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[特集]
地場産シリーズ②
みんなでづたおう！童誤ライプ
[案内]
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[共催事業案内]
だいニユ-イセ_コ�_卜2005
PANDORA & SU12AN 「音.チンj

-. [報告]
平成16年度学校鑑賞教室

趣毅�■
-. 多くの人の集う、サロン
平成17ギ度共催事業プレゼンテラョレ

- 應■]
回体会員のイペント紹介

(第12回)ひろしのおじやま虫

J

:
<
r

�
K
.
S

■
I
E

.
»

ル
ー
«
y
a
-
"

み



[特集]地場産シリーズ② ‘�ドて
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幼い日に歌った重謡、子どもと一緒に聴レた童謡は、その思し拙とともに人々のじの中に残り、生き続けまず。聴いて楽しむ
音楽はいろいろありますが、重謡はそのメロディーが流れてくると歌しすこ〈なりませんか？福井芸術・文化フオーラムでは3月
6日、福井市文化会館にて「みんなでうたおう！童謡ライプ」を開催します。フアミリーで歌うアンサンプル、しっとりと歌
い上げるソプラノ、シンせサイザーによるアレンジの面白さ、児童合唱団のかわいい歌声、混声合唱団のコーラス’・・といろ
がよ形で重謡の世界に皆さんをお誘いします。会場一体となって、思しをり歌って楽しみましよう。

『唱歌ヒ重誤 g時代どヒもに .教科書ヒ童誤
よくその連いを聞かれますが、一股に、

明治から大正【こかけて文部省て編集しナこ

国定の敦科書に掲戴され学枚て敦わっだ

歌力端歌て『赤い烏』『金の船』なピ兄

童雑誌から生まれた歌や翻訳された欧米

の歌が童誌どいわれます。古くからイ云承

のわらべうたや小学唱歌も合まれており、

娼歌と童講は、はっきリとはわけられま

せんカス、合も愛喝されている童謡の多く

は大正の後期(大正8～14年)の作品て

あるのが大きな特色てす。『赤い鳥』力汰

正7年1918年に創刊されたのを機(二、

次々に見童雑誌力嫌瓶されたからてす。J.:-

ほ力、にもNHKが独自に子どもの歌を制作

し戦後の復興の勢いにめ力てx_:ラぶ才-.

敦送,レピ̶ルゆれキねみ泰t: -.フ

おしズ全国に廣lつ̶しいものを?★ _.;

ポま董まひとつが。. ̃ .'.-'.て：-. ;-'::.・・:....

童講は時代背景とともに変化しました。

戦時下は子ピもたちを励ます軍国調の童

講が主流てしだ。その中ても球開や親を

なくした子ピもへの配虞のため、もヒも

どあった歌詞から明るいイメー ジの郁分

を削除しているものがあリます。戟後は

復興に向けて明るい歌や、あそぴながら、

また、農作業なピをしながら歌うものが

増えました。

また、敦科書作成に合わせて、ことばや

曲の改作も行われまUこが、なじみなく

難し\. 、文語体ても美しいS本語としプそ

のまま歌L 、継がれホ、る童講も-あQます。-

党えやすく歌いやすいメロディーて愛唱

されている童講は、唱歌のよつに学校て

正式には習いませんが、共通教材の中で

めず揭載しなければならな、、曲が定めら

れていました。その中には「うみ」「春が

きた」「春の小川」「もみじ」「おぼろ月

釣「ふるさと」なピがあリ、子ピも力浮

校て覽えた歌を家に帰って家族ど歌う、

大人になってま分の子ピもに歌つどいう

よつに、母力、ら子に、そしてまたその子

にヒ歌い継がれています。母ど子のつな

--; ・がり【こ重要な役割を果たしているのてす。

二1かし、共通敦材の使用も平威13年ま-

:_で。_現在て"はこめ共通敦材もなぐな').、.

二―書内に童譲ヒ:みられる曲がさキわず二

-:- j、辣っているだけてす。:重謡に-思い出を-:

持ウ世化も篇斜ヒし:、:全後ピ牧ほすの歌_
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参考文献

『童謡'唱歌の世界』(金田一春彦著、教育出版)

『教科書から消えた唱歌'童謡』(横田憲一郎著、産

経新聞ニュース/扶桑社)

『童謡’唱歌風だより』(池田小百合文、内田正泰

画、春陽堂)

！童誤を残そう！

長い戟争そして戟後の混乱の時代にも、

嬉しいにつけ悲しいにつけ人々にたくさ

んの思い出を残し、歌い継カポて、合も

人々の心にしっかリと生きている二とを

思うと、童謡はS本人の心のふるさとの

歌として世界に誇れる素晴らしい音榮だ

ヒ思います。子ピもの歌てあリながら、

大人になってもs本人の心の中に生き統

け、四季折々の自然、動物や植物との出

会いに、ふと口ずさむ童講。歌謡曲は嫌

い、クラシックは苦手どいう人にヒって

も幼い頃に党えた童謡はいつまても懷か

-しく心に残っているものてす。

最近こう-じたすぐれら童譲を守リ、歌い

つヴけズいぶiヒレタ動きが各地て盛ん

:'ンにさ？ざ夕資をン-ぜひギ切-に琴ム、ご歌L 、

.継力妖で任が、もめがむ二 _:
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ェピソード「みんなでうたおう！童謡ライプj開催にむけて、童謡にまつわる工

ピソードを募集しました。し、ただし、たェピソードの中から2つ紹介します。

「思い出のアルパム」は孫の卒園発表会ではじめて聞いた曲です。ステージ上で可愛

らしく礼儀正しく元気し、つ(れ、歌う園児たちの声は、幼稚園のホールに響きわたり、

大変感動したこと力:昨日のように思レ、出されます。この歌を聴くたぴに、今は高校生

となった孫の当時のいとおしさがよみがえり、成長を嬉しく思っております。合唱グ

ループとしてある会場でこの歌を歌いましたところ、大勢の来場者の中から歌声が

聞こえてきて本当に嬉しくなったことがありました。いつまでも了-どもたちと一緒に

歌い継いでゆきたい曲です。(福井市Kさん)

現在実家の母は95歳、大阪の兄夫婦の介護を受けながらもそれなりに何と力幸せな

余生を送っています。わたしが当地に縁があり結婚して二人の子どもに恵まれ、よ

く母は毎年3～6ケ月ほど滞在し、一緒に子どもの面倒を見てくれました。寒い冬に

は部屋のプランコでよく娘に歌って聴力せ、I,、ろんな歌を教えてくれました。娘はお

ばあちやんの歌ってくれた四季折々の歌を今でもよく覚えているそうで、そのせいか

音楽が大好き、自分の子どもにもよく聴力、せています。(館江市Kさん)

r'

2005キ

3月6日(日)
14:00開演(13:30開場)

福井市文化会館

入場料(全席自由)

大人........................1,OOOR

子ども(高校生以下)............円

チケット発売1月21日(金),

�・�-・�h7�-tf>h

■f詳細は8ベーシ

出演

アパンプルラ-ルミェール

.石井愛(ソプラノ》

石田公代(編曲’ピアノ・シンセサイザー)

勝木陽子(ソプラノ)

黒原フアミリー(コーラス)

福井市少年少女合唱団

混声合唱団福井コールアカデミー

L - - - - - -. - - - - - - - J
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ベル、ノ、。リオCITY、松木屋日之出店

響のホール、アルプラザ膳江

アルプラザアミ

福井市文化会館事務所(福祉会館1 F)

福井芸術'文化フォーラム事務所

郵便振曽によるチケットの購入方法

①電話予約(0776-23-6905)

②代金振込

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

と予約番号を記入の上、チケット料金

と送料400円を振り込んでください。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

入金確認後、チケットを郵送します。

駐車場のおねがし

公演当日は駐車場が大変込み合L tます。

できるだけ公共の交通機閲をご利用くだ

さい。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。

フェニックスプラザ横

■J田原402台

_ (ほお09) I松本通り

市営花月73台口■
東別院50台1IP il

-51

ヌ■ さくら通り

芸術.文イヒフォーラ・務所 通書

片だ♦25台口 中央大通り

ロカづ{-ク30.
(徒歩59)

□悠ホ巧巧 354台

(徒步m分)

九+丸橘 桜橋 幸橋
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DANCE WORKSHOP 「カラダを知る・カラタであそぶ」#3

福丼でも年々じわじわと人気が高まって

きたコンテンポラリーダンス。決められた

振付のない自由な表現の世界は、はじめ

はちよっと勇気がいるけれど、やってみる

とオモシロイ。今年は新しいアーテイスト

を迎え、新たな魅力いっばいのワークショ

ップを開催します。心も身体も軽くなる、

気持ちいいワータショップを体験してみま

せんカシ

講師砂連尾理’寺田みさこ

会場福井県立青少年センター講堂

> �$

・Is:..... I*'1
f-.ayKi'ea
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おとなタンスワーク

日時3月12日(土)
vol. 1...............14:00-16:00

3月13日(日)
vol.2...............10:00-12:00

vol.3...............13:00-15:00

講師によるシヨート公演...... 15:30～16:00

参力暖学生2, 500円一般3, 500円

※この料金にはvol.l～3の参加費とショート

公演鑑賞が含まれます

対象高校生以上(ダンス経験不問)

定員20名(先着順)

�1�【申込方法】

���旧電話にて受付けます。

���B 0776-23-6905

���� (月～金10:00～18:0①

���� 電話で以下のことをお聞き

��"�n uす。

・���①希望のワークショップ

②氏名③住所④電話番

号⑤性別⑥年齢(学年)

⑦学校名または職業

⑧ダンス経験の有無(経験の

ある方はダンスのジヤンル)

【募集期間】

2月旧(火)～28日旧)

̶』
秦象

eSB

写真撮影/阿波根治

卷期間中、福井県立東養護学校の子どもたちにダンスワータショップをデリパリーします。

協力Npo法人Japan conねmporary Dance Network

こどちタンスフー交

日時2005年3月12日は)
10:00～12:00

参加費500R

対象小学4～6年生げンス経験不問)

定員30名洗着順)

I
夕

ダ
'

写真撮影/清水俊洋

「砂連尾理+寺田みさこJ

1991年ユニット結成。デュオ作品の振付‘構

成'演出’出演をすべて共同で行う。西洋のメ

ソードを取り入れながらも、日本人の持つ織

細な身体性にこだわりを持ち、自己と他者と

いう人間関係の最小単位である『デュオ』とい

う形態の中で、人間の新たな関係性を模索し

た作品づくりを行っている。2002年「第一回

TORII AWARDJ大賞受賞、「トヨタコレオグ

ラフィーアワード2002」において「次代を担う

振付家賞」「オーディェンス賞」を受賞。平成

1 6年度京都市芸術文化特別奨励者。

平成16年度学校鑑賞教室

福井芸術-文化フォーラムでは福井市学校教育課の委託を受けて、市内幼児‘小学校’中学校の鑑賞教室を実施しています

鑑賞作品 ���1̶

5ズ11～13劇団京芸「そうべえまっくろけのけ」(3日間6公演)小学生4763名 ������
9/15-16劇団影法師「モチモチの木](2日間3公演)保育園’幼稚園園児2692名

11/8～11福井県能楽特別委員会「能楽教室(能面と楽器の体験・狂言『仏師』能『岩船』

の鑑賞)」(4日間8公演)中学生2528名

中学生の感想

.一番印象に残ったのはお喫子という楽器

の演奏です。オーケストラと違って指揮

者がなく、 4つの楽器の音色と演奏者の

かけ声だけで構成されていたので、すご

いなあ！と感激しました。この演奏と能

力3あわさるとすごく迫力が出ました。

.狂言は登場人物力じ人し力やないのにと

ても楽しし、話で、二人であんなこと力3'で

きるのはすごいなあと思いました。

楽器の音がゆっくりで心地良く、とても

眠くなりました。

テレピで見たときは何とも思わなかった

けれど、今日は友だちが面をつける体験

をしたので興味をもって見ることができ

ました。

何を言っているのかさっばりわからなか

ったけれど、想像することでだんだん情

景力sわかってきたように思えました。
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胃ぶ<い春待ちコンサート

福井でも本物のクラシック音楽を楽しむ

機会が以前よりずっと多くなりました。そ

れでもまだ食わず嫌L 、の人がたくさんいる

はず。クラシック音楽は高尚なもの、退

屈なものというイメージを持っていません

か？この「ふくい春待ちコンサート」で

は、クラシック音楽をわかりやすく、たの

しくお届けします。ただ今、アーテイスト

と\\福井ならではのコンサートを創ろう“

といろんな仕掛けをたくらみ中。幅広い演

奏活動で今注目の若手アーテイストのパ

ワーあふれる演奏と、若い感性を活かし

たアイディアで、きっとクラシック音楽を

新鮮に感じていただけるでしよう。

3月22日(火)
19:00開演(18:30開場)

福井市文化会館
入場料(全席自由)

おとな2, 000円

子ども1, 000円(中学生以下)

※未就学児童の入場はお断りさせてし、ただきます

発売2月1日(火)

《

�

野口千代光(ヴァイオリン)
Noguchi Chiyoko

v ,ii¦rf¦�;¦ 1993年ジュリアード音
楽院卒業、1995年東京

藝術大学首席卒業。ジ

ジリトドづガガレI、

コンペテイション優勝を

はじめ受賞多数。カーネ

ギーホールにてニューヨ

ータリサイタルデピュー

を果たす。パロックから現代音楽まで幅広い

レパートリーで、ソロ、室内楽奏者として多彩

な演奏活動を展開中。東京ゾリステンコンサ

ートマスター、紀尾井シンフオニェッタ東京

メンパー。桐朋学園芸術短期大学専任講師。

永井由比(フルート)
Nagai Yui

桐朋学園大学短大研究

室修了。野口龍、青木

明の両氏に師事。現代

音楽演奏コンターノ̶楽

が第3位。ISGM国際現

代音楽祭、東京室内歌

劇場ロシア公演など出演

多数。2000年より志茂田景樹氏が隊長を務

める「良い子に読み聞かせ隊」の音楽メンパ

音榮を届けます

コンサートにあわせて地域交流プログ

ラムも行います。音楽をとおして"心

の交流"力:生まれることをたのしみに

しています。

福井市藥小’中学校

福井市美術館

福井県立病院

福井県小児療育ゼンター

一として全国各地で650回を超える活動を行

う。ソロ、室内楽などの演奏活動の他、桐朋

学園芸術短期大学.ムラマツフルートレッス

ンセンター・山野楽器の講師を勤める。

中川賢一(ピアノ)
Nakagawa Kenichi

桐朋学■大学音楽学部

ピアノ専攻卒業。アント

ワープ音楽院ピアノ最高

課程・特別課程をそれぞ

れ優秀‘首席の成績をお

さめ修了。ソロ、室内楽

奏者、指揮者としてNHK-FM多数出演、才

ーケストラとの共演、他分野とのコラポレー

ション、企画プロデュースなど国内外で活躍

中。2001年せんだい芸術祭大賞、2001年

度宮城県芸術選奨新人賞受賞。
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[報告]

11月最後の日曜、今年も福井芸術文

化フオーラム秋の風物詩、芸文いこさ

寄席を開催しました。

毎回、一門や芸歴の違う多彩な顔ぶれ

が並び、福井ではなかなかみられない

豪華な顔合わせと評判で、楽しみに待

っている人も多い落語会です。

開ロー番は出前寄席でも大好評だった

桂つく枝「十徳j。次に、スピード感

あふれる嘲と高座から転げ落ちんばか

りの大熱演で会場を大L 、に沸力せた春

風亭昇太「権肋魚」。

そして仲トリには、テレピやラジオで

お訓染みの笑福亭鶴光が登場。老夫

婦と若者とのやりとり力ぬんとも微笑

ましい「ラーメン屋」は、あたたかみ

にあふれた落語でした。

第2部は紙切り名人の林家正楽が登

場。「酉」「タリスマスツリー」「ヨン様」

など、お客様からつぎつぎとあがる旬

のリクェストに、体を大きくゆすりな

がら、あっという問にこたえていきま

す。その作品がスタリーンに映し出さ

れるたぴに大きな拍手と歓声力iあがり

ました。

そして、トリには、笑点でおなじみの

三遊亭小遊三。演目はよっばらいの亭

主と女房のかけあいがなんともいえな

い味わいの「替り目」。テレピとはまた

違った小遊三の江戸つ子らしし、粋な嘲

を堪能しました。

3回目の開催となった芸文いこさ富席。

上方落語と江戸落語の競演、話芸と

錬芸に大いに盛り上力:った一日でした。

出箭寄席joyB̶m

身近な場所で落語を楽しむこと力iできる出前寄席。

初秋のひととき6会場に"笑い"をお届けしました。

今年は、福井南ロータリータラプ’福井ライオンズ

クラプの協力で、福井豪雨の被災にあった木田-み

のり地区と一乗地区の人たちにも楽しい時問をお届

けすること力;できました。

生で落語を聞くのははじめてという人も多く、嘲家

との距離も近いので、会場にあつまった人たちも最

初は緊張顔ですが、話力雄むにつれてだんだん和や

かな顔になっていきます。気力りけば終始口元力瀬

み、頻力:上力:っていました。終演すると「面白かっ

た！」とどこの会場も拍手喝采でした。

なじみの場所で、ひざを突き合わせて聞く落語は、

ホールとはまたちがった良さがあります。来年はあ

なたの街で■してみませんか？ ��■
is̶asina
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南ロータリークラプは「開花亭」一乗公民館からお米を贈られ、ホールがすぐいっばいになって三年連続で出前寄席を開催し啓蒙公民館では子ども力蒋語に布施田町内会ではこん

で-、お座敷寄席を開催。とって満面の笑みのつく枝さん。 しまった木田公民館。嘲に聴きた社南公民館。終始なごやかム挑戦するーコマも。羽織の下はなステキなちらしを作っ

もいい雰囲気でした。 入っています。 ードでした。 なんとバジャマ！！ て広報活動をしました。
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共催事業案内 市民の企画を応援、会場費の助成を行っています。

卷ふ<いニューイヤー
コパート2005

日時1月9日(日)14:00開演

会場福井市文化会館

料金一般900円(小・中・高生無料)

出演高橋雅抄とグループ雅、西沢純子

とエレガントストリンクアンサンプソレ、コ

ールあすわ、日ノ出コーラス、シヤイニン

グノ 、ーモニー、 U.Kポップスオーケストラ

特別出演立正校成会マリンノ《キッズ

♦毎年異種カレプによるユニータなステ

ージ展開をしています。今回は\\童謡‘唱

歌.こころの歌''と題して、共に楽しめる

プログラムです。

主催ニューイヤーコンサート実行委員会

問い合わせ36-1851 (浦井)

・PANDORA & SUIZAN

借チ'かラJ

日時3月27日(日)14:00開演

会場福井市文化会館

料金無料

出演水井推山(尺八)

酒井みゆき(事'十七舷)

島寄佐知恵(// )

酒井裕美子(// )

後藤佳奈(// )

♦邦楽の堅苦しいイメージをなくし、現

代曲を中心に楽しい演奏をお届けします。

主催PANDORA & SUIZAN

問い合わせ36-3968 (水井)

■f詳細は次のおじやま虫コーナー

(第12回)

ひろしのおじやま虫

&椎山

PANDORA & SUIZAN
(福井芸術'文化フォーラム団体会員)

PANDORA&SUIZAN̶̶何のクリレプ

か想像できますか？このグループは、尺

八と筆(こと)の奏者の集まりで、メン

/《一は尺八の都山流竹琳軒大肺範である

水井推山さんを軸に、沢井筆曲院琴世会

の4人で成っています。メンパーそれぞれ

に所属会での演奏活動や練習を重ねてい

ますが、もっと邦楽の楽しさを知ってほ

しい！もっと若い人に邦楽を聴いてほし

レ、！と意気投合、昨年1月に結成されま

した。日本の音楽でありな力sら堅苦しい

と思われがちな邦楽ですが、PANDORA

& SUIZANの演奏会では現代曲を中心

に\\魅せる邦楽”で観客を魅了します。

初ライプの「ちよっと素敵な音楽会」(福

井新聞社風の森ホール)、第2弾「音チ-

力’ラ」(響のホール)ともこれまでの邦楽

演奏会にはみられない演出の数々で、会

場いっばいに拍手がわきました。

来る3月27日には、第3弾となるコンサ

ート「音チ'かラ」を、当会の共催事榮

として福井市文化会館で開催します。

p̶D0�&SU1Z̶として初めての大

舞台となるため、「必ず成功できるよう、

企画-練習ともに万全を期したい」と着々

と準備をすすめています。

邦楽も若し、世代への伝承が危ぶまれてい

る伝統芸能のひとつですが、メンバーの

熱のこもった演奏で、尺八や筆の音色が

きっと若い層にも魅力的に感じられるこ

とでしよう。まずは聴いて魅力を感じる、

伝承の大切な一歩になることを期待した

I 、です。 (公演詳細はこのページ上記)

震
3
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�■̶ m
問い合わせ先：36-3968 (水井)

♦次回掲載囲体募集！ 2005年4月から6月にイベント予定のあるところは事務局までご連絡ください。

園催決定!
独自の音楽とキャラクターで、世代を

超えて大人気のウルカレズ。楽しくて、

心がホツとするウルフルズのライプ簡催

力狭定しました！ 6月力特ち遠しい～!!

日時6月3日(金)18:30 start

会場福井市文化会館

チケット5,250円

発売4月24日(日)10:00より

※フォーラムメイト先行予約期間はす

でに終了しております。

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し、ます。

詳細はフォーラムまでお気軽にお問い合わ

せ〈ださい。

*記録写真’ピデオ撮影

*舞台装置の搬入'搬出

�出演者や劇■スタッフのための楽屋の

準備‘後片付け

*会場の受付

*パンフレットなどの販売

*座席案内、会場整理

̶-....................フB H,

»-a«B»福井芸術.文化
™" つオーラム

WHS

'み�卜も

板桃

為：■卜

mail

'..ブぶごでキモブて"

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！

MembershipEVENTS団体会員のイペシト紹介2005年1月̃3月 詳しいことは各担当者にお問レ、合わせください。

日程 イペント名 み力� 会場 問い合わせ先

1ズ16旧)I日本の心～新春を寿ぐ伝統芸能- 邦楽 \̶-e-�̶�̶� 38-8282 (会場)福井県三曲会

2ズ13旧) 結成5周年記念「津魅三昧線と二胡のひととき」 邦楽 騰江市文化センター
090-6276-7053 (大森)

丹南津軽三味線‘民謹・ 二胡の会

2ズ26(土) 人形劇団むすぴ座「まゆとおに」 人形劇 福井県教育センター

3/13旧) 人形劇団むすぴ座「西遊記」 人形劇 文化会館
28-1666 (藤井)ふくい子ども劇場

3/18 (金) 茂山家のお豆腐狂言 伝統芸能(狂言)I福井能楽堂 28-1221(田中)ステージ・ふくし,

6季刊ふっか～と2005新年
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多くの人の集う、サロンに [報告]

福井芸術'文化フォーラムも設立4年を

終えようとしている。しかし知名度はまだ

まだ低空飛行�。こうした状況のな力\

当フオーラムの活動を多くの人に知って

もらいたいと、昨年より\\多くの人が集

いざっくばらんに語る会“

催をはじめた。初年度は

「個人賛肋会員の議員と

語る会」「フオーラム理事*

による語る会」を実施。

さらに、福井ではなかな

力離賞.観劇のできないよ

うな作品を観に出かける

バスツアーも企画し、こ

まつ芸術劇場(小松市)

開館記念の松竹大歌舞伎

を観劇した。今年度は京

都南座で落語「六人の会」

を鑑賞した。どちらも大

変盛況で、サロンをとお

してフオーラムを理解し

てくれる人が少しずつ増え、人の輸が広

がることを期待し、今後もサロンを定期

的に行いたいと考えている。

サロンとは、辞書によると\\客間、応

接間、広間、またフランスなどの上流社

会で行われた社交的集会“とある力'；、社

交的集会とまでいかなくても、人と人と

力壌し、話し合える場力特たれることは楽し

いことだと思う。

としてサロン開

家んホ特 わゆ；
繕

で
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1月末の新春サロンには、当会理事であ

る石田光純氏(茶道千流福井千流会会主)

に、日常生活に役立つお茶の話をしてい

ただくことにしている。おいしくお茶をい

ただきながら気軽に語り合う時問なので、

多くの皆さんにご参加し、ただきたし'0今後

サロンの中でフオーラム

の事業運営に関わってい

る一芸に秀でた会員や、

それぞれの分野で活躍さ

れている人達を招く企画

も計画している。

また、フオーラムの活

動拠点である福井市文化

会館の中に市民の憩う場

1も所を持ち、行政と協働で

文化情報発信の拠点づく

りに取り組んでみたい。

将来の夢として、サロン

が特別な時問ではなく 、

人と人、人と文化が日常

的に出会う場になり、そこから福井の新

しい文化力i‘生まれることを願っている。

(福井芸術‘文化フォーラム理事長荘野嗣昭)

新春サロン「お菜の話あれこれJ

日時 1月29日土)13:30̃15:30

会場国際交流会館3階和室

参加費500円(お茶棄子付)

★前もって申込み力S必要です

事務局からの'
お知らせI

17年度モニター募集！

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。16年度は5名のモニターが

当会主催の公演を鑑賞'体験し、感想・

意見を企画や事業継続の改善の参考に

しています。あなたの声が文化に活か

されるモニターに関心のある方は是非

ご応募ください。

応募資格

当会主催の公演およぴプログラム(年間

10本程度)の鑑賞や体験が可能な方

※チケット料金や参加費は必要ありません。

※公演のほかに、モニター説明会(年度初

め)およぴ懇談会(年度末)もご参加いた

だきます。

内容

感想をレポートに書く (各500字程度)

募集人員若干名

応募方法

応募動機(400字以上)、住所、氏名、

年齢、職業または学校名、電話番号を

お書きのム事務局までお送りくださし、。

締切3月31日(木)必着

問い合わせ0776-23-6905

リレートークは都合によりお休みします。

平成1 7年度共催事業プレゼンテーション [報告]

11月6日、平成17年度共催事業の申請

団体によるプレゼンテーションを開催しま

した。審査方法として昨年より公開形式

で行っていますが、応募団体同士の交流

と共催事業の市民への周知も目的にして

おり、申請団体関係者にも一般の来場者

にも大変好評です。今年も約70名が見守

るなか、たったひとりで挑む団体もあれ

ば、13人カザらっと並んで歌声披露とい

う団体も。発表や出演の経験豊富な団体

の方からはかつもお膳立てされた上にの

っての演奏に反省」という感想も聞かれ

ました。このプレゼンテーションが、関心

力めければ公演に足を運ぶことのなし、よう

なジヤンルとの出会いの場になり、とても

嬉しく思います。プレゼンテーションのあ

と引き続き行った来場者による投票の結

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

にて紹介します。

来場者の感想

.プレゼンの事前PRをもっと行ってほし

レ。

'各団体の公演に対する情熱力憾じられ

て、楽しく緊張する会だった。

.興味力ぬかった事でもこうI 、うものかと

あらためて興味がわいてきた。

-集客が共通の悩みか？やはり創作を中

心にすえた取り組み力S必要カシ

-初めて参加したが、なかな力)おもしろい

決め方だと思う。

�r-,?2s:-- ¥�・*一

・
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生きた市民活動が見えてきた。行政の

方も数名いらしてたが、何が求められ

て何を提供できるのか感じてほししん

公平性を保つこと力④、要。

お金を払ってでも、次も観たい、もっ

とレペルの高いものを観たいと思わせる

ような事業展開が大切かも。

季刊ふっか～と2005新年7



因園回団旧旧固固固圓旧園回旧旧旧
ふつ力'～とへの感想-要望などをし、ただし、た方から抽選で下記

をプレゼントします。はがきに①住所②氏名③電話番号④

年齢⑥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ふっか～とへのご意見.ご要望

をお書きの上、フオーラムまでお送りくださし、。FM.メール

でも受け付けます。

「みんなでうちおう！童誤ライプ」ペアチケット'.2名様

「ぶ1くい春待さコンサーNベアチケット・・・・・・・・・・・・2名様

締切/2月25日(金)当日消印有効

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

ART STAFF (正会麗)募第

人が増えればアイディアも増える

-*わゆ�パ《び!!

あなたもART STAFFとして一緒に運営しませんか？

ART STAFFになるには事務所で手続きをし、

年会費1口5, 000円を納入してください。

関わり方はご希望に合わせて次の三つからお選びくださし'0

�ひとつの事業の企画から実施までとことん関わる

�部会や委員会に所属して運営にしっかり関わる

�公演当日や発送などの作業をちよっと手伝う

ART STAFFになると

*フオーラムメイトと同じ特典力；つきます。(右記)

優先予約・割引価格・情報送付

*年数回開催される"さろん"のご案内をお送りします。

*総会での議決権があります。

活動には参加できなし\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

法人賛助会員1口10, 000円

r"

園 @
♦通卷20号となるふつ力)～と冬号をお届けします。今年

もよろしくお願いします。皆さまのご感想をお聞かせく

ださい。 冬ざるる東尋坊に並ぶ句碑

元旦や拍手高き受験の子 (KY)

♦昨年10月33年ぶりに3度目のタカラソカ観劇厘組公

演)と宝塚音楽学校訪問をした。創始者の小林一三氏

の理念「清く、正しく、美しく」を堅持しながらの、昨

今の数々の積極商法には学ぶべきところが多し'0 M.Y)

・国民文化祭の行政視察と事前イペントプレフェスを経験

しました。国の肋成は、我がフォーラムでも事業肋成ば

力)りです。もっと活動肋成を！ (K.M)
L. -
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福井芸術'文化フオーラム友の会

"フオーラムメイド’入会のご案内

入会方法

郵便局備え付けの「払込取汲票」に必要事項を明記して、

年会費¥ 1,500を郵便振替でご入金くださし'0

※入会から1年問有効です。

※会員証は1力月程でお届けします。会員証力堀くまで、

受領証は大切に保管してください。

必要事項* 口座番号: 00780-1-46870

*加入者名：福井芸術'文化フォーラム

*振込金額：¥し500 (払込手数料別途)

*払込人住所氏名：あなたの住所、氏名

電話番号

*通信欄：「フォーラムメイト入会希望」

性別、生年月日

特典

傳先.約福井芸術'文化フォーラム主催事業のチケット

を一般発売前に、一人2枚まで予約’購入がで

きます。ほ事務所のみ扱い)

割引価格一人2枚まで1割引になります。

(当事務所のみ、公演当口は適用されません)

情報送付公演案内や情報誌「ふっか～と」をお送りします。

ゲ

VWK"

今回の表紙「小鼓」

能楽や歌舞伎離子に使われる鼓は、

木製の胴の両端に馬の皮2枚を麻紐

で張った楽器である。小鼓.大鼓とあ

り、ます構えからして肩上・膝上とま

ったく異なる。使い方も小鼓は皮を

湿らせるのに対し、大鼓は炭火でぱ

んばんに乾かす。その違いは音色に

あらわれ響きあるポーンという音力巧、鼓、キレの良い

カーンという音が大鼓になる。また、小鼓は左手で麻紐

を強く握ったり緩めたりすることで音色に変化や強弱を

つけられるのが特徴。舞台照明や室温.湿気に影響され

やすいので絶えず気を遣い、保管はもちろん、持ち運ぴ

や演奏の合間にもパラしておくそうだ(写真)。皮は打ち

込むほど音色に深みカホる。新品より使い込むほど良い

音が出るというのはどの楽器にも共通する力i、鼓は100

年ではまだ新皮といわ化親から子べ子から孫へ技

だけでなく楽器そのものも大切に受け継がれている。

～

花月駐車場■

東別院♦

福#大仏・

聽・

福井芸術'文化フォーラムは福#市文化会館を拠点に事業を企画.運営するNPO法人で'す。

雄 特定非営利活動法人(NPO法人)

福井芸術'文化フオーラム
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

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

E-mail: geibun@mxl.fctv.ne.jp

URL: http://wwwl .fctv.ne.jp/'geibun/

8季刊ふっか～と2005新年
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