し、14年には日本民謡協会
の「石川県'福井県連合大会」の民舞コ
ンクールにおいて「越前ふな唄」で優勝
されました。15年10月、両国国技館

の蓄積が花開L 、た気持ちのいい企画でし
た。同種のイペントで長野県飯田市の「い

に励んでおられます。

(福井芸術'文化フォーラム■体会員)

喜多方プラザ提供http:// .kけakataplaza.jp/

テイアで働くスタツフの士気の高さは目を

日本一を決める大会参加に向けて練習

藤己会

ゾ︱

ということです。4日券3, 000円、1日券

,ば﹃ィ

の公演が歩いていける範囲内で行われた

;チプ.@1

東北は福島県の会津地方の北側、磐梯
山を見上げる街がラーメンで有名な喜多

駕籠、車など)の3種類があります。
中でも持道具は、役者の役柄や性格
を表ししかもその操作が心理感情
を映じるものとして重要視されてい

問い合わせ先：
代表藤井鈴子さん

ます。刀、履物、煙草入、提灯、
0776-23-3840

♦次回揭載団体募集！ 2004年4月から6月にイベンげ定のあるところは事務局までご連絡ください。

手拭、懐紙、笠等々、主なものでも
200種類とされます。
ぐ
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ART STAFF募集中

このコーナーは、読者のみなさんからのご意

観るだけじやつまらないといラ方
舞台裏に関われば観る楽しさ力唯増すること間違いなし！
年会費正会員 1口 5, 000円

見や感想などでつくるコーナーです。楽しし、お便りを待ってし、ます。
『蘇家の三姉妹』アンケートより
♦都会でしか観られないようなお芝居が福井に来てくれてう
れレん

春舞台の作り力凄晴らしく驚きました。スピード感があり、本
当に引き込まれて時間を忘れるほど。おな力)の底から笑い
通しでした。

困園■旧旧回回固固画m固回旧旧旧

特典卷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、一人2枚まで予約・購入

卷公演案内や情報誌「ふっか〜と」を定期的に送付

は学校名、電話番号をお書きの上、事務局までお
送りください。
締切/3月31日(水)必着
問い合わせ/事務局0776-23-6905
・-1

r

卷二幕3時間を1ケ月も地方巡演、内容もパリパ
リというパイタリテイー溢れる渡辺えり子さんの
舞台で元気をもらいました。寒い季節も熱い舞台を観て
乗り切りましよう！ ！ (M.W)
卷ふっか〜と冬号をお届けします。この冬の雪はし、かが
でしようカシ何卒お身体をお大事にお過ごしください。
名山も名も無き山も時雨けり
秋深しいこさ寄席来て笑ひけり (K.Y)
春いこさ寄席の折、米丸師底を楽屋に訪ねる。理ェ系卒
の師匠は同じ発明家でもあり、これまでもユーモア発明
クラプや(社)発明学会の周年事業でお会いしてL 、る。近々
の再会を約束してL 、ただきお送りした。 旧.》
春芸術活動はやはり思想性が大事です。既成概念にとら
われぬようコンテンポラリーしちやいます。 (K.M)
ht ̶ ̶ I̶ ̶ ̶ 1̶

̲̲

次号
'2004春(V0I.1力の)
発行日は
4月1B

;Co3.
福-祉会館

̶ ̶

11 ̶

̶ ・

1̶ ̶» ww ̶r a̶ I̶ v

1̶

雄 福井芸術'文化フオーラム

文化会館

事務所：〒910-0019福井市春山2-7-1福井市文化会館内
月曜〜金曜(祝日を除く )10:00〜18:00

■事務所

Tei.0776-23-6905 Fax.0776-23-7905

!
道

h Uh

特定非営利活動法人(NPO法人)

̲I

市営
花月駐車場

̶ J̶N I̶If ̶ ̶ ̶ I̶ ̶̶ ̶* ・

東別院

E-mail: geibun@mxl.fctv.ne.jp URL: http://wwwl.fctv.ne.jp/˜geibun/
8季刊ふっか〜と2004冬

器瓶ケm-0ホ6Cゆキ猶ゆd攻簿そかモ佛

(当事務所のみ扱い)
卷割引価格一人2枚まで1割引(当事務所のみ、公
演当日は適用されません)

応募方法/はがきに応募動機、住所、氏名、年齢、職業また

微策刺服:繭#黑鍛略画想︺0湿#碎が飾-一n額袖ゆさべてか需楽︒硫#錮拜ぎ施縄ホ
6淫峰ヤ没ゾ義繭eかウシA,纖.額.藥ホ6聽#モ蹴みュ¦プらホタペぐんケいびべ,ブり3

でご入会いただけます。

鐘離錬一の期

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

(箱ら回激③)

②直接事務所までお持ちし、ただL 、ても構いません。

※チケット料金や参加費を負担する必要はありません。
※懇談会(年1回)もあります。
内容ズ感想をレポートに書く (各500字程度)
募集人員/若干名

蹴せ"gg0Aスペeモ母落ま4踏む域サけ翌廣Cべて賊ブ駒妻にス¦,ン)

口座番号00780-1-46870
加入者名福井芸術'文化フォーラム

プログラム参加 見学が可能な方(年問計10本程度)

□せ3巧露廣番キ˜々碎ネク震佛Gべていュび,

必要です。

応募資格/当会主催の全公演の艦賞およぴワークショップ等の

巧黑廉媛賊ゆ,

とにかく観るのが大好きという方にお得なシステム。
チケットを力 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j
にお名前、ご住所、電話番号をこ'記入の上、
会費を納入してください。別途、手数料が

・福井芸術・文化フォーラムでは企画 運営
に幅広く市民の意見を取り入れようと、15年度よりモニター
制度を導入しています。現在4名のモニターにより当会主催
の公演について内容からスタッフの受付応対や会場'客席の様
子にいたるまでいろんな意見をいただいています。文化会館
なんて行ったことない、そんなあなたこそこの機会に是非ご
応募ください。

BSU

"フオーラムメイド'入会のご案内

m

ivr

福井芸術'文化フオーラム友の会

16年度モニター募集！

糊■'

500'f

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このふっか〜とを入手した
所⑦ご意見 ご要望をお書きのムフオ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。
『東京スカハ。ラタイスオーケストラLIVE 丁OUR 2004J
サイン色紙............2名様
締切/2月20日(金)当日消印有効
※賞品の発送は公演後になります。
2003秋号の当選者加藤さん(福井市)

◎

には難しいなあと思うところ力S多かったですね。

♦ぜひ男性に見て考えてL 、ただきたいと思いました。

活動には参加できないけど運営を支援したいという方
年会費団体会員 1口 3, 000円
個人賛肋会員1口 5, 000円
法人賛肋会員1口10, 000円

500

♦面白い中にも考えさせられる「男と女」のポ遠のテーマを
さりげなく掘り下げていた。
卷哲学的なことを面自く語ってくれたのが印象的。学生の僕

※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
※フオーラムメイトと同じ特典力3 つきます
※次の三つの関わり方があります
・委員会のメンバーとして会を運営
・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
・時間の合うときに小さなお手伝レ、をするポランテイアスタッフ登録

