
あなたと福井の舞台をむすぶ文化情報誌
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[特集]座談会

合併を前にあたらしい

ふ<いの文化を語る
[案内]

子ビもたちど和来器の現在
「めだかの学校」～みんなでうたおう! i讓ラペプ1

ま

[報告]

平成1ア年度学校鑑賞教室

踊りに行くぜ!！ VOI.6福井公演

みんなで舞台にたとう!.

ウェストサイドワルツ

平成18年度共催事業プレゼンテーション

[連載]

団体会員のイベント紹介
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gg座談会 合併を前にあたらしい

2006年2月1日、福井市は美山町.清水町.越廻村とともに「福井市jとしてあらたにスタートします。合併すると行政の機能は実際にどうな
るのでしよろか。環境、福祉、教育、まちづくリなどあらゆる面で不透明ななか、福井芸術'文化フオーラムでは2005年11月21日、美山町-
越迫村からゲストを招き、文化の面力ち市民レベルであたらししほちを考えてみました。

;ました。)

/何カパこ発展していくパ\
\可能性はある�� /

前田：2月いよいよ合併します。行政でどこま

で具体的な話がされているかわかりませ

んが、合併によって財布はひとつになる

ので、新市の文化的な予算、措置がどう

なるの力\どのように分配されるの力\文

化施設はだれが運営してL 1 くのか’’-今後

力;全くわかりません。みなさんと語るな

かで今後につながるヒントが出てくれぱ

と思います。

米淳：文化会館というと、高校生のとき柿落

しの漫才の公演を自転車で見に来ました

し、タラシックなども聴きに来たこと力;

あります。でも企画.運営をNPO力:やっ

ているとは今回初めて知りました。文化

事業が地域に根づくため会員を募り運営

を協議しているようで、合併するから一

緒にということで何かに発展していく可

能性はあると思います。でも越廻の人が

どれだけ興味をもつ力せ未知数だし越

廻はホールをもつ文化施設がないので話

はとらえにくいですね。

吉田：フオーラムの存在は市民にもまだまだ

知られていません。ここは行政の組織で

はなく民営なので合併しても市の方針と

は関係ありません。養山や越廻の従来の

活動を文化会館で行なったり公演を見に

来たりしているうちに、何か一緒にでき

るようになればいいと思います。

山下：越廻はホールはないけれど、米浮さん

の知人’サークノレ灯台が地域の伝統行事

、、あっぼっしや"のを見事に復活させたこ

とは存じてます。今回村おこしで関わっ

ていた方に聞きましたカシ独自のサーク

ルは大正琴くらいとのこと。また、越廻

で何力するより福井市内の活動に参加す

る人が多いそうですね。

:美山には木ごころ一座という町民劇団

があります。立ち上げのときから町が補

林

2季刊ふっか～と2006新年

助してくれ、チケット売上げも劇団の収

入にできました。これまで公演を9回行な

い、今年は当初から目標だった10回目。

町は合併協議会で劇団への補肋を求めま

した力:当初は認められなかった。わたし

たちは補助がなくても公演をするつもり

ですが、先日の公演終演後に、町長から

合併後も補助決定との報告を受けました。

劇団の子どもたちの中には最近脚本や演

出を手がけるようになった子もいるので

是非続けたいです。

どうなる、

施設運営
¥

林 :劇団力め演や稽古で木ごころ館を使う

際、以前は全く使用料が必要な力'ったん

です。一昨年から公演だけ使用料を支払

ってます力：合併後どうなるのか。それに

木ごころ館は複合施設でわたしはホール

館長と図書館長を兼任してます。施設管

理は一括でした力s、福井市になれば図書

館は教育委員会、ホールは文化課、交流

館は生涯学習課にわかれるそうで、わた

しは館長を辞任することになってます。

米淳：わたしも住民センターの屋上に望遠鏡

を据え付け子どもたちの星座教室をして

る力;、これから使用料力S必要になるんだ

ろう力ん

前田：清水町にもきらら館がありますが施設

運営についてはどうなってレ、くのか全く

わかりません。個人的には館に地元の館

長カルtるシステムは残すべきだと思いま

す。利用する地域の人とのつながりの上

で必要な存在ですから。

:町民の施設として愛されてきたので、わ

たしに公民館長としてでも残ってほしい

という声がありますよ。

林

/福井市に
\準じるフ

林 :もうひとつ豊田三郞X2先生の指導で美

山町の風景を描く \\スケッチ大賞''とい

う活動があります。先生は町に絵を110

点あまり寄贈していて、合併を機に福井市

に移してはという話もありますが反対で

す。美山には美山の文化がある、簡単に

一緒にされても困ります。だいたい先生

は美山を描いてるんですから。合併はマ

イナス面ばかり耳に入ってくるので不安

です。

前田：合併は基本的に財政縮小が目的なので

どうしても文化は削られやすいですよね。

実際、公立文化会館の運営費はほとんど

のまちで削られているのが実情です。

米淳：越廻でもサータル活動に村から助成が

出てます力i'合併して市から出るとは思え

ない。合併で郷土文化がより守られると

いううたし、文句はレ、っばレ、聞きました力i'、

実際話をすすめていくうち何でも無駄だ

と削っていくばかりです。

山下：合併特例法mでは編入合併と新設合併

があり、以前聽江を含めての話では新設

合併を目指してましたカサ漏入になりまし

た。編入される町村の従来の活動に配慮

するなどの\\精神的対等合併“力S望まれ

ます。

吉田：奏山にもある、越廻にもある、清水にも

ある、当然福井にもある。だったら福井

市になるんだから福井市に準じなさい*

というのはおかしいと思います。それぞ

れまちの由来があり独自の文化力s生まれ

育ってきたのだから。行政は地域文化が

途絶えないよう考えるべきで、地域文化

力糖れるための合併ならする必要がなレ'0

事務的に楽だから一緒にやってしまえ、

では困ります。

山下：今後地域審議会Mとして見解をまとめ

当局へ説明する必要がありますね。

米浮：事務的な協議力敏わっただけでこうい

うことは全く話し合われていないの力巧見

状。もちろんトップ同士の話で決まるこ

ともあります力g、職員で協議してもおさ

まらない話はたくさんあります。それぞ

れに譲れないこと、守るべきことがある

はずです。

吉田：予算面だけでただ平等にやればいいで

は全然進歩がなcん指定管理者制度もそ

うですが、中身をェ夫しないと単に経費
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ぶ<いの文化を語る
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削減ではだめだと思います。

前田：地域には文化の担い手がいるのにその

辺の話はまったく拾レ、上げられてし、ません。

こういう話は行政側力:らは出てこない、活

動側から提言していかないと。器が大き

くなると余計暖昧になってしまうので、人

のつながりをつくり、施設の運営にまで

踏み込んだ話をする必要があります。

/情報の交換・
\共有しかない！

林：福井市として公演をすると来場者の拡

力3'り力sみられるでしようカシ

米浮：文化会館ですればその可能性が高いの

では？

前田：文化会館でなくても今までどおり美山

でやればいいんです。その情報を共有す

れば拡がりはできるでしよう。ただ情報

を見る人はいろんなものを見ていろんな

ところに出かけているので、底辺が広が

るとはいえません。

山下：福井市の人口は合併で26万9千g5にな

ります。3〇万なら中核市として権限をも

ち予算も伴います。金沢はすでに45万、

富山も昨年4月41万になりました。ます

ます差は広がるだろうし、政策に文化が

入ってないこと自体おかしいです。

前田：フオーラムは市の補肋を受けて運営し

ていますが市の方針が変わる可能性があ

り、今後も補肋力纖続されるカザ安です。

文化は金がかかるものです。自分たちで

資金をつくることを真剣に考えないとや

つていけなくなってしまラ。

林：新市の文化に対する考え方によってど

うなる力\ですね。

前田：しかし差山の公演に福井や越適から来

場することは十分あり得ると思います。問

題は広報。発展的方向としては情報の交

換-共有し力☆いの力☆と思います。

林：広報は大事。わたし自身手書きの情報

紙を作っていて、こんなもの折込広告と

同じ、すぐ捨てるといわれてます力職け

てます。たまにクレームカSつくことがあ

9---o

米淳：ということはみんな結構読んでるんで

すね(笑)。

吉田：フォーラムでも情報誌の配付に苦労し

ています。最近子ども向け企画は学校で

配布してもらい、以前より子どもや親に

情報力':届くようになりました。

前田：升が大きくなると大味になる。数も顔

も把握できる町内会や自治会の役割はま

すます重要になるでしよう。

/宝さがしは
\まちづくりの原点

米揮:越廻の中学生は修学旅行代わりにオー

ストラリアでホームステイするので、その

財源を(財)越廻振興会で確保しています。

ただ近辺の殿下や国見も生徒数が減って

きてるので、いずれひとつになる可能性

があります。その場合越廻の子どもしか

夕’メというわけにはいかないだろうし、こ

れもひとつの越廻の魅力かな、と。

前田：福井でもいまは一律になっている文殊

や一乗地区はもともと旧足羽町で独自の

文化がありました。豪雨災害のあとフォ

ーラムとして何ができるか考え、一乗地

区の人たちに笑ってもらおうと出前寄席

をしました。

林：そういう活動は今度広くなった場合特

にいいと思いますよ。

前田：フォーラムは民間■体なので臨機応変に

できると思います。今年法人格取得から

5年なので記念事業を考えてます。商店

街と一緒に手を組んでの新しし、企画です。

林：美山でも地酒をたのしむ企画があり、

京都の川床ならぬ杉床なんていって好評

ですよ。

山下：福井市になったらそういうのも自分た

ちの新しい魅力、財産と思うようになる

としA 、ですね。

林：地域の宝、良さを発見すると何かにで

きる。宝さ力3'しはまちづくりの原点ですよ。

前田：今日はとても勉強になったし発見もあ

りました。フオーラムも新市になったら

市全体を網羅した活動を考えないといけ

ないと思ってます。それを美山や越廻に

どう届けられるかは新たな課題になりま

'...すが、座談会をきっかけに情報交換をし

協力しあえたらと思います。ありがとう

ございました。

おそらく合併後も数年は大きな変化力みられ

す令の状況力瀬くでしようカン5年先10年先

どうなるかわかりません。これから語り合ろ

機会をつ<り、ますは互いのまちを知るとこ

ろからはじめていきたいと思し、ます。人と人

のあたらしいつながりができれば、あたらし

し、文化力i'生まれるはず。どんなまちになつて

い<のか、市民の力も大切です。

参加者：

林幸男氏(美山町)

教職を経て、現在みやま木ごころ文化の郷館長。

町民劇団\\みやま木ごころ一座"およぴ老人劇

団\\バパーズ“の座長を務める。

[林さんの美山の宝！]美しい山と川、豊田三

郎画伯、おいしい養麦や赤かぶ、ノ《ーゾげッシュ

米津裕信氏(越猶村)

料理旅館経営の傍ら、子どもの育成事業に力を

注ぐ。主な活動に月1～2回の星座教室。

[米運さんの越通の宝！]莱嫡地区の御神與渡

行、重くて八角形の御神奥は類を見なレ、

前田耕一(福井芸術'文化フォーラム理事1

吉旧和雄( /; )

山下博( /; )

※！秋田のナマハゲに似た行事で、旧暦の節分に子

どものいる家庭を回り子どもの成長を願う。越

廻の古い方言で「お餅ちようだい」の意。

糸2美山の風景をこよなく愛する国際的画家。フラ

ンス平和芸術大賞など多数受賞。美山町在住。

98歳。

※ョ市町村の合併の特例に関する法律。

※4合併特例法第5条に制定の「旧市町村の区域ご

とに、合併市町村の長の諮問により審議又は必

要な事項につき意見を述べる審議会」。

炎5美山町4,941人 越廻村1,629人

清水町10,353人 福井市252.220A

C005年10月現在)

*合併協定項目第15-13号

社会教育事業の取扱い

1.文化振興、図書館、社会体育及び公民館などの

社会教育事業については、原則として、福井市の

制度に統一する。

2.各種社会教育団体については、統合への調整-助

言を行うとともに、自主運営に向けて育成を図る。

Koshini

Fukul

fya

季刊ふっか～と2006新年3



.�r*�平成17年度文化庁「文化芸術による創造のまち」支援事業い ま

€�子ビもたちヒ和乘器の現在ーイ云統文化の将来へ

日本の伝統音楽でありながら、なかなか聴

く ‘触れる機会のない和楽器がいま、学校教

育で使われています。これは中学校の学習指

導要領改訂*によるもので、福井芸術'文化

フオーラムではそれにともない、学校の授業

に地元邦楽専門家を派遣する事業FArts in

Education～日本の音～」を実施していま

す。和楽器の授業は必須の中学校だけでなく

小学校でも行なわれるようになっており、子

どもたちは和楽器に触れたり日本の伝統音楽

を聴いたりする体験をとても喜んでいます。

今後さらに質の高い授業が実現するよう、音

楽教員や子どもの教育に携わる方、専門家が

それぞれの立場で指導方法を学ぶ講演会と講

習会です。是非ご参加くださL \

�平成14年度より「3年問を通じて1種類以上の和

楽器を体験すること」力i'付記されました

講演会

日時：平成18年2月4日(土)
14:00～16:30予定

会場：福井県教育センター(NHK前)
講師：講演...............安藤政輝氏

演奏...............調整中

内容：全国の現状・指導方法・専門家との協働

の授業づくり等についての講演

分科会(または質疑応答形式)

※講師として招<一流の演奏家たちによ

る演奏も行なわれます

対象：音楽教貫'学生'和楽器の専門家‘ゲス

トティーチャーや地域活動で子どもの

教育に携わっている方‘行政職員等

関心のある方はどなたでも参加可能

参加費：1,000円潰料'お茶菓子を含む)

<?
殺 c-

み

■ギ :*-

I*3* 4

f,
於

日時：平成18年2月5日(日)
10:00-16:00予定

会場：福井県教育センター(NHK前)
講師：講義...................安藤政輝氏

実技筆(宮城社)........安藤政輝氏

地歌三味線(宮城社)’’’’調整中

尺八(郡山流)..........調整中

内容：学校教育での指導方法についての講義

およぴ実技(事'地歌三味線‘尺八)

対象：県内の等'地歌三味線'尺八の専門家

参加費：2,000円(資料・お茶菓子を含む)

※講演会-講習会とも時間‘内容は変更になる場

合があります。

詳細'申込については福井芸術'文化フオーラム

までお電きま<ださし、。0776-23-6905

■安藤政輝氏(あんどうまさてる)

宮城道雄.宮城喜代子.宮城数江に師事。宮城会第

1回コンクづレで‘第1位。1990年より約350といわ

れる宮城道雄の全作品連続演奏会を継続中。1975

年宮城合奏団団員として文化庁芸術祭優秀賞受賞。

日本で初めての音楽家による博士として国内外で演

奏・教授活動に活躍。現在、東京芸術大学教授。

kン-

平成17年度学校鑑賞教室 [報告]

福井芸術'文化フォーラムでは、福井市の委託を受けて、幼児'小学校‘中学校の鑑賞教室を実施しています。

日程 会場ズ参加人数 作品

幼児
10月17.18日

(2日問4ステージ)

福井市文化会館

2’483名

劇団銀河鉄道「ジャックのごほうぴ'白雪姫

と7人の小びと」

小学校
5月24～26日

(3日間6ステージ)

福井市文化会館

も699名

総合劇集団俳優館「雨ニモマケズ

ちやんとケンジ童話たち～」

i力

中学校
11月7̃10日

(4日間8ステージ)

福井能楽堂

2,418名

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『車憎』の鑑賞)」

【先生◎子どもoの感想】

幼児

◎身を乗り出して見ている子、物語の中に

はいって「だめ一」っとさけんでいる子な

ど、興昧を持って楽しんでみていた。

◎自分たちも発表会をひかえているので、踊

るときの動き力s大きかったと力\道具など

もあんなふうにつくる人はすごいなあと感

動していた。

oこぴとにさわれたのでうれしカュった。

oしらゆきひめがしんだとき、かわいそうで

ないちやった。

中学校

o耳で聞くのは簡単、みてるのも簡単。でも

実際にやるのはなかなか難しい。小鼓をた

たきつづけて50年のプロにならえただけで

も充分。そのせいか能の時、お■子に聞き

いってしまった。今はまだ能と力ゆ価値は

わからなし\ I、つかわかる日力S来るのだろ

うか？

o狂言は場面を想像しながら観れてとても楽

しかつた。能は言葉力離しく何をいってい

るのかわからなかったが、お離子のひとた

ちの音楽は聴L 、てL 、て沢山の音色を感じる

ことができた。登場人物の衣裳もすごいと

おもった。

o日本文化は奥力練いとおもった。

,.o能楽を観る時、最初は観て何になるんだろ

う'？'と思っていた力:\観始めると面白いな

と思った。何をいっているんだろうと思い

ひかれていった。狂言と能は似ていると思

ったけどち力sった。

r' ・-1

■からの■
お知らせ

・�l

18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。モニターとなって公演を鑑賞したり、

体験したりしてみませんか？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1 0本程度)の鑑賞や体験が可

能な方

※チケット料金や参加費を負担する必要

はありません。

※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)もご参加レ、ナこ

だきます。

内容感想をレポートに書く (各500字ギ潮

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

お書きの上、事務局までお送りください。

締切3月31日(金)必着

問い合わせ事務局0776-23-6905
L - J

Ifc

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！
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媛「めだかの学校J～みんなでうたおう！童誤ライカ
幼しX日に歌ったあの歌、子どちと一緒に聴いたこの歌。重謡や唱歌は、人々に歌い継か’れ、

思い出と共に息づしXています。なつかしい、あの日の自分に合しバこ行きませんか̶̶。

子どちだったあの頃にタイムスリツプ。会場には音楽室のtツト、客席に座るお客様は教

室の生徒。学校の一日。つらかったこと、楽しかった思い出。当時を思い起こすよラなな

つかしい話や歌にまつわるェピソードなども織り交ぜながら、みんなで楽しく歌いましよ

う。わらべうたや手遊びの時間もありまずよ。

2005年3月に開催して大好課をレただいた客席参如型童謡コンサートの第2弾でず。

子ビもの遊び～昭和相期
当時は子どもも大切な働き手として、男の子も

女の子も家の仕事を受け持ち、社会的な役割を

担っていました。それでも学校と家の仕事の合問

をぬって、子どもたちは遊びました。

男の子は、神社に集まってかくれんぼや竹馬、輸

ころ力sし、ピー球など、年が上の子をリーダーに

遊びました。けん玉や水鉄砲といったおもちやは、

竹を使って自分たちで作りました。女の子は、母

親の家事を手伝いました。その合問に、小さな子

どもの世話をしながら、友達とおはじきやまりつ

き、力べれんぼをしたり、家の周りの草花を摘ん

でままごとをしたりしました。またジュズダマの

実を入れてお手玉を作ったり、シロツメクサを編

んで首飾りや冠にしたり、オオバコやスミレの花

で引つ張りっこをしたり、身近な野草をェ夫して

遊んでいました。遊びに興ずる子どもたちの声力i、

家の周りに響いていました。

遊び‘のなかで-
子どもたちも家の仕事を分担していたので、小

学校3～4年生くらいになると「から遊び」レ

人で遊びに行くこと)はさせてもらえませんでし

た。必ず弟や妹の面倒を見ながら、遊ばなければ

いけませんでした。また、こまや剣玉、お手玉、

竹馬、竹とんぼといった遊びは、子どもたちの遊

び集団の中で、年上から年下へ伝えられていまし

た。単に遊び方を教わるのではなく、遊びこむこ

とや、遊びに加わりたい、上手になりたいという

動機で、遊びの技術を習得する努力をしました。

特にお金をかけるわけではなく、自分の体で、

身近なものを使って遊ひ方を工夫して遊びました。

たとえば竹馬もただ乗るのではなく 、障害物競走

のようなことをするなど、新しい遊びを考案しま

した。このようなときに兄弟や年の違う子同士で

競争すると、年齢によって能力に差が出てしまし

た。そんなときはハンディキヤップをつけたりし

ました。そうして頑張って勝つと、ハンディは少

なくなります。

遊びを通じて、人と人との接し方を学んでいま

した。また勝つことの嬉しさだけではなく、負け

ることの辛さ、負けたときは悔しさを我慢するこ

と、そして次に頑張ればよい、といったことも学

びました。そして我慢して急に運がよくなって

勝ったりすると、とても嬉しかったそうです。子

どもたちは顔も手も足も泥だらけになって遊び、

その中から多くのことを学んでいきました。

(出展：茅ケ崎市文化資料館ホームページより)

郵便振替によるチケットの購入方法

①電話予約の776-23-6905)
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+送料400円を振り

込んでくださI >0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。

2006年3月21日(火■祝)
14:00開演(13:30開場)

福井市文化会館
全席自由

大人 1,000円

高校生以下 500円,

チケット発売開始=1月24日(火)

チケットプレゼント■f詳細は8ページ

主演：客席のあなた

出演(学校の先生たち)

川端武夫、寺尾敏幸、橋本英一、

抄谷恵子、福井市少年少女合唱団

フンヴィ�

ペル、パリオGITY、松木屋日之出店、

響のホール、アルプラザ請江、アルプラ

ザアミ、シピィ、福井市文化会館事務所

(福祉会館IF)、福井芸術'文化フォーラ

ム事務所(文化会館1巧

Parking 駐車場のおねがい

公演当日は駐車場が大変込み合います。でき

るだけ公共の交通機関をご利用ください。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。

IS
II

市営花月73台旧.VSSEf

まy�p
福井芸術.文化フオ

フェニックスプラザ横

■J田原402台
(徒歩w分) 松本通り

?

?
さくら通り

'ム事務所

I ■」カーメ (ーク30-

(徒歩5分)

a

片巧ゴ+ 25台口

■ u市営ホ町地1
̶(徒歩109)

中央大通り
⑦̶��������

丸+A構 桜橋

まちなかア-トフェスタ2005踊りに行くぜ!! VOL6福井公演-[報告]
2005年12月10日(土)福井まちなか文化施設響のホール

福井で初めての本格的なコンテンポラリー

ダンス公演力欄催されました。

これまで福井ではほとんど紹介されることの

なかったジヤンルの公演ということで、この

日はまさに記念すべき日。当日はみぞれ交じ

りの生憎の天気でしたが、会場には多くのお

客様がつめかけ、個性豊力☆アーテイスト達

の踊りに見入っていました。

県外で活躍するプロのアーテイストに混じ

り、地元‘'福井からも「へんによま」が出

演!福井芸術’文化フォーラムがこれまで3

年に渡って開催してきたダンスワークショッ

プ受講者の有志によるチームで、この日のた

めに3ケ月にわたって創作.稽古してきた作

品の成果を披露しました(写真)。

'はじめて観るダンスにとまどいもあったよ

うですが、もっといろんなアーテイストの作

品を観てみたい、との声を多くいただきまし

た。表現とは多様なものです。福井にも「へ

んによま」のような人たちがどんどん出てき

てほしいですね。フオーラムではこれからも

コンテンポラリーダンスのワークショップや

公演を企画していきたいと考えています。お

楽しみに。

来場者の声(アンケートから)

.踊りをつくってしべまでのプロセスを見て

いるような気もしました。(30代男性)

‘踊りのひとつひとつを見て、にれは何を表

現しているのだろう9」とばかり考えよう

としていました力s、時がすすむにつ仏な

んとなくのfeelで、見る.観るから、この

場にいる、という感覚へ身をまカモられた

気がします。(20代女性)

-本当に魂にひぴくダンスでした。普段の生

活では考えないようなことや刺激をずくず

くとされて、体全身が活性化されたような

感覚でした。みなさんとても素敵でした。

また福井でこのような公演を行ってほしい

です。(10代女性)

.もっと早く出会いたかった。(30代男性)

季刊ふっか～と2006新年5
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あたた力かご声握

ありがとうござしぼした！
�■みんなで舞台にたとう!募金配分事業

[報吉]

2005年11月27日旧)福井市文化会館

福井市内の養護学校や障害児学級に通う児

童12人とその家族が、このステージ発表にむ

けて7月から9回のワークショップをうけ、そ

の成果を披露しました。

ピアニカ・すず'カスタネットなどの楽器を

演奏したり、観客といっしよに歌ったり、リ

ズミカノレな曲にあわせてダンスを踊ったり…。

子どもたちはスポットライトも浴びてちよっ

びりスター気分も経験。舞台に立った人も、

観客もともに楽しい時間をすごすことができ

ました。

たくさんの関係者やポランテイアの方々の

温かいご配慮を受け、公演を盛り上げていた

だいたことを、この場を借りて深くお礼申し

上げます。

【参加者'お母さん★来場者☆の感想】

★初ぶたいは、本当にきんちようしたけど、

本当に、本当に、本当に楽しかったです！

★私は歌やおどり力s大好きです。大きなぶた

いでできたこと力巧れしかったです。いっ

しようけんめレ、がんばりました。

★養護学校と特殊学級そして未就学の肢体不

I (.5.- 1

k’��』
hi -» 'I- ;;w .- I

ぼザ葡
自由の子ども…。ふだんとはちがう子ども

たちと知り合いになれてよ力jったです。

★障害のある-なし軽い.重いなどは関係

なく、ひとつのことに取り組める活動がで

きてよかったです。

★子どもの新たな姿を見ること.そして一緒

に体験することができ、とてもうれしく思

っています。

★このあいだのはっぴよう会、ぼく、うたと

ダンスがんばったよ。

★歌ったり踊ったり大好きな娘にとって、今

回の発表は自分のよいところを最大限に発

揮できたと思います。いきいきと発表して

レlる様子に私たち家族もとてもうれしく思
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いました。

★子どもたちと参加できてとっても楽しかっ

たです。日頃の練習を見てLて「本番、ナな、

じようぶかなあ？」と心配でしたが、歌も

ダンスもちやんと参加できてよ力’ったです。

☆子どもたちの笑顔.一生懸命さ力S伝わって

きました。

☆みんな本当に楽しそうに歌ったり踊ったり

していたのでこちらまで楽しくなった。歌

や踊りを通して一人一人の素晴らしレ、個性

力ま感じられた。

☆みんなが同じ歌を歌L 、ながらそれぞれの表

現をしているのがとても面白くてよいと思

った。タンスはみんな体を動力すの力s楽し

い！という表情でめいっばい動いていて、

ノムじuぶも-しかつた。

.お さ

�3

人生は西分の三拍子のワルツ…ウェストサイドワルツ-

12月最初の日曜日は強風に雪まじりの雨

で生憎の悪天候となりました。舞台はニュー

ヨーク、ウェストサイドにたつ高層アパート

の一室という設定。重厚なセットに古びたピ

アノが置か仏雰■気を出しています。ウィ

ットにあふれる会話、移りゆく季節に見事に

K'» 瘍:◎

�レ:?
�』

■よぽ
..-o�&a-;

-[報告]

2005年12月4日旧)福井市文化会館共催：ステージ'ぶくい

左より浅野温子寿ひずる若尾文子

織り込まれた名曲の数々。70代の女性を演

じる若尾文子、50代の寿ひずる、30代の浅

野温モそれぞ̶個性あふれる演技に1000

人の観客力:魅了されました。

7ヵー\'t"b

ナ有名女優3名の共演ということで興味深く

拝見しました。それぞれの持ち昧のからみ

力&ても面白かったです。そして何よりも

音楽の持つ力が大きかったと思います。

ナ30年も前か、大河ドラマ「新平家物語]

に出てL 、た,巴御前役の若尾文子さんの養し

さにドキドキした事を想い出しながら観さ

せてし、ただきました。遠目でした力S素敵に

美しく年を重ねられているのだなあとあら

ためて感激いたしました。

ナ・若い頃の若尾文子さんが大好きでした。私

も同じように年をとりました力$素敵な老婦

人になれるかしらと考えさせられました。

共演者も素晴らしくとてもよかったです。

ナ翻訳ものはあまり面白くないと思うこと力s

多L、のですが、だんだんとこの話の良さに

惹き込まれました。ポ演者の方の熱演のた

めだと思います。

ナ最後にはみんな本当の生き方を見つけたん

だと思った。輝いていた。

ナ年を重ねてからの友情のあり方、大切さを

つくづく感じました。

ナ見応えがありました。舞台がとても費沢な

作りでした。凝っていました。

ナパイオリンの演奏の演技と音楽のタイミン

グがすごい。女性3人の養しさも素敵でし

た。

MembershipEVENTS団体会員のイペント紹介2006年1月̃4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 、ジ�カレ 会場 問合せ先

3/ 5旧)劇団風の子九州「なんなんなんでマン」 舞台劇 福井県教育センタ- 28-1666 (野中)ふくい子ども劇場

3バ7(金)I松元ヒロ・ソロライプ バフォーマンスI福井県国際交流会館I 28-1221(田中)ステージ・ふくし

3バ9旧)オフィス214 FFUN HOUSEJ 舞台劇 福井県国際交流会館I 28-1666 (戲中)ふくい子ども劇場

4/ 2旧)I福井語楽会春季大会 伝統芸能 福井能楽堂 36-6438 (細川)福井謹楽会

6季刊ふっか～と2006新年
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■羨察鶴 -[報告]

2005年11月13日(日)福井市文化会館

93 TFi

文化会館の内に外にと軽快なお離子が流れ

るなか、装夕ぬごさ慈席が開催されました。

4回目の今回は、寄席の雰囲気をたのしんで

もらおうといろんな演出を試みました。来場

してまずみなさんが足をとめたのは入口のち

ようちん。「浅草の演芸場に来たみたいだ」と

落語好きにはたまらない本格的な会場にテン

ションも高まります。お天気が良かったので

着物姿もみられ公演に花を添えてくれまし

た。中に入ると、お茶屋さんが一杯すつ丁寧

に煎れてくれたおいしLホ煎茶とおまんじゆ

うでほっとひと息。ロピーには過去3回の公

演に出演した落語家たちのサイン色紙や演目

カザらり。毎年各地域で開催してし、る出前寄

席の様子も紀介しました。

そして迎えた開演。東京でもこれだけの顔

合わせはなかなかみられない、という若手実

力派撤いで、勢いある嘲の数々に会場は笑い

が絶えません。終演後にはたくさんのアンケ

ートカ：集まり、さまざまな感想やコメントを

みると、生の落語は初めてという方に多くご

来場L、ナこた、、たことや、每年足を運んでくだ

さっている落語通力:いることがわかりうれし

くなります。

これからますますおもしろくなりそうなさ

女ぬ二さsぼ。次年度の公演もどうぞおたの

しみに。

『I

♦出龍寄席
10/14-15-16三遊亭遊吉

社南公民館、東安居公民館、啓蒙公民館、

六条公民館、一乗小学校(一乗公民館)、

国際交流会館(インターナショナソレクラプ)

11/13柳家三三東藤島公民館

1 7年度の出前養席は7ケ所で行なわれました。

はじめての地域もすっかり恒例となっている

地域も、主催者が中心となって会場づくりや

来場の呼びかけをェ夫し、どの会場も大盛況

でした。国際交流会館では来場者の半数が外

国人だったので、師匠はネタ選びに苦労した

そうですが、日本の伝統芸能に間近に触れる

貴重な体験となったようです。

◎・Special Thanks!

(株)林屋茶舗’(株)村中甘泉堂
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平成18年度共催事業プレゼンテーシヨン [報告]

2005年11月5日旧)福井市文化会館大会議室

I

.:!i I

Npo法人福井芸術'文化フォーラムの共催

事業は、市民企画を応援する支援事業として、

設立当初から実施しています。支援内容は、

公演会場費や設備費にかかる経費助成と広報

へのサポートですが、’書類審査のみだった時

期から公開プレゼンテーションによる方法を

取り入れるまで年々ェ夫を重ねてきました。

特に公開プレゼンテーションは、多様な市民

企画の内容に期待がふくらんだり、意外な団

体の存在や活動を知る機会でもあります。舞

台芸術は、ともすれば自分の興味関心のある

ジャンルに偏りがちですセS、プレゼンの会場に

足を運んだことで新たな出会レ、や発見があり、

それが自然と交流の場になったりします。

次年度事業の応募団体は5団体、ひとさし

舞う人あり、試作した新しい楽器を披露する

人あり、ピデオや資料を駆使する人ありで舞

台芸術企画のプレゼンならではの楽しいパ

フオーマンスカ:続きました。一方でこの助成

制度力布民に浸透していないことも事実です。

あわせて新規の申請力めかったのは、申請条

件やプレゼンの方法、その後の投票と理事会

での審直に見直しの余地はないのか等々、今

年度の結果を踏まえて検討して行く必要があ

仏:

卜����fe

るでしよう。

審査結果は、応募旧体に通知さ仏来年2

月の正式決定を待って次号「ふつ力'～と春号」

で紹介します。

【来場者の感想から】

-皆さん力:発表されているときとても嬉しそ

うで楽しそうだったのが印象的です。文イヒ

を発信’継続する団体というのは、すなわ

ち継続して文化を楽しむ方々なのだと実感

しました。

・初めて出席しました。団体の熱心な取り組

みを聞力jせてもらい、あらためて文化に対

する関心力$深まった感じがします。

.いろいろな部門で頑張っているグノkプが

あり、その一言、一言力瀬もしく機会があ

れば聞レ、たり、見たりしたし�と思レ'1ました。

「リレートーク」「ひろしのおじやま虫」

はお休みします。
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、声'
Voice

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。楽しし、お便りを待っています。

き\\ふっか～と”一般の目にふれること力;少ないので、職場に

て初めて見ました。なかな力)文化情報誌を目にする機会が

なかった(あることさえ知らなかった)ので、今回刺激を

受けました。

画園回旧旧面旧旧旧囲旧固画固旧①
ふっか～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

̶齢̶号で一番おもしろ力、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。

「めだ力、の学校～みんなでろたおう！重課ライプ2」チゲツト3名様

締切/3月3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。

5周年記念おちしろ企画

福井芸術'文化フォーラムは2006年9月にNpo法人格を取得

してから5年を迎えます。それを記念して、当会のコンセプト

"まちは劇塚’をテーマに5周年記念事業の開催を計画中。商店

街の空き店舗でも可能なおもしろい企画を募集しています。

詳しくは事務局までお問し、合わせくださレtc

r'

國 國園園
♦明けましておめでとうござし、ます。今年は新しI 、福井市

の誕生の年ですが、芸術‘文化フォーラムは引き続き良し'>

企画で頑張ってまいります。よろしくお願しル、たします。

柏手の摘ふ親子や初詣 (K.Y)

♦座談会に関連して、昭和54年夏の「子ども発明発見教

室」以来お世話になった、越廻中学校の女先生(音楽

科'家庭科担当)の、村の文化'芸術振興に賭けておられ

た情教を思し、起こした次第。 (H.力

♦心機一転、5周年。

まちは劇場……体現の年。 (K.M)

福井芸術'文化フオーラムの活動を応援しています
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島崎電器商会

北陸労働金庫

セーレン株式会社

株式会社吉田錦文堂

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「払込取扱票」に必要事項を明記して、

年会費¥し500を郵便振替でご入金くださし�0

※入会から1年間有効です。

※会員証は1力月程でお届けします。会員証が届くまで、

受領証は大切に保管してくださLん -

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：¥1, 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j

性別、生年月日

特典

優先予約福井芸術'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。(当事務所のみ扱い)

割引価格一人2枚まで1割引になります。

(当事務所のみ、公演当日は適用されません)

情報送付公演案内や情報誌「ふっか～と」をお送りします。

ART STAFF (正会員)募集

人が増えればアイディアも増える
->�-3�.�kパヴな!!

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し)0

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い。

*ひとつの事業の企画から実施までとことん関わる

st:部会や委員会に所属して運営にしっかり関わる

s{<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。(上記)

優先予約・割引価格・情報送付

*年数回開催される"サロン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

J
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I? ..・・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。
は

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

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