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「ふっか～と」は福井市文化会館を拠点に活動するNpo法人福井芸術’文化フオーラム発行の文化誌です
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写真：福井市幼児演劇鑑賞教室より福井芸術.文化フオーラムは福井市の委託を受けて、幼児’小.中学生対象の芸術鑑賞教室を開催しています

福井市文化芸術振國ピジヨンが

策定されました

<.<i5B>注目の公演情報その1
地点公演『ワーニヤ伯父さん』

<励1想>注目の公演情報その2
うたおうみんなで!青春の大歌声喫茶

新企画進行中、そして見えてきた安全管理という問:

Q&A指定管理者制度ってなに？

■なブ̶ク

園「歴史探索サロン」を開催
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福井市文化芸術振興ピ
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2008年2月、福井市教育委員会文化課が「福井市文化芸術振興ピジヨンjを策定しました。人生を豊かにし、人々の創

造性や感性を育むとともに、社会や経済に活力をもたらす源泉といわれる文化芸術。このピジヨンでは、これからの福井

市の文化芸術振興のあるべき姿やその方向性が明らかにされました。福井芸術-ガヒフオーラムカ撤り組んできた先駆的

活動もピジヨンの内容に盛り込まれています。当フオーラムのこれまでの活動が評価されるとともに、今後の「文化芸術

のまちづくりjに果たす役割が期待されています。

福井市文化芸術振興ピジョン(一部抜粋)

第2章福井の文化芸術
～過去から現在、そして未来へ～

1文化芸術活動

(前略)

平成11年7月、福井市文化会館を拠点に、舞台芸術に閲す

るさまざまな事業を企画’運営する市民団体福井芸術-文

化フオーラムカ寵生した。平成13年にはNPO法人を取得、多

様な市民参画のもと、行政との連携'協働により、本市の文化

芸術活動を牽引してし、る。

(後略)

第3章福井の文化芸術
～振興のためのピジヨン～

1テーマ

◎ 「まず参加広く発信未来へ継承」をモットーに文化芸

術活動を通した人づくり

◎誰もがいつでもどこでも文化芸術を楽しむことが

できるまちづくり

2文化芸術振興のための施策と重点目標

(1)文化芸術環境の充実

修産’学’官そして住民が連携’協働し、人々が広く文化芸

術に触れ、鑑賞し、参加し、創造することができる機会

や場を創出する。

・個人や企業’団体等と連携した文化芸術活動支援体制を

構築する。‘

-文化芸術と観光’産業との連携を促進する。》重点目標

(2)子どもたちの文化芸術活動の推進

卷子どもたちが身近に伝統文化や舞台芸術など、優れた文

化芸術に触れる機会をさらに充実する。

♦子どもたちの文化芸術活動が活発となるよう、学校や生

涯学習機関等を含む地域が連携した取組を促進する。

-児童’生徒への文化芸術鑑賞’体験活動を

推進する。

》重点目標

(3)文化遺産の保存’継承’活用の支援

・郷土の偉人や文化人、歴史文化を顕彰’認識していく取

組を支援する。

昏文化財や伝統芸能など貴重な文化遺産を適切に保存し、

地域の宝として継承’活用していく活動を支援する。

-文化財を理解し、親しむ機会や場の充実を

図る。

◎重点目標

(4)文化芸術活動の担い手育成の支援

春大学等の高等教海機関やNpoなどと協力し、伝統文化

や無形の文化財等の継承者、文化施設や文化芸術団体の

アートマネジメント担当者等、文化芸術活動を支える人

材育成の支援を行ろ。

・高し\芸術性と豊力\な表現力を備え、国際的に活躍する人

材育成を支援する。

霞卷,̶邑'文化芸術活動をコーディネートする人材
育成の支援に向け、教育関係機関やNPO

等と連携する。

(5)文化芸術活動の交流と発信の促進

・地域固有の文化や新しし\文化、多様な文化芸術活動を支

援し、世代間や地域間の交流及び国際交流等を促進する。

♦文化芸術に関するさまざまな情報を一元化して発信し、

あらゆる人があらゆる形で享受できる環境を整備する。

-文化芸術に関する情報の発信を強化する。◎重点目標

2ふつ力、～と2008秋冬



ジヨンが策定されました
卜+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

市民の手による公共。これまでも、これカュらも
0

晶]$里事長,田̶ほチ(福#市文化芸術振興ピジョン策定委員)

福井市が2008年2月に「福井市文化芸術振興ピジヨンj

を発表した。文化カル々の日常生活に潤いと豊かさをも

たらすだけでなく 、これからの地域社会におし、てまちづ

<りや文化創造の主役となる「人づくり」を新たなテーマ

として策定された未来志向のピジヨンだ。さらに、「市民

と行政が連携’協働し貴任をともにする市民参画のまち

づくり」といラ基本理念に貫かれた「第五次福井市総合計

画jの基本目標のひとつに「人と文化が共生’調和するま

ちづくり」が掲げられており、まちづくりへの積極的な市

民協働が市民の手による公共や文化振興のあるべき姿と

重なる。

その重点施策をみると、

(1)文化芸術環境の充実

(2)子どもたちの文化芸術活動の推進

(3)文化遺産の保存’継承’活用の支援

(4)文化芸術活動の担し、手育成の支援

(5)文化芸術活動の交流と発信の促進

となつている。この5つの柱にNPO法人福井芸術’文化

フオーラム(以下フオーラム)の異体的な事業が見事に連

動する。

福井市が文化芸術振興ピジヨン策定にあたって実施し

た市民アンケート調査では、鑑賞活動に参加するときに

支障になる要因は「時問的余裕がなし\'お金がかかる-情

報がない」がペスト3だ。つくづく文化芸術とは、いまだ

にカネとヒマの産物なのだと思し\知らされる。たしかに

文化芸術活動は、個人的な営みであり私的な活動ではあ

るが、そのよろな私的な活動から自発的に生まれる社会

的共同とコミュニケーシヨン行為が公共性の原点であろ

ろ。実質的な市民主体の運営と市民参画によって、市民

の手による公共性が形成されることをフオーラムの10年

が実証している。フオーラムは、「文化芸術によるまちづ

くり、人づくり」をミッシヨンに市民による芸術文化組織

の運営と事業展開を通して芸術文化活動の社会的意義と

その有用性を明らかにしてきたと言えるからだ。それは、

実践してはじめて意昧を持つ応用技術のよラなものかも

しれなし\。

公共ホールは、行政が設立し管理しているから公共ホー

ルといろのではなしんその建物としての場.裝置、舞台空間、

人材力、新たな公共性を形成してはじめて公共ホールという

のだと思ろ。フオーラムは、優れた芸術表現を供給し、鑑賞

の場を創り、子どもから大人まで、市民そしてアーテイスト

との交流の場を創り、歴史や文化芸術の学びと研鎮の場を

これからも市民の手で創り続ける。フオーラムは2009年

で設立から丸10年を迎えるが、新たな10年に向かうため

にも「福#市文化芸術振興ピジヨンjカホきな方向性を示し

てし、る。
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I福井市文化芸術振興ピジヨンにつし、て詳しくは福井市教育委員会文化課の776-20-536力までお問し\合わせください。
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Rck二up!!バ主目の公演情報その1

地点公演『ワーニヤ伯父さん』

2008年11月、京都を拠点に活動する劇団「地点」が初の福井公演を行いま

す。[地点語」と呼ばれるセリフの牒り方など独特の演出スタイルは国内の

みならす海外でも高ぐ評価されています(カイロ国際実験演劇祭ペスト-セ

ノクラフィー賞受賞)。劇団代表の演出家'三浦基さんにお話を伺いました。

三浦基 みろらもとい I n t e r v I e w インタピユ

̶�nar̶̶地点とI 、う劇団につし、てご紹介ください。

��・�fvVHそろですね、なかなか一言で自己紹介といろの

�a.�.�iも難しいのですが、今力、ら4年前、2005年に東
��ぐ■京から京都に拠点を移しました。特に縁もゆか

�1� ��りもなかった京都といろ街に、いきなり東京か

�� ��ら逆流してしまつたといろことでは、ユニーク

���tf��な劇団だと自分で言つてしまつてもいいのでは

l���lfc�lllないでしようか。その点は、京都でもいろんな

��H��WHH人に不思議がられたり、おもしろがられたりし

ます。まあ、劇作家がいなくて演出家だけだったり、作風も普通のお芝

居とは違ったり、ちよっと風変わりな劇団だと思われているのかもしれ

ません。作品に関して言えば、台詞の文節を切ったりする独特のしやぺ

り方が「地点語」と言われていたりします。

し\ろいろな街に「はじめまして」をしよう

�はじめての福井公演ですね。令回は北陸’九州をツアーでまわる

そろですが、意気込みはいかがですか？

京都移転後は、とにかく腰をすえて作品作りをしようということで、と

きどき東京や海外に行く くらしで、し\わゆるツアーとし\うのは未経験な

んです。2007年からく地点によるチェーホフ四大戯曲連続上演〉という

シリーズに取り組んでし、るのですが、これはロシアの劇作家チェーホフ

の四大戯曲とし\われる名作群を、地点の作品としてすべて舞台化し、

レパートリーにしよろとし\ろ計画です。このシリーズがひとまず完成

して、よろや<劇団としても太鼓判の、良い作品が仕上がったので、

いろいろな街に「はじめまして」をしよう、というのが今回のツアーの

ねらいです。とにかくはじめてのことなので、非常に期待が大きし、で

すし、各地でのお客さんの出会いを楽しみにしています。

-なぜチェーホフなのですか？

チェーホフという作家は、『三人姉妹』や『桜の園』で知られる超有名な作

家です。チェーホフの作品世界は、日本人の心をつかむのか、日本でも

昔から何度も何度も上演されてきました。チェーホフの戯曲によつて、

はじめて近代リアリズム演慮が確立したと言われていますが、日本の演

劇ち、チェーホフ作品によってリアリズムを学んだのです。地点の作品

はいわゆるリアリズムではないので、じやあなんで、といろことですが、

一つには僕自身、チェーホフの台謂の強さに圧倒されるといろこと力％

ります。で、その強さといろのは、実はリアリズムをはみ出しているよろ

なところがあるんです。非常に複雑な構成の妙であつたり、チェーホフ

r�s

ん

l.'i

�ド�■
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地点『三人姉妹』

4ふつ力、～と2008秋冬

作品の持つ普遍性としりたものを、リアリズムではなし\手法で表現でき

るのではないかと思うのです。実際やつてみて、最初のそろいつた見

込みが、ノ\ズレではないといろ手ごたえもつかんでいますので、チェー

ホフが好きな方にはぜひ観に来てもらいたし\ですね。

judrtukt

摩
r�

�s�

±也点『ワーニヤ伯父さん』

̶̶『ワーニヤ伯父さん』はどんな作品ですか？とつつきにくいお芝居

のよろなイメージもありますが。

『ワーニヤ伯父さん』という作品は、四大戯曲のなかでももっとも地味な

作品なんです。そもそも、主人公がワーニヤといろ47歳の男で、人生

の盛りを過ぎてしまつたことについて愚痴ばつかり言つているんです。

もう一つは、非常に狭い世界、ワーニヤカ(住んでし\る屋敷、屋敷のある

集落、そういった狭さと、く世界〉という広大なものとのコントラストが

鮮やかです。つまり、狭さ(それは個人の悩みに埋没しているワーニヤと

いう男自身もそうですが)、その狭さを天上力ち傭馳するような、ある種

個人を超越しているもの、その両方を描いている戯曲です。地点の作

品では、原作のそのよろな世界観を表現しました。舞台にはピアノカ、'

一台璽かれ、ワーニヤと媛のソーニヤは終始、ピアノの上に作んでい

ます。このピアノの島で物語がすべて進行するのです。

個人と世界、狭さと広さ、その狭間にいる人間

がどのようにして「在る」のか

̶̶見どころを教えてください。

今、ワーニヤという男につして紹介しましたが、実は地点の『ワーニヤ伯

父さん』ではワーニヤよりもワーニヤの娃のソーニヤにスポツトをあて

ています。タイトルの『ワーニヤ伯父さん』ですが、ソーニヤし力、「ワー

ニヤ伯父さん」とは呼ばないんですよね。そういう意味では、原作でも

もちろんソーニヤは鍵を握る存在なのですが、地点版ではそのき扮を拡

大解釈しています。さっき、個人と世界、狭さと広さ、という話をしま

したが、その狭間にし、る人問がどのようにして「在る」のか、そのあたり

が見どころといえば見どころかな？あと舞台装置力；シンプルなだけ

に、細かい仕掛けが随所にあるので、非常に見てして飽きないつ〈りに

なっていると思います。楽しんでいただけると思いますよ！

̶̶あり力fとうございます。福井公演、期待しています！

■三浦基♦みうらもとい演出家。劇団「地点」代表。1973年生まれ。1999年

養より2年間、文化庁派遣芸術家在外研修員としてバリに滞在。2007年度文化庁芸

I術祭賞新人賞受賞。2008年度京都市芸術文化特別奨励者。
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pkk二up!!バ主目の公演情報その2

うたおうみんなで！青春の大歌声喫茶

歌いかわそう心の歌を！一緒に歌うと元気が出ますc

,かき
's

昨年開催して大好課だった歌声コンサートをさらに充実させて、今年

ち福#市交化会館を会場に「大歌南喫茶jを開催しまず。会揚のお客様

かづのリクェストで、ロシア民謡から童謡‘拝情歌’フオークソング

まで歌集を手に歌いましよラ。

歌声喫茶ってなに？

ピアノ ‘ア]-ディオンやバンド演奏に合わせこ歌唱リーダーの

進行のちと、歌集を手に店の客が一緒に歌ラ「歌声喫茶」。1960年代に

一世を風魔、その後カラオグ人気に押され一時衰退したちのの、みん

なで歌う一体感や人と人とのふれあレの良さが見直され、今また人気

が再燃し、静かなプームとなっています。

大歌声喫茶って？

福#市文化会館の大ホールを大ぎな「歌声喫茶」に見立てて大歌南

喫茶を開催します。歌唱リーダーと演奏は、なんと歌声喫茶の老舗-

東'〒、新宿「ともしび」のメンバーが来場！お客様を歌の渦に卷き込みま

す。大ぎな会場でみんなが一緒になって歌ラ楽しさに、心ち体も元気

になりまず。あなたもぜひ参加してみませんか！ ?

Nl̶nr

R ' ft »j¦h -二. J
̶.��みル

どんな曲を歌うの？

当日は会揚にて手づくりのオリジナル歌集をお配りしまず。会揚

からのリクェストもお受けしながら、ロシア民謡から重謡+拝情歌-

フオークソングまで歌集を手に歌いましよう。昨年は、『あの素晴ら

しし優をもう一度』『胃レ山脈』『学生時代』など全24曲を歌し\上げまし

た。曲に合わせて体を揺らしたり、手拍子をしたり、思しI思しパこ楽し

むのち素敵でずね。
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昨年の感想より

◎若い頃「ともしひリで歌ったことがあり、懐かしし偶しで参りました。皆

さM明る〈弾むような雰囲気に引き込まれるように声が出、歌いまし

た。(60代男性)

◎40年前ともしびでよ<歌っていました。とても懐かし<、涙が出てしま

いました。またこのような機会を持ってください。(60代女性)

◎貴春時代を思し拙しこのさびしし雁代にゆったりと優しレ気持ちになれ

楽しかったでず。昭和30年代の福井駅前の喫茶店を思い出しました。(60

代女性)

◎みんなで歌えて楽しかった。家族で一緒に歌えてよかった。ほ0代女性)

地点公演『ワーニャ伯父さん』

2008年11月14日(金19:30開演

会場：福井市文化会館

原作：アントン’チェーホフ翻訳：神西清演出：三浦基

出演:安部聴子、石田大、大庭裕介、小林洋平、谷弘恵

[終演後ポストパフオーマンストークあり]

出演:三浦基(地点代表)、中楚コウシ(福井芸術’文化フオーラム事務局長)

チケット料金(全席自由’整理番号付)

♦一般:前売2,500円/当日3,000円♦学生:前売2,000円/当日2,500円

♦フオーラムメイト2,200円

※フオーラムメイト割引は前売.フオーラム事務所のみ取扱

※未就学児の入場はご遠慮ください ・・・

前売開始：9月12日(金)

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)、地点、電子チケットぴあ

主催：地点/ NPO法人福井芸術’文化フオーラム

ラたおラみんなで！胃春の大歌声喫茶

2008年12月14日旧)14:00開演

会場：福井市文化会館

歌唱リード’伴奏：東京新宿「ともしびJ

チケット料金(全席自由)

♦一般:前売1,700円/当日2,000円♦学生:前売1,000円/当日1,300円

♦高校生以下無料♦フオーラムメイト：1,500円

※フオーラムメイト割引は前売‘フオーラム事務所のみ取扱

前売開始：10月9日(木)

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ciw、勝木書店本店、響のホール、松木屋日之

出店、アル’プラザアミ、アル・プラザ錮江

プレイペントまちな力、のあの場所この場所で歌声喫茶を開催します！

vol.1 9月23日(火-祝)①13:00～②15:00～

A0SSA1階アトリウム入場無料

vol.211月22日(土)15:00～

カフェあんのん(福井市北四ツ居)1,000円(飲物付)

主催: NPO法人福井芸術’文化フオーラム

お問し、合わせ：Npo法人福井芸術-文イヒフオーラム0776-23-6905旧～金10:00～18:00/土日祝休)

ふつ力、～と2008秋冬5
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企画進行中、そして見えてきた安全管理とい ★
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大ホールのステージ内に人形劇の舞台と客席を設営。写真左が鍛帳、写真奧にも幕や反響板などの舞台機構が見える。

2008年8月1 2日午前11時と午後2時、福井市文化会館大ホールの

ステージ内では子どもたちの歓声が沸きあがりました。令年度より

推し進めてきた新企画旧ピー&ステージ企画」の第一弾として「夏休

み子どもシアター」を開催。鍛帳で仕切られたステージ内に人形劇の

舞台と客席を作り、午前午後の2ステージで約130人のお客様が、「人

形劇団とんと」の上演による「三匹のやぎのがらがらどん」と「いきてる

力、し、」を楽しみました。
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このステージ上にお客さんを誘導し、ゴザ敷きの客席に座ると天井

には吊りもの用のバトンや文字幕、照明が並んで見えます。会場に入っ

てきた子どもたちはこの風変わりな空間に座り「いったい何がはじまる

のだろうjと嬉々としています。そして人形劇が始まるとしんと静まり、

1時間の舞台を楽しみました。夏休みのひととき、子どもたちにとって

はとても楽しい企画になったと思います。今後このよろな形の公演事

業企画を別なアプローチでも提案できるのではなし、かと思し、ます。

6ふつ力、～と2008秋冬

当初この企画は会館の新たな活用方法の提案として、文化会館の口

ピーで行ろ予定でした。しかし文化会館管理サイドとの協議を進める

中で、安全管理上避難誘導の十分な通路を確保できなし、ためロピーで

の公演事業を行ろことが出来ないことがわかり、急違会場をステージ

に変更して実施しました。ロピーで出来なかったことは残念なのです

力4、事業を企画していく部会や常任理事会の中で、この「安全管理」と

いろことが今までのフオーラムの議論の中で欠落していたこと力(わか

つたのです。今までは事業運営に精一杯であったために安全管理まで

考えられなかつたというのが正直なところです。今回の企画ではステ

ージ上にお客様を乗せるとし、ろことで十分な係員を配置したり、特に

子どもたちが舞台脇の綱元などの危険箇所には立ち入らないよろ気を

遣し\ました。

令回の企画に限らす、たとえば公演事業中に火災や地震などが起

こつた際のお客さんの避難誘導をどうするかといろことや公演事業

中に事件や事故があった際の対応をどろするかという議論は令まで

あまりされてきませんでした。当フオーラムを立ち上げて以来、運

良く公演中の大きな事件’事故や災害には遭っていませんが、事件-

事故や災害はいつやつてくるかわかりません。さまざまな事件-裏

故や災害を想定したシュミレーシヨンや訓練を行ラ必要があります。

(常務理事’広報部長:前田耕一)
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Q&A
指定管理者制度ってなに？

指定管理者制度とは

平成15年の法改正により、「公の施設」の管理運営が、

市直営や外郭団体に代わって、市が指定するNPO法人や

民問企業等が、単なる業務委託でなく施設全体の維持管

$里や利用料金の設定など、これまで市力巧ってし\た業務

を行うことが出来るよろになりました。この市が指定す

る団体を「指定管理者」といいます。

0D

指定管理者制度の対象となる「公の施設」とは

ここでいろ「公の施設」とは市が市民の福祉を増進す

るために設置し、市民が直接利用することを目的とし

て作られた施設のことです。身近な施設として、文化

会館、体育館、駐車場、国民宿舎などがあります。

ゆ 翁� 潜
ぶ俗

指定管理者制度導入の目的は

民間の経営やNpoの住民参固のノウハウ等の活用を

進めることにより、市民に質の高いサーピスを提供す-

るとともに経費削減を図ることにあります。

�f!«WS�S�V��SKV�f��WV,y�f:��-!fvW� ・・�f�T��W��f���-£�'W�-'--f?K�ytSf-ffW'���
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フロントスタツフ募集

公演当日のボランテイアスタツフを募集しています。

チケットのもぎりや会場案内などお客様を気持ちよく

お迎えするお仕事です。

あなたも一緒に活躍してみませんか？

-活動日は本誌8ページを参考にしてください。-

(開演2時間前～終演後30分程度)

‘事前に仕事内容の講習(受講無料)があります。

-年齢、性別などは問いません。

-軽食をご用意しています。また、当該公演を無料で

観ること力、'できます。

募集は随時行っています。興昧のある方はお気軽に

お問い合わせください。お待ちしています。

リ・ �����KK(BN9y¦��!ll'.:.-参tWN»»礁�》

前回の書き手福井フラスアカデミー指揮者山下秀雄さんからのご紹介です。

わたしたち、もっとも信頼しあった音楽活動仲間です。

唱采が近い
ぜさぼぼ松村勇

まだ三十代そこそこの若造でした。ほんの少し専門的に音楽を勉強しただけ

なのに、自分よりはる力、に経験豊力、な人たちを前に合唱指導をしたのです。さぞ

生意気そろであったと思し、ます。

それは、ペートーヴェン作曲交響曲第九番四楽章の「歓喜の歌」でした。在学中、

NHほ響楽団の「第九」に出てはいたのですが、指導など滅相もないことです。で

も、多くの方が証言を残しておられるよろに、この演奏会は常に大成功でした。

つまり、若輩者の私はとんでもない幸連に出会ったのです。しかもそれが二十年

以上も続いたのです。

「第九」が始まったのは昭和五十年でした。以来、福井市文化会館での演奏は

二十二回を数えました。

本番では、私は大抵合唱団員のメンバーに加わり、あの洪水のようなオーケス

トラと合唱の音の渦の中で歌いました。あまり多くはないのですが、練習の成果

を見届けようと客席で間し\たことも何度力、あります。

「第九jの聴衆は随分好意的だと感じていました。CDで名演奏を極めたはずの

人までが「やはり生演奏だ！」「やはり第九だ！ jと熱狂します。理由はいろいろあ

りそろです力\’、多分、「第九独特の感動jを期待通りに提供してくれた、といろと

ころではなし\でしよろ力、。

少々無理な例えかもしれませんが、焼きそばなら何でも0Kという焼きそば好

きが、ちやんと調理した焼きそばをたまに食すると大いに感激する、それに似た

風な感じがします。

ところ力、’、客席の私は、聴衆力、'熱狂する中一人違うことを考えていたよろに思

います。私は当事者の一人であり少し専門家でしたから聴衆と合わせて拍手し

ながら、少々複雑な気分に陥つてし\たのです。感動の分析などしてし\たからです。

『限界を超えそろな程のハイテンシヨンの感情移入が、少々のトラプルを解消し

てしまつた』と力、、『合唱力ま体的に表現をしたから、オケとのプレンドが良かつ

た化か、『それにしても打ち合わせどおりには歌ってくれな力、った』などと、聴衆

の熱狂にほ〈そ笑みながら、心の中でつぶやしてし、たのです。

それにしても、このホールの満場の拍手は良いですね。ステージに向かつて

拍手の音力、’降つてきますから。何となくですが、このステージにいると喝采が近

い感じがします。このホール独特のよろに思います。

最近読んだ茂木健一郎の『音楽からすべては生まれる』といろ本の中に、数量

化できない感動こそ、人が生きる上でいかに大切であるかが力説されていまし

た。彼は人の生き力に質(クオリア)を問うのです。演奏や感動の質こそ重要だ

というのは納得です。し力、し、脳科学者に逆らうつもりはないのですが、拍手は

演奏の質を的確に表現できると思し、ません力、。しかも、拍手によって感動が更に

深まることだつてありますよね。

文化会館で「第九jを演奏してし、たころ、誰かが言し、ました。『「第九」はステージ

で歌ラに限る』と。それは『福井市文化会館での「第九jは、ステージで喝采を浴び

るに限る』と同じ意昧なのです。

I松村勇春まつむらいさわ

昭和18年武生市(現’越前市)生まれ。福#市コールアカデミー、男声合唱団フロッグス、福井

大学グリーンェコーの常任指揮者。福井市文芸協会と福井県合唱連盟の共催で始まった(昭和

50年～平成8年第22回まで)第九交響曲演奏会の第1回目からの合唱指導者。福井県合唱連盟

特別顧問。

卷福井市文化会館にまつわるェ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。

ふつ力、～と2008秋冬7
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「歴史探索サロン」を開催
本年度第1回のサロンが5月24日(土)の午後に福井市文化会館で開

催され、当フオーラム会員、一般の方約30名が出席しました。講師は

福井大学名誉教授の単田嘉意氏で、演題は「幕末における民衆の社会‘

政治批判q旨井藩を中心に一」でした。

当時の民衆がその方法として多く用いた「落書」とは、匿名で政治や

社会を批判したり風刺した書付のことで、人目に立つ所に張ったり、わ

ざと道端に落としたりしたもので、投書の形を取ることもありました

が、とりわけ社会不安が増した幕末に盛んに行われたそろです。
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7つの項目立てには、「松平塵永に関するもの」や「幕末の福井藩に関

するもの」といった地元ネタもあり楽しく身近に聞けました。全体を通

し、落書を行ったその頃の民衆の心は、年金、後期高齢者、石油、イラク、

改憲問題などに批判的な現代日本人の心と通じるもの力沫るとの解説

に、一同額くことしきりでした。

(理事・広報部会：山下博)

� � � �
・事業をやっていく中で、危機管理能力が必要なことがわかりま

した。新たな課題ですね。 (K' M)

♦放送大学の大学院と学部での芸術’文化関係科目の魅力は本誌

でも触れてきたが、科目群履修認証制度(学校教育法)に基づ<

「芸術系博物館プラン」も発足している。先日も、現役生で本会

法人会員(取材等々のご縁)有カメンバーのS氏とその挑戦を含

め談論。 (H.Y)

◎今回の「ふつ力、～と」はしゆ力でしたか？ご意見-ご感想'ご要望など、

メールまたはFMでフオーラムまでお気軽にお寄せください。
�����������������������������������.

Progra
福井芸術’文化フオーラム

2008年10月～2009年3月
おもな事業のご案内

柳家三三能楽堂落語会

10月16日は)13:30

会場：福井能楽堂

(福井市民福祉会館内)

地点公演

『ワーニヤ伯父さん』

11月14日(金)19:30

詳細は4べージをご覧ください

うたおろみんなで！

胃春の大載南喫茶

12月14日旧)14:00

詳細は5べージをご覧ください

コンドルズ

福井スペシヤゾレ公演2009

2009年3月7日は)17:00

構成.映像.演出：近藤良平

第7回芸文いこさ寄席

2009年3月14日(土)15:00

出演:桂雀々

春風亭昇太

柳家三三

桂吉弓ホ

林家二楽(紙切り)’

◎会場はL \すれも福井市文化会

館です(能楽堂落語会を除<)。

◎情報は2008年8月末日現在の

ものです。内容、公演タイトル

等は変更になる場合があります。

必すチラシなどでお確かめくだ

さしん

◎詳細はお問い合わせいただく

力、、福井芸術-文化フオーラムの

ウェプサイトをご覧〈ださい。

・・・・・・・・< >・・・・・・・・・<
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ご案め

福井芸術'文化フオーラムは、文化のちからでふ<し\

のまちづく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

さまさまな事業を企画’運営しています。

一緒に活動しませんか？あなたに合ったかかわリ方カホります。

[正会員(アートスタツフ)]あなたの思いや夢を力タチに

3通りのかかわり方

①会の運営を担う�部会や委員会に所属

②ひとつの事業の企画から実施まで�事業プロジェクトスタツフ

③気軽にちいさなお手伝い

[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)]もっと舞台を身近に、楽しく

-フオーラム主催公演のチケツトを先行予約、優待割引

-公演’催しの案内、文化誌「ふっか～と」を送付

國会費=年会費

正会員(アートスタツフ)...................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

̶を員...........................in 3,ooon

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'文化フオーラム電話0776-23-6905

開所時間：月～金10:00～18:00 /土日祝休

(2008年12月27日～2009年1月4日は年末年始につき閉所し、たします)

福井芸術'文化フオーラムの活動を

応援しています(2008年度法人賛助会員)

セーレン株式会社

北陸労働金庫

島崎電器商会

財団法人福井県予防医学協会

発行

次号2009春夏号は

2009年4月1日発行予定です
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激
Npo法人

福井芸術・文化フォーラム

花月爲車場■

東別院*

福井大仏■

910-0019福井市春山2-ァ-1福井市文化会館内 �I

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

e-mail: geibun@geibun.info http://geibun.info/

*福#市民福祉会館

♦福#市文化会館
>フオーラム事務所

ま腫ぼだだきすぐ)
裁判所♦

ワI

I

町
街 #市役所

福#銀行■

ん#駅
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