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特集一市民力壌う文化会館にするには…地域創造の現場で
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<,<!EB>注目の公演情報
コンドルスLet's Go Crazy &ur 2007秋
[福#スペシヤル公演]

̶きふくい文化地図
インターナシヨナジレクラプ
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唱呼、思い出の文化会館
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特集 市民が集う文化会館にするには 華春♦♦卷

福井芸術’文化フオーラムは福井市文化会館を拠点として、舞台芸術に関するさまざまな事業を企画しています。演劇や音楽、

落語などの鑑賞型の公演を開催する一方で、「地域創造事業jとして、地域の人たちとの作品づくりや文化体験’講座にも力を入

れています。その地域創造事業の代表的な企画のひとつが『日本の民謡～ろたとおどり～』。この企画の起こりから当日に至る

までを紹介しながら、今後福井芸術.文化フオーラムカ卸リ組んでい<べき企画の方向性を探ります。

巧̶ぼ8回s����たとおどり̶サきるまを

2000年力\ら每年1回開催し、令年で8回目を迎えた旧本の民謡』。

每年試行錯誤を重ね、福井芸術’文化フオーラム(以下、フオーラ

ム)と各出演団体が、単なる企画者と出演者の関係ではなく、協働

しな力もつくりあげています。

-第8回日本の民謡～ろたとおどり～の公演データヘ
2007年6月24日旧)13:30開演

会場：福井市文化会館

福井県内で活動する民謡愛好団体ら13団体が出演

彩音会、加賀山流民謡昭絵の会、三紋明萌会、秀和会、

東安居民踊クラプ、福井民友会、藤己会、松本民謡会、

民踊おりづる会、民踊さくら会、森田みやび会、

琉球舞踊サークル、いちやりばちよ一で一

ラたとおどりで、日本全国津々浦々の民謡全26曲を被露した

入場者数：796名

5̃4力月前
2007年1～2月

̶や曲目の̶才

出演団体とフオーラムのミーテインクが続きます。どの曲をどん

な順番でみせるのか、さまざまな意見が出されます。フィナーレは

客席も含め会場全員で踊ることに決定。曲間に寸劇などノ\。フオー

マンスを挟みたし、とし、うアイディアも。
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1年前
2006ギ6目

会t鬱ギさえ

その年の公演の興奮が未だ冷めやらぬラちから、翌年に向けてプ

ロジェクトは動き始めます。まずは、会場の確保から。

9力月前
2006ギ9g

出演団体を公募

各地域の公民館などに案内を出して、出演団体を募ります。この旧

本の民謡』への出演を大きな目標にしている団体もあるようです。

8力月前
2006ギlog

出演団体が決定

応募団体のほか、他団体からの紹介もあり、全部で13団体の出演

が決定しました。

7力月前
2006年11月

初顔合わせ

出演団体の代表者が一堂に会し、この企画の趣旨を確認します。

参加団体の単なる合同発表会ではなく、相互交流することで民謡-

民舞の質の向上を図ること、企画から運営までをフオーラムと協

働してつくりあうこと、を確認しました。
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2̃1力月請
2007年4～ぞ5B

が‘

チケツト発売関路��■まる

いよいよチラシ’ポスターも完成し、チケットも発売開始です。以

前は、出演者の手売りがほとんどでしたが、最近では市内のプレ

イガイドでの販売数も増えてきまし

た。発表会ではなく公演へと事業が

成長していることがうかがえます。

技術スタッフも加わって、文化会館

の舞台上での練習がスタート。立ち

位置や動き、必要な機材などを確認

してし\きます。舞台の大きさにとま

どってしまい上手く踊れない人も。

出演者や曲目が多いので、テキノ\。キ

と進行していく舞台監督の存在が欠

かせません。
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・ 地域創造の現場で

いよいよ本番;
2007年6月24日

.リノ \_サル、離寅

前日のリハーサルで照明’音響や舞台進行の確認を終え、

いよいよ当日を待つのみ。

朝ゲネプロと呼ばれる最終の通しリハーサル。…その

頃既に、会場の外には開場を待つお客様多数。開場時の混

乱を避けよラと、昨年までの反省を踏まえ「入場整理券」を

発行するも、スタッフが足りず、満足のいく対応が出来ず

じまい。多くのお客様に来ていただけるのは嬉しい悲嶋

ですが…。

午後開演。ノてラエテイに富んだ内容で客席の反応も好

調。大きなミスや事故もなく無事終演し、出演者は笑顔で

お客様を見送りました。
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1力月後
2007年7～8月

反省会
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出演団体が再び集まり、次回に向けて、どうするとより良い公演になるの

か、感想や意見を述べ合いました。今回の問題点だった開場時の混乱に

ついて、来年度はフオーラムだけでなく各出演団体からもスタッフを出し

てもらい対応していころということになりました。

�地��事業の行方

文化会̶罷をひら<

こうして多くの時間と多くのスタツフの力で企画し実行されて

い<地域創造事業ですが、担当の地域創造委員会の中では、今更

ながら、「はたして地域創造事業って一体なんだろうjという議論

が行われています。というのは、「市民企画」というのが大前提の

地域創造事業は、市民による市民のための作品づくりであったり、

体験するワークシヨップであったり、様々な事業が考えられます

が、福井駅周辺の文化施設の充実とともに福井市文化会館の扉は

閉じたままの日力く多くなってきてし\る現状を見ると、はたして令

までどおりの活動だけで良し\のだろラかと委員各自力、思し\始めた

からです。

フオーラムの活動を続ける中で市民企画や市民にとって有益な

事業内容は充実してきました力、’、もっともっと文化会館を眼わし

たし、といろ思し、が議論の中から沸き上がってきたのです。

しかしながら、前述の通り、大きな事業を成り立たせるために

は多くの時間と多くのスタッフカ⑧要です。それらを数多く行っ

て文化会館を販わすのは大変困難なこと。そして何よりも多くの

費用(お金)力；必要です。令までと同じような事業を数多く行うこ

とは到底無理な話です。

�ゆ知̶■ に

ならばどんな形態の事業なら可能でしようか。私たちは私たち

のみのアイディアで事業運営するのではなく 、もっと広範な市民

のアイディアや知恵やお金をも柔軟に借りな力ち運営していけぱ

良いのではないだろうかということが、議論の中から見えてきま

した。大きな事業ではなくても、たとえばホールの舞台上に小さ

な客席を設けてのミニコンサートやロピーを使ってのバフオーマ

ンスなど、手経にできそうな小さな事業をコツコツと積み上げて

いく。そうすれば文化会館の扉がしつ行っても開しているという

状況が生まれます。

私たちには市民の企画力を借りて将来の事業創造力を養ってい

くことこそ必要なことでしよう。まずは、いつ来ても何かをやっ

ている文化会館、そんな文化会館を作ってし、くことが、地域創造

委員会ひいてはフオーラムの大きなミツシヨン(使命)の一つと言

スるのです。
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pkklup!!パ主目の公演情報

コンドルスLet's Go Crazy tour 2007教
[福井スペシヤJレ公演]

HIGH VOLTAGE
lレー

photo/HARU
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2007年11月に待望の福井初公演が実現するダンスカンバニー 「コ

ンドルズ」。緻密かつハイスピードに、ダンム映像、生演奏、人形劇、

演劇などを展開する熱狂のステージは、国内のみならす海外でも大

絶賛の嵐に。かのニューヨーク・タイムズ紙も「日本のモンテイ’ノ \’イ

ソンだ。コンドルズはバか\‘力しいほど素晴らしい」と評してしほす。

TBS『情熱大陸』、NHK教育『トップランナー』、『芸術劇場』、NHK総合

『スタジオノ \’ークからこんにちは』、『食彩浪漫』などに立て続けに出演

しNHK教育『からだであそぼ』では、人気コーナー『こんどろさんち

のたし\そう』にレギュラー出演中。話題となったNHK総合『サラリーマ

ンNEO』のけラリーマン体操』にも振付出演。主宰の近藤良平さんは

第四回朝日舞台芸術賞寺山修司賞を受賞し、『AER̃の表紙に。氣志

圏や矢井田鐘などの振付も担当しています。また、ノてンドプロジェク

卜ぼHE CONDORS』はエピツクレコードと契約決定するなど活躍の場

を広げています。なんと、メンバーの藤田善宏さんは福井市出身。初

の地元飢旋公演となる藤田さんに、コンドルズの魅力を伺いました。

藤田善宏ふじたよしひろ I n t e r v I e w インタピユ

「例えるなら、超真剣な草野球チーム」

̶

̶̶ますは、藤田さん目線でコン

ドルズをご紹介ください。コンド

ルズってどんなクループですか？

�. fc.

学ランを着た男だけのタンスカン

バニー。プロのダンサーはほとん

どいないけど、一度観たら忘れら

������服 れない衝撃があなたを襲う！(は

�������a ず)。かなり強引な言い方をする

- と、僕たちは超真剣な草野球チー

ムで、たとえ相手がプロ野球チームでも、メジヤーリーグのチームで

も「圧勝できるんじやねえ？」って気持ちだけは常にあり-ます。この

先、じいさんになって踊れなくなつてもずつとコンドルズとして何

かしらの活動をこのメンバーで続けていけそろな、そんな男どもの

集まりです。

̶̶コンドルズの舞台は、ダンスだけでな<、演劇や人形劇などもあ

りユニークな構成です。どんな風に生まれるのですか？

まあ、ぶつちやけ居酒屋でメンバーみんなでわいわし\やりながら、に

れやつたらおもしろいんじやない？」みたいな話をしながらシーンの

構成が決まっていきます。リーダーの近藤良平には確固たる作品のイ

メージがあつて、そろいろ風にみんなを誘導してるの力、もしれません

けどね。でも、翌日の練習で実際に動し、てみたらにんなはずじやあな

かつたのに..’」なんて時もあるんです。良平さんの意見でさえ、メ

ンバーによつてあっさり却下されてしまう時もありますし。

�バンドプロジェクトTHE CONDORSも活発です。, こちらについ

ても教えてくださ'い。

実はTHE CONDORSのメンノベーはそれぞれコンドルズをやる前か

ら、別々のバンドで音楽活動をしていたんです。それがたまたまコン

ドルスを結成してダンスをやるようになつて、じやあ次はパンドでも

やってみるか、と。(あ、でも僕は全く楽器はひけません。)音楽はスト

レートでキヤツチーなロックンロール！ 8月8日にはEPにレコードよ

りアルバム『無条件幸福』力(発売されました。収録曲には、日産自動車

「NOTE」やカルピス「健菜旧のWCMに使われた曲力、‘入つているので、

多分、福井の人たちも一度は聞し\たことがあるんじやなし\ですかね。

�藤田さん自身についてお聞きします。藤田さんは福井出身なんで

すよね？

僕は福井市出身で実家もこちらにあります。福井市啓蒙小学校～福井

大学附属中学校～高志高等学校と通ってました。大学は群馬大学に進

んだので、高校卒業までの18年間、福井に住んでました。父親が日華

化学に勤めていたので、小さい頃は科学者になりたいと漠然と思つて

ました。まさ力、、今踊っているとは..・o小-中学校の頃は盆踊り力;

大好きでしたね。最後まで踊っていると浴衣を着たおばちやん達に「あ

ら上手ね～」なんてちやほやされるし、何よりもジユースやアイスを

次々にもらえるんですよね。

�いいですね(笑)。本格的にタンスを始めたのはいつ頃ですか？

大学1年の時に、寮のち達に無理矢理モダンダンス部に入部させられ

ました。[1年生で男は俺しかいなくて寂しいからお前も入れ！」つて。

最初は「え---つ」って感じでした力;、入ってみたら盆踊り好きと

いうのもあって抵抗な〈踊ってましたれあと、令はHIPHOPが流行

4ふつ力、～と2007秋

/

'
f
t



つてて男性も普通に踊つてますが、当時はま

だ「男力；ダンス？」という目で見られてました。

まあそれが気持ちよかったっていうのはあり

ました力；。

�コンドルズに参加したきっかけは？

大学のダンス部の時、每年神戸でダンスコン

クールがあるんですね。女子はそれぞれ大学

ごとに控室があるんだけど、男子は絶対数が

少なし\から1部屋に押し込められるんです。で、

入つてみたらし\ろんな大学の男子部員がし\て、

挨拶をしているろちにじやあ令度関東の男子

部員だけで何かやつてみるかつてなつたのが

コンドルズの母体。で、それから数年して僕が

定職に就かなし\でフラフラしていたときに大

学の先輩でありメン/ \'一の石測さんから「東京

で一緒に面白いことをやろろ」つて誘われた

のがコンドルズだった。まさかこんなに続く

とは当時全く思わなかつたんですけどね。

�最近はNHKなどテレピ出演も増えてきましたが、し、カカサすか？

・ ・ ・ ・

ン

s. *̶『,

'.Aンル
・9

**・".

�k

d�tttit��S�'

僕は舞台の本番の前ってあんまり緊張しないのですが、テレピカメラ

の前では緊張しますね。動きや表情など形として残つてしまう力、ら気

力、’抜けないんです(たまにアツプになるし)。でも、テレピに出るとピ

デオレターじやなし\ですけど、福井の母親や友達に僕の元気な姿を見

せられるのでうれしし\です。

�コンドルズは他の仕事をもつメンパーの力もいらつしやいます。

藤田さんのふだんのライフスタイフレは。

僕、就職したこと無いんですよ。なんか気づいたらタンスやつて、コ

ンドルズになつて今がある、みたいな。昔はし、ろんなバイトしてまし

たね。フアーストフード、家庭教師、イペントスタツフ、果ては美術

学校のヌードモデルまで。ヌードモデルはダンスをやつているのも

あつて、脱ぐのにあまり抵杭は無かつたです。令はコンドルズや丁HE

GONDORSが忙し〈なつてきたので、メンバーでありプロデユーサー

の勝山の補佐をやってます。オフの日に買し\物とかしてても「あ、これ

コンドルズで使えそろな曲」と力、「これTHE CONDORSの衣装で使え

そろ」などと、頭の中はコンドルズー色ですね。

�初の福井公演が実現します、どんな想し、ですか？

こんなに続くとは思わなかつたのにいつの間にか生活のほとんどを

占めるようになったコンドルズの公演で福井に帰って来れたといろ

のは感慨深いですね。これを機に中高時代の同窓会とかあったら最

高です！

「むしろ、タンスを観たことのない人にこそ観てほしし\」
�初めての人や、タンスを見慣れてない人も楽しめますか？

もちろん、楽しめると思いますよ。むしろ、ダンスを観たことのない

人にこそ観てほしいですよね。ダンスつて一般的に敷居が高くつて

とつつきにくいイメージがあると思います。コンドルズの舞台は何

でもありなんで、肩肘張らずにリラツクスして観ていただけるはず

です。僕たちはダンスの裾野を広げてるつもりなんで、コンドルズ

をきつかけにタンスを観る人や、やつてみようといろ人が増えたら

ろれしいですね。

�藤田さんにとつてダンスとは、コンドルズとは？

もう今となつては全てですね。

�福井のお客さんにメツセーシを。

(福井弁で)ぎようさんの人にい、観に来てもらいたし\んやつて。

じやあのお、11月にい、文化会館で会し\たいんやあ。待つてるでのお。

̶̶あリがとラございます。福井公演、楽しみにしています！ ！

コンドルスLet's Go Crazy tour 2007教[福井スペシャル公演]HIGH VOLTAGE

2007年11月25日旧)
17:00開演(16:30開場)

会場：福井市文化会館

構成.映像-振付：近藤良平

出演(予定)：青田潤一、石測磁、

オクタサトシ、勝山康晴、

鎌倉道彦、古賀剛、小林顕作、

橋爪利博、藤田善宏、

山本光二郎、近藤良平

チケット料金(全席指定)

一般：前売4,800円/当日5,300円

学生:前売2,500円/当日3,000円

会員：4,500円

※学生券はフオーラム事務所のみ取扱

※会員券は前売’フオーラム事務所のみ取扱

会員先行発売 8月28日(火)より

-般’プレイガイド8月31日(金)より

好評発売中

チケット取扱

福井芸術’文化フオーラム事務所(福井市文化会館内)、福

井市文化会館事務所、ペル、バリオCIび、響のホール、松

木屋日之出店、アル’プラザアミ、アル’プラザ鎖江

主催・お問い合わせ：

Npo法人福井芸術’文化フオーラム

0776-23-6905旧～金く祝日を除く〉10:00～1&00)

■コンドルズの最新情報はココ！

コンドルズオフィシヤルHp http://www.condors.jp

ふつ力、～と2007秋5



ほま,ふくい文化地図雄

インターナシヨナリレクラプ

福井で芸術’文化活動を展開する市民活動団体を紹介します。

第1回目の今回は、インターナシヨナルクラプにおじやましました。

名前の通り、インターナシヨナルクラプは国際交流回体ですが、その活

動は国際交流の枠にとらわれません。福井芸術.文化フオーラム(以下、

フオーラム)との共催事業企画『ダンスの祭典！ D-1選手権』はとてもユ

ニークな企画です。代表の&¥'さんにお話を伺し\ました。

聞き手前田耕一(福井芸術'ガヒフオーラム広報部長)
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前田本日はどろぞよろしくお願いします。そもそもインターナシヨナ

ルクラプのおこりを教えてください。

山下1996～98年にアメリカで語学の勉強をしていました。生活が貧

しかつたんですが、地元のボランテイアの方たちが、とても良く

して〈ださったんです。その後福井に戻りにれ力、ら何をしてい

ころ」と考えたとき、そのポランテイアの方たちのよろな活動が

できないだろうかと思い、1998年9月にインターナシヨナルク

ラプを立ち上げました。何かしたいけど何もできないでくすぶつ

ている人たちと一緒に、みんなで集まることによつて何か大きな

こと力できるのではないだろうかということで始めたわけです。

前田インターナシヨナルクラプは国際交流を柱にいろんな活動をさ

れてし、るようですが、フオーラムと直接お付き合し\させてし\ただ

いたのが『D-1選手権』といろダンスの企画です。素朴な疑問で

すが、なぜ国際交流でダンスなのでしようか。

山下福井県の国際交流会館にインターナシヨナルクラフのチラシを

貼りに行ったときに、ある二人連れに声をかけたら「僕たち何人

に見えますか」と逆に間力、れました。実は彼らは在日の朝鮮人の

方たちでした。彼らは在日の人たちがバラバラになつていくの

をまとめていくために青年団活動のよろなことをやろろとして

いたんです。その後しばらくバーペキューなどをしてお付き合

いしていたんですが、年末のカウントダウンの時に何力、一緒にや

りません力、とし\う声かけをされて、何をやろうかと考えた中のひ

とつがD-1選手権でした。当時盛り上力らていた格闘技のK-1を

もじつてD-1です。’ダンスにはいろんな国の文化が恵づいてい

るので、そのいろんな国の文化をダンスによつて楽しんじやお

う、アマチュアのダンスの一番を決めちやおラという企画になつ

たんです。1回目は片町のSO/C022で、2'3回目は国際交流会

館でやりました。そして回を追ろごとにお客さんが増えて、4回

目をやるときにフオーラムの岸田さんに助言されて、フオーラム

の共催事業として福井市文化会館でやることになったんです。

前田D-1の他になにカホきな企画は？

6ふつか～と2007秋
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山下「よさこい」への参加や電車

の中でのレ\ロウィンバー

テイ」などいろいろなこと

をやつています。

前田山下さんは福井の方です

よね。山下さんの中での

「福井」はどのようなもので

しよろか。福井の文化を

どろ思われていますか。

山下生まれは違し\ますカシ育ち

は福井です。愛知の音楽大学に行って、米国へ留学して帰つて

きたわけですが、福井の人はみんな裕福で、何事にも貪欲さや欲

求が少ない。食べ物もおいしいし、空気もろまい。みんな満たさ

れてしまつています。でも一人一人をみてみると皆さんポテン

シヤル(能がを持っていて、統計的にも福井生まれの社長の数が

多力、つたりとか、県外で活躍してし\る人も多し、ですよね。しかし

そういう人たちが「福井に恩返しだ」と言って帰ってきた時に成

り立つ環境力％るかというとN0です。芸術で食べていける土

壌も福井の中にはない。福井に芸術の大学などがあると福井の

土壌で育つたものやアーテイストの卵たち力衝を動かしていく

といつたことが見えてくるのですが…。私たちの活動やフオー

ラムの活動はそこに行くまでの導入のようなものだと思つてい

ます。福井市長もおっしやっていましたが、「福井に住んでいる

ことが自分を豊かにする」活動をどんどんやっていきたいし、役

に立ちたい。

前田山下さんのよろにがんばっていらっしやるちは市内、県内に「点j

で存在しています。その「点」を撃いで「面」にしていくの力、'フオー

ラムの仕事なんじやないかと思つています。でも、どんな活動に

もお金がかかりますよね。

山下実はこの度2力所あった活動の拠点を一本化したんです。これ

まで無給(ボランテイア)でやつてきましたが、令後このインター

ナシヨナルクラプを担つてくれる人がこの活動を(収入の得られ

る)仕事としてやってし\〈ためには、経費を抑えていくこと力、'ど

ろしても必要になってきますからね。ですから、拠点の一本化は、

見た目は活動の縮小ですが、私の中では発展です。あまり負担

をかけすに次を担ろ人たちを作ってし、きたいと思っているとこ

ろです。財政的なことにまで踏み込んで運営を考えてくれる人

をどろやつて育てていくかも大きな問題です。

前田継続していくためのシステム作りが苦労するところだと思いま

す。令のお話の中でも出てきましたが、次世代を担ろ若い方の

育成はどのよろにされていますか。これはフオーラムでも大き

な課題のひとつなのですが。

山下インターナシヨナルクラフは、専門家に近い人力ち趣味的な人ま

で、いろんな立場の人が関わっています。ただ友達を作りたい

だけの人がし\たり、それこそゴミの片づけすらできなし\人カル\た

りする。そんな人たちが同じ立場で同じ時間を共有する中で、外

国人の生活支援力t必要だと力、いうことに気づしていく。彼らが、

将来福井の街をこんな風にしたいといろ夢を持ちながら育つて

いってくれたらいいですね。僕自身もこの9年間、最初は友達作

りから始めて、し\ろいろな発見をしな力ぐら育つてきたので、これ

から活動に関わり始める人たちも同じよろなペースでやつてくれ

ればと思っています。インター

ナシヨナルクラプの張り紙を見

て、やっとの思し\で電話をして

きてくれる人がし、る。私はその

人をとても前向きな人だと思い

ます。そんな前向きな人たちの

思いにどれだけ答えられるだろ

ろかといつも考えています。
ダンスの祭典！第8回D-1選手権
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前田

LUT

前田

LUT

前田

LUT

山下さんは今年フオーラムの理事にもなられたのですが、令後フオーラ

ムと共同してやつていけることなどあります力、。

フオーラムは、昨年の「まちは劇場」のよろに福井市全体を考えて文化づ

くりをする活動をしてし\ると思しXます。だとするといろんな関わり合し\

方が考えられます。実は私はインターナシヨナルクラプの他に映画サー

クリレもやつているのですが、国際交流と映画をくっつけることを考えて

います。映画にはその国の文化が入っています。「ここではなぜそろなん

だろう」という疑問カホし\てきた場合、その国からの留学生に「なぜそう

なのかjといろことを聞く。映画のハテナから国際交流力、'始まるわけで

す。ここにフオーラムが入ってくることによつてさらに大きな広がり力i

出てくると思いませんか。落語や音楽、演劇など様々なジヤンルのもの

と国際交流力\’共同することによって新たな企画が考えられます。私たち

は間口を広げるということのお手伝いができるのではないでしよろ力、。

山下さんには大し\に期待してし、ます。

私もフオーラムの「人の力」には敬服しています。お互いの持つている

ネツトワークで相乗効果になってできるよラなものがあればどんどん

やつてし、きたしですね。様々なアプローチができると思し\ます。

ぜひ一緒にやつてともに発展できる事業をやれたらしルですね。どうも

ありがとラごさいます。

こちらこそあり力、’とうござしほす。し、ろし、ろ協力できたらと思つてしほす。

インターナシヨナゾレクラプでは、こ

のほかにも英会話教室、田植え、稲

刈りなどの文化体験、交流バーテイ

などさまざまな活動を行っていま

す。イペントヘの参カロ方法など詳し

いお問い合わせは、インターナシヨ

ナルクラプまでお気軽にご連絡く

ださい。

l華】
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インターナシヨナゾレクラプでは、こ

のほかにも英会話教室、田植え、稲

刈りなどの文化体験、交流バーテイ

などさまざまな活動を行っていま

す。イペントヘの参カロ方法など詳し

いお問い合わせは、インターナシヨ

ナルクラプまでお気軽にご連絡く

ださい。
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インターナシヨナJレクラプ

=r:910-0014福井市幾久町7-21竹淳ピル101電話0776-23-5441

メ̶̶jレlcslnce98@hotmall-com

ウェプサイト http://www.international-club.org

谷口由美子さんを偶んで-
福井芸術’文化フオーラムの設立以来理事として、また2001年からは常務

$里事として活動してきた谷口由美子さんが、2007年6月9日、逝去されました。

太陽のように明るい人でした。しりも元気で前向きで、笑顔の絶.えない人でした。

一緒に活動したのは、昨年の「まちは劇場」力K最後でしたが、よく動き回っていた

彼女の姿が目に焼きついています。芝居が好きで、年間予定に芝居がないと寂し

そうで、「ね一芝居やろラ、シェイクスピアやろろ！」。そんな声力(今も聞こえて

きそろです。病気力解発して入院しても私たちの前では笑ってくれました。肺に

1リツトルもの水力(溜まったとメールを貫った時は、何と言ってあげたらいいの

力、一日考えたくらいでしたが、「私の体に珍騒動力i次力、ら次と起きて、治って元気

になつたら、おもしろ闘病記力書けそうですJという返事カズ来て、彼女の強さと底

抜けの明るさに頭が下がりました。あの笑顔が私たちの思い出から消えることは

なし、でしよう、どうぞ安らかに。 (理事’渡辺久代)

リ・ -'�N�KiNNNNKWIS�J�f;* *̶ ・ク

前回の書き手「福井室内管弦楽団」主宰清水ノけ¦1¦男さん

からのこ紹介です。

わたしたち、音楽つながりです

唱呼、思い出の文化会館

福井県オーケストラ連盟理̶吉村輝美

私が文化会館(=福井市文化会館)のステージに最初に

立ったのは、会館が出来て間もない昭和43年の夏。吹奏

楽のコンクールでの事でした。高校3年生だった私は、それ

までのステージといえば、公会堂や中学'高校の体育館が主

だつたので、初めて見る本格的な音楽ホールでの演奏に特

別の興奮と喜びを味わった事を思し、出します。

年月は流れ、それから記憶に残るステージは、昭和48年

の福井市交響楽団(現’福井交響楽団の前身)の第1回定期演

奏会。福井で初めてシンフオニーオーケストラが発足する

とし、ろので当時23才だつた私は唯一の打楽器演奏者として

加わつてし\たのでした。何かの記念事業等でその時の写真

力\’掲示されているのを見ると、まだ髪のフサフサした胃年

の自分に唄呼、赤面。

そして最も印象に残つているステージは、昭和61年、福井

プラスアカデミー第10回定期演奏会。兵庫教育大学教授の

保科洋先生に委■して出来上力らた「シンフオニック'才一

ドJ (今では世界的に演奏され好評)を、団員80名力、'喜び一杯

の熱演。そしてその時のメインプログラムはチヤイコフス

キー作曲の「大序曲1812年」。ナポレオン率し、るフランス軍

に勝利するロシア軍の戦し\を音楽描写した、巧分位のスケー

ルの大きい曲です。厳力、に始まりや力、'て激しい戦闘シーン

を経て勝利を祝ろ場面では、あちこちの教会の鐘が鳴り響

き(2台のチヤイムを力、き鳴らす)、ノ Xンダ(別動部隊)がフア

ンフアーレを塵力せ、圧卷は祝砲(大砲)を打ち上げるシー

ン。客席やステージ裏に持ち込んだ4台の大太鼓を皮が割

れんはかりに叩いて聴衆の度肝を抜きました。演奏が終っ

て鳴り止まぬ喝采の中で感動に涙していた団員や自分の姿

を令も忘れられません。

その他にも文化会館での名演、迷演は数知れません。し

かし思い出の文化会館とも県立音楽堂が出来てからは演

美の機会が残念ながらありません。私案ですが、文化会館

にも市民の団体に対して、助成、あるいは育成する様なプ

ロジェクトがあつたらその利用状況ち少しは変わっていた

と思います。もちろん公的な立場での特定の団体への支

援が難しいことは知つています。でも、胸を張つて、この

団体を支援しますと言える事はとってもカツコ良いと思う

のですが……。

i吉村輝美♦よしむらてるみ

1950 (昭和25)年福井市生まれ。1973 (昭和48)年より福井市交響

楽団(現-福井交響楽団)、1977 (Bg和52)年より福井プラスアカデミー

の打楽器奏者及び指揮者として活動。福井交響楽団の運営委員長とし

て迎えた第20回国民文化祭ふく t, \2005では「オーケストラの祭典j

の企画委員長を務めた。現在、福井交響楽団の打楽器奏者及び指揮者、

福井県オーケストラ連盟理事長。

春福井市文化会館にまつわるエピソードをテーマに、書き

手の紹介でつながります。

誰のどんな話力、登場するか、次号もお楽しみに。
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Progra
I福井芸術'文化フオーラム
I 2007年度後期おもな事業のご案内

コンドルス[福井スベシヤル公演]HIGH VOLTAGE

11月25日旧)17:00開演 【4～5べ̶ジに特集記事あり】

会場：福井市文化会館

ダンス界の革命児’近藤良平率し\るコンドルズ福井公演、遂に実現！

揭成.映像.振付：近藤良平

全席指定♦一般4,800円/学生2,500円♦会員4,500円

ラたおラみんなで！胃春の歌声コンサート

12月16日旧)14:00開演

会場：福井市文化会館

歌声喫茶の老舗’東京新宿の「ともしび」のメンバーがやつてきます。

懷かしのフオークソングや愛唱歌なと歌集を手にうたいましよう。

曲のリクエストも募集してしほす。

全席自由♦一般1,500円/学生1,000円♦会員1,300円

劇団東京ヴオードヴィルシヨー公演『エキストラ』

2008年1月8日(火)19:00開演

会場：福井市文化会館

「俺らは、三流の役者じやない。一流のェキストラなんだ。」セリフも役

名もないけれど、‘‘でも生きている"ェキストラたちのある一日。

作-演出：三谷幸喜演出補：山田和也

出演:佐藤B作、あめくみちこ、角野卓造、緩田俊樹ほか

全席指定♦一般s席5,500円/A席4,000円/学生(―のみ)2,000円

♦会員s席5,000円/A席3,500円
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角野卓造

第6回芸文いこさ寄鹿

2008年3月9日旧)14:00開演

会場：福井市文化会館

恒例の人気企画、令年は落語'三つ巴競演会。

出演：三遊亭好楽、桂南光、柳家権太楼、柳家紫文(三味線漫談)

全席指定♦一般3,200円/学生1,000円♦会員3,000円

»<1
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三遊亭好楽 桂南光 柳家権太楼

みんなで舞台にたとラ！

2008年3月23日旧)

会場：福井市文化会館

障がいのある子どもたちが、音楽とタンスの舞台発表に挑戦します。

◎2007年1 0月～2008年3月にかけてワークシヨツプを開催します。

参加ご希望の方、詳しくはお問し\合わせください。

※掲載の料金は、前売’税込みの料金です。

"

ご斯

福井芸術'文化フオーラムは、文化のちからでふ<い

のまちづ<りをすすめるアートNPO。

福井市文化会館を拠点として、舞台芸術に関するさ

まざまな事業を企画’運営しています。

一緒に活動しませんか？あなたに合つたかかわり方があります。

[正会員び一トスタッフ)]あなたの思いや夢を力タチに

3通りのかかわり力

①会の運営を担ろ一部会や委員会に所属

②ひとっの事業の企画力、ら実施まで1業プロジェクトスタッフ

③気韓にちし\さなお手伝し\ーポランテイアスタツフ

[準会員]資金面での支援協力、文化を育む応援団

-個人賛助会員, 法人賛助会員.団体会員

[フオーラムメイト(鑑賞ちの会)]もつと舞台を身近に、楽しく

-フオーラム主催公演のチケツトを先行予約、優待害I]弓I

-公演’催しの案内、文化誌「ふっか～と」の送付

國会費=年会費

正会員(アートスタッフ)..........1口 5,000円

準会員個人賛助会員............1口 5,000円

法人賛助会員............1口10,000円

団体会員..................1口 3,000円

フオーラムメイト(鑑賞友の会).........1,500円

すべてのお問い合わせは

福井芸術'文化フオーラム 電ミま0776-23-6905

受付時間月～金(祝日を除きます)10:00～18:00
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♦5年を経て、いよいよ変革期。もつともつと開かれたフオーラム

に変わります。 (K-M)

・先般、東京大学で開催の社団法人日本知財学会では「知財広きSの

提案」で発表したが、東京理科大学の生=越教授(特許庁0G)発表の
「文化産業を育成する知的財産に関する調査研究」が興味深かっ

た。同学会や東海発明研究会講師陣等々、これまでも接点かあっ

tこが、最近になつて注力しておられるテーマとしろことで情報交

換や連携を申し合わせた。関連補助事業情報も入手。 (H - Y)

◎今回の「ふつ力\～と」はしホカでしたか？ご意見-ご感想-ご要望

なとメールまたはFAXでフオーラムまでお気軽にお寄せくだ

さし\。

!i

福井芸術'文化フオーラムの活動

を応擦しています(法人賛助会員)

セーレン株式会社

北陸労働金庫

島崎電器商会

財回法人福井県予防医学協会

発行

.次号2008春号は

2008年4月1日発行予定です

鍵
Npo法人

福井芸術・文化フォーラム

910-0019福井市春山2-7-1福井市文化会館内

tel.0776-23-6905 fax.0776-23-7905

e-mail: geibun@geibun.info http://geibun.info/
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花月駐車場■

東別院♦

福井大仏■

*福井市民福祉会館

・福#市文化会館
lフオーラム事務所

¦器園ばをぐ
[ 裁判所♦I

»I

I福井銀行*

i福井市役所

屋#駅

ク至福井イタ

8ふつか～と2007秋
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