AOSSA −アオッサ−

三谷市民文化振興財団の助成団体
様々な場面でイキイキと活動するグループを紹介します。

☎ 090 − 8704 − 7063

演劇を通じて豊かな心を育み、人との
つながりや絆の大切さを子どもたちに経
験してもらおうと、市民劇団
「虹の会」
子
ども劇場が 年に設立された。
子どもたちによる日々の練習の場は、舞
台を成功させるためだけにあるのではな
い。そこは他校の生徒と知り合ったり、ス
タッフの大人たちとコミュニケーションを
とったりと、学校だけでは得られない貴重
な体験ができる場でもある。また、遊びを
取り入れた練習を通して、声が小さく引っ
込み思案だった子が大きな声を出せるよう
になったりと、子どもたちが楽しみながら
自信を身につけられる場にもなっている。
まだ数回の公演にも拘らず、公演日は
常に満席状態。一生懸命に演じる子ども
たちの姿に触発されて、地元合唱団や学
内クラブに所属する子どもたちも舞台に
参加。地域ぐるみで子どもたちを育て、
団結力を強化するきっかけとなっている。
05

越前竹人形

＜坂井市＞

竹の持つ曲線美、直線美が最大限に生かされた伝統工芸、越前竹人形。戦後、竹製花額を
制作していた師田保隆・三四郎兄弟が竹の切れ端で人形を作ったのが始まりで、郷土出身作
家、故水上勉氏の小説「越前竹人形」によりその存在が全国に知れ渡った。細やかな作業は修
行を積んだ職人にしか成せない技。人形の毛髪に使う竹は、わずか 0.2mm 程度まで細かく
割っていく。高度な技術と良質の竹から生まれる崇高な美しさが人々を魅了し続けている。
■問合せ先

越前竹人形の里 福井県坂井市丸岡町上久米田 63 −１ ☎ 0776 − 66 − 5666

CULTURAL PRESS

表紙の郷土工芸品

…………… 助成団体募集!! ……………
国指定伝統的工芸品および
県指定郷土工芸品
越前竹人形

三谷市民文化振興財団のホームページで
助成要望申請書がダウンロードできます！
www.mitene.or.jp/m-zaidan

募集期間：2008 年５月１日〜６月 20 日
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財団法人 三谷市民文化振興財団
〒910 − 8510 福井県福井市豊島１−３−１ 三谷ビル
TEL：0776 − 20 − 3188
FAX：0776 − 20 − 3184

■連絡先

櫛川地区 井の口川を美しくする会 会長 藤田憲治

05
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2007 年 12 月発行

・このニュースに関するお問い合わせは、☎ 0776 − 33 − 7571（株）
コミネットまで

☎ 0770 − 23 − 2419

敦賀の民のオアシスとして、昔から豊
かな生態系を育んできた井の口川。数
十年前の河川工事で整備されたものの、
その後は雑木や雑草が生い茂り、景観
が失われつつあった。
「櫛川地区 井の口
川を美しくする会」は、昔のように美し
い井の口川を取り戻し、敦賀の新名所
にしたいという地元住民の有志たちに
よって、 年３月に発足された。毎月１
回、早朝から行う川周辺の草刈りや清
掃が主な活動。
最近導入された草刈機が、
作業の能率アップに貢献している。
また、
清掃活動だけに止まらず、去年
（ 年）
の
秋にはコイの稚魚を放流しており、地元
住民との交流を深めている。川の周辺環
境も改善されてきたことで、県内外の釣
り人からの評価も上がってきた。
さらに、
去年は目標とするサケの遡上が６、
７匹
確認され、会員たちの地道な努力が少し
ずつ実を結んでいるようだ。

財団法人三谷市民文化振興財団は、ボランティア活動、スポーツ活動、
市民文化活動の支援を目的として作られた財団です。毎年５月に助成
団体を広く募集しています。
この遊楽彩祭（毎年１回発行）は、県内で活躍する人やグループ、各地
で企画されているイベントを紹介し、ボランティア活動、スポーツ活動、
市民活動のネットワーク化、活性化の促進を目的としています。

人と魚が共存できる、敦賀一清らかな川を目指して

市民劇団「虹の会」子ども劇場 代表 岡田利雄

演劇活動が、地域団結のきっかけに

■連絡先

櫛川地区 井の口川を美しくする会 （敦賀市）

手寄地区第一種市街地再開発ビル「アオッサ」が、2007 年４月 19 日、福井駅東にオー
プンした。全面ガラス張りの斬新な外観がモダンな雰囲気を感じさせる。光をたっ
ぷり取り込んだ明るい館内には、民間の商業施設と地域交流の場となる公共施設が
一体となり設置され、便利で快適な空間を提供している。アオッサのシンボルであ
るアトリウム（吹き抜け空間）
では、音楽やダンスに結婚式とさまざまなイベントが開
催され、人々が気軽に集える駅前の新スポットとして注目されている。

市民劇団「虹の会」子ども劇場 （坂井市）

■問合せ先 AOSSA 管理事務所
〒910− 0858 福井県福井市手寄１−４−１
TEL：0776− 20−6101
FAX：0776− 20− 6102
www.aossa.jp

椎村神社祭礼
おせちライヴ 2008
おせちを食べてライヴへ GOー！
１／３（木） 15：33 ～
みくに文化未来館（坂井市三国町）

で会場を沸かせた「エキストラ」を再演
する。 脚本・演出は、テレビドラマや映
画など数多くの作品を手がける三谷幸喜。
S 席：5,500 円、A 席：4,000 円
学生：2,000 円（A 席のみ）
■ NPO 法人 福井・芸術文化フォーラム
☎ 0776 − 23 − 6905

陸海空の動物展
～五湖周辺の生き物の今むかし～

５月５日
厄除けをし、五穀豊穣を祈願するこの祭礼は、神社
の神官による祭礼神事から始まる。その後奉納され
る獅子舞と王 の舞 は、その昔、田畑を荒らす獅子を
天狗の面を付けた若神が退治したことに由来してい
る。祭礼前に潮 垢 離で身を清める儀式や、素朴な舞
の仕草など、古くからの伝統が若狭の住民によって
現在も受け継がれている。
お

まい

しお

ご

り

（小浜市若狭区）

写真提供：小浜市

１／26（土）～３／20（木・祝）
若狭三方縄文博物館（三方上中郡若狭町）

全席自由席：2,000 円
■みくに文化未来館
☎ 0776 − 82 − 7200

劇団東京ヴォードヴィルショー
公演『エキストラ』
１／８（火） 19：00 ～
福井市文化会館（福井市春山）

三方五湖の周辺には多種類の生物が生息
しており、野鳥観察会などでも人気を集
めている。博物館では、鳥浜貝塚から出
土した動物の骨や三方五湖周辺で捕獲さ
れた動物のはく製などを展示し、過去か
ら現在までの動物たちの移り変わり、動
物と人間との関わり方を紹介する。
一般：500 円
小 ･ 中 ･ 高校生：200 円
■若狭三方縄文博物館
☎ 0770 − 45 − 227

小松長生 指揮
セントラル愛知交響楽団
「名曲コンサート」
ヴァイオリン：黒川侑
２／２（土） 19：00 ～

小松長生 指揮
セントラル愛知交響楽団
ふくいの新進音楽家たち
２／３（日） 14：00 ～

ことほ

正月に家々を寿 ぎ回ったというめ
でたい芸能。江戸時代には前田藩
に優遇され、加賀や金沢まで赴い
て各地を回り、人々に親しまれた。
お囃子に使う太鼓を弓形の細いバ
チでこするように叩くスタイルや、
早口で歌う軽快なリズムは越前万
歳特有のもの。全国の三大万歳の
１つに数えられ、現在は保存会に
より、初舞以外でも様々なイベン
トで演じられている。

各日：3,000 円 ※大学生まで半額
両日セット：5,000 円
■ハーモニーホールふくい チケットセンター
☎ 0776 − 38 − 8282

ね

は ん

無料
■永平寺町観光物産協会
☎ 0776 − 63 − 1188

劇団四季ファミリーミュージカル
「魔法をすてたマジョリン」
３／１（土） 18：30 ～
ハートピア春江（坂井市春江町）
小学生魔女のマジョリンは、子どもが行っ
てはいけない魔女の夜祭りをこっそり覗
いて、見つかってしまう。許してもらう
には、魔女の検定試験に合格しなければ
ならない。魔法で人間を困らせる優秀な
魔女になろうと、人間の村に忍びこんだ
マジョリン。ところが、そこで優しい人
間の青年に一目惚れしてしまい……!?
大人：4,200 円
中学生以下：2,800 円
■（財）坂井市春江文化振興事業団
☎ 0776 − 51 − 8800

桂文珍 47都道府県全国独演会ツアー
にっぽん！ ハハハ !!

現代オランダを代表する絵本作家でありグラ
フィックデザイナーのディック・ブルーナは、
「ミッフィー（うさこちゃん）
」の生みの親。
本展では、ブルーナの絵本「ミッフィーのた
のしいびじゅつかん」のストーリーに沿って、
モダン・アートを紹介するとともに、ブルー
ナのデザイン作品などを展示する。
一般：800 円、大・高校生：500 円
小・中学生：300 円
■福井市美術館
☎ 0776 − 33 − 2990

第 27 回平和堂親子劇場
シンデレラ姫／裸の王様
３／30（金） 11：00 ～／14：00 ～
福井市文化会館（福井市春山）
1981 年から毎年春休みに行われている、
本格的なマスクプレイ（着ぐるみ）ミュー
ジカル「平和堂親子劇場」。今回は、世界中
で愛され続けている童話「シンデレラ姫」
と「裸の王様」を上演する。躍動感溢れる
ダンスや夢と感動いっぱいのストーリーは、
親子で楽しめること間違いなし！
入場料：700 円
■平和堂親子劇場 プロデュース委員会
☎ 0120 − 246 − 248

第17回若狭・三方五湖ツーデーマーチ
５／17（土）、５／18（日）
集合場所：若狭町三方グラウンド
（三方上中郡若狭町）

●プロフィール しらい・あつお／ 1945 年福井市生まれ。日本を代表するビッグ・バンド「宮間利之とニュー・ハード」
や
「森寿男とブルー・コーツ」
に入団、演奏活動に従事する。
「モンタレー・ジャズ・フェスティバル」
や
「ニューポート・ジャズ・
フェスティバル」に出演、ディジー・ガレスピー、カウント・ベイシーとジョイント。福井に帰郷後、ジャズバー『シライ
ハウス』をオープン。1999 年、演奏活動によるジャズ文化の啓蒙が認められ「福井新聞文化賞」受賞。現在は、学校関係等
への音楽指導の他、
県内外での演奏活動を精力的に続けている。
2007年10月デビューアルバム
『SWINGIN' DADDY』
を発売。
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３／14（金） 16：30 ～
江市文化センター（江市東江）

人気と実力を兼ね備え、文化人としても
名高い落語界の重鎮・桂文珍。そんな多
芸多才な彼の独演会が、2008 年、25
周年を迎える。その記念すべき年に、桂
文珍が落語家として初の全国 47 都道府
県独演会ツアーに挑戦！ 人気の秘密で

デビューアルバム
『SWINGIN' DADDY』

全国からウォーキング愛好者を募集し、若
狭湾国定公園にある「三方五湖」や「三方
海中公園」などの自然景観に親しみながら、
鯖街道の宿場町として栄えた「熊川宿」の
歴史を体感する２日間のウォーキングイベ
ントを開催。新緑の季節、爽やかな初夏の
風を感じよう。
一般：2,000 円、高校生以下：1,000 円
（１日参加でも２日参加でも同額）
■若狭・三方五湖ツーデーマーチ実行委員会
☎ 0770 − 45 − 9118

ATSUO SHIRAI

（越前市味真野）

幅広い活躍をみせる指揮者・小松長生が
セントラル愛知交響楽団とともに、期待
の新人音楽家たちを迎えて贈るコンサー
トを２日間にわたって開催する。２日は、
小松長生と日本音楽コンクール第１位の
実力派バイオリニスト・黒川侑が初共演。
注目は、弱冠 17 歳（07 年９月現在）の
黒川侑がみせる、1694 年製のアントニ
オ・ストラディヴァリウス“シギチエリ”
を携えての演奏だ。３日は、未来のクラ
シック音楽界を担う、福井県出身の若き
アーティストたちによる情熱溢れる舞台
をお届けする。

雪に囲まれた永平寺の山門、瑠璃聖宝閣、
報恩塔、鐘楼をライトアップし、通用門
から山門に至る外観ルートが特別開放さ
れる。境内の参道や通路には、手作りの
竹燈籠や雪燈籠を灯し、幻想的な光の参
道を楽しむことができる。また、境内の
一角では、参拝者に手作りの涅槃団子の
振る舞いや、ロウソク販売なども行う。

に出向いたり、福井県立大学や仁愛女子
短期大学で教鞭を執ったりと忙しい。
「講義では、ジャズの成り立ちや演奏
方法を分かりやすく説明します。例えば
リズムの指導では、大縄とびをイメージ
させる。縄の１回転を１小節と考え、回
り方が早いところ、ゆるいところがあっ
て、つながってひとつのフレーズになり
グルーヴする。このグルーヴ感が音楽の
心地良さ。若い人に知ってほしいですね」
自身が率いるバンドでは時に厳しい指
導も行ってきたが、みんな信頼を寄せて
ついてきてくれた。
「音楽を人に伝え、と
もに演奏する」楽しさを経験してきた白
井さんだからこそ、人々の心をひとつに
つなげ、心地よい音楽を生み出すことが
できる。
「とにかく音楽が好きでたまらな
い！ それが上手になる絶対条件です」
はじ
還暦を過ぎてもステージでパワーを弾
かせる。お手本にしたい「親父」が、ここ
にいる。

ハーモニーホールふくい
（福井市今市町）

３／15（土）～４／13（日）
福井市美術館（福井市下馬）

福井のジャズシーンに、ムーヴを創ったサックス奏者

１月１日

美術館へ行こう！
ディック・ブルーナに学ぶ
モダン・アートの楽しみ方展

白井 淳夫

越前万歳 初舞

全席指定：4,000 円
■（特）Comfort さばえ
☎ 0778 − 52 − 7430

福井市内の繁華街・片町。ここに 年
もジャズバーを構えてきたサックス奏者
がいる。その名は白井淳夫さん。白髭を
たくわえ、片手にアルトサックスを携え
た姿を、この街で知らぬ者はいない。
白井さんは今年 月、万を持してリー
ダーアルバムを発売した。これまで交流の
あるアーティストのアルバムへの参加は
あったが、
自身が主軸となるものは初めて。
息の合った３人のメンバーと、旧友２人を
交えて関東でレコーディングを行った。
「レコーディングのときは、ライヴと
同じように演奏できましたね。緊張せず、
格好つけなきゃ、という気負いもなく、
ごく普通に」と余裕を見せる白井さん。
２日間で 曲というハードなスケジュー
ルも
「元気よく」
こなせたそうだ。
自身の店
『シライハウス』
でのライヴや
初アルバム発売、県内外のイベントに出
演と活躍する一方で、学校での音楽活動
にも力を入れている。文化祭の演奏指導

佐藤 B 作を中心に日本の喜劇を追求し
続ける、劇団東京ヴォードヴィルショー
が福井に上陸！ 名もないエキストラた
ちのある１日を描き、昨年の東京公演

ある巧みな噺を、この機会に聴きに行こう。

２／８（金）～２／11（月・祝） 18：00 ～
大本山永平寺境内（吉田郡永平寺町）

▲

坂井市出身のアーティスト４組が集う
ライヴイベント。独特な世界観を持つ
「横田はるな」と、ピアノの弾き語りで
聴く者を引き込む「ヒナタカコ」の女
性アーティストに加え、郷愁を誘う歌
声が魅力の「ツルベノブヒロ」、そして
精力的に活動を続けるインディーズバ
ンド「stoopyrider」が、2008 年のスター
トを飾る！

永平寺冬の燈籠まつり

