
　第 5回目となる演奏会は、リュイー
ル・シャトン・クァルテットの皆さんで
す。彦根市出身のヴァイオリニストとし
て活躍されている足木かよさんをはじ
め、森有加さん、近藤悠叶さん、尾高詩音
里さんの弦楽 4重奏。現在は名古屋を
中心に活動されています。常に現状に満
足することなく、より深く音楽を追求す
るために多くの学びの場で研鑽を積ん
でいる皆さん。演奏曲は、クラシックか
らそれ以外の音楽まで幅広く皆さんに
お楽しみいただける内容。バレンタイン
にふさわしくロマンチックで華やかな
演奏会になること思います。大切な方と
ステキな時間をお過ごしください。
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公演についてのお問合せ・お申込み
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※お問合せ時間 平日8：30～17：15
※プレイガイドがある公演のチケットのお申し込みは、プレイガイドへお願いいたします。
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施設概要

・部屋 宿泊室　7部屋

 交流室　1部屋
　　　　　情報ツール  書籍・TV・ネット環境

・宿泊数　20～ 24名

・研修等の場合和室を開放して

 　30～ 40名程度でのご利用可

彦根の音楽家を支援する会 第５回演奏会 ♪♪ Happy Valentine Concert ♪♪

リュイール・シャトン・クァルテット『弦楽四重奏の贈り物』
まちやプロジェクト「本町宿」スタート！

2016

21日 日 歴史手習塾 seminar21-2
真田家と二つの戦い
真田家は大坂の陣をどう迎えたか

ひこね文化デザインフォーラムが支援する活動を紹介します

　ひこね文化デザインフォーラムの目
的にある「まちづくり、地域振興の推進・
観光の推進・文化振興」の視点に立ち、文
化事業・まちづくり事業の取り組みの一
環として、新規事業 まちやプロジェク
ト「本町宿」がスタートします！

【１】「本町宿」は彦根のまちの活性化を
目的に、「まちや」を利活用して創る宿
泊・交流施設です。
　彦根に不足する宿泊施設・地域交流施
設として機能するとともに需要が見込
まれるインバウンド客を受け入れ、宿泊
いただく皆様に彦根の文化との出会い
の場を創出します。また、彦根城周辺や

“夢京橋”を観光されるお客様をまちな
かへご案内し、周遊していただく仕掛け
のひとつとして機能することも目指し、
まち全体の活性化につなげていきます。
　
〇お越しいただくお客様にまちやの趣
　きを堪能していただける宿泊サービ
　スを提供します。
　この立地を生かしたサービス例は次
　のとおりです。
　◆伝統文化体験
　　お茶・華・謡曲・楽器（筝、琴、笛、三味線）
　◆彦根城・周辺歴史遺産等の早朝、
　　夕刻の散策
　◆周辺地域の情報検索

2.13（土）13:30開場 /14:00開演

1,000円

お申し込み

納屋七（旧広田家）
（彦根市城町 1-7-16）

会場

料金

米田 090-3265-5944
黒田 090-7482-0956

　ひこね文化デザインフォーラムでは、

2010年から金沢市に本拠地をおくオー

ケストラ・アンサンブル金沢（OEK）と文

化創造提携を締結し交流を深めてきまし

た。今年は井伊直弼公生誕200年記念ス

ペシャルコンサートです。

第1部「青島先生とたどる直弼公の生涯

と音楽史」  

　直弼公生誕200年を記念して青島先

生と共に企画を作り上げてきた第1部。

直弼公の生涯と西洋の音楽史をオー

バーラップさせながら紹介していきまし

た。青島先生はこの企画のために直弼公

のことを本や資料を読み込み勉強くださ

いました。ユーモアたっぷりの青島先生

のトークに会場からは笑いが絶えませ

ん。直弼公が生きた時代、西洋では「ロマ

ン派」という音楽が主流でした。ベートー

ヴェン、シューベルト、ヴェルディ、ブ

ラームスの楽曲がOEKの豊かな響きで

綴られました。第1部の最後にはアメリ

カのフォスターの曲を、彦根児童合唱団

といなえ少年少女合唱団の31人合同

チームが共演してくれました。時に青島

先生と音楽に合わせて体を動かしての

合唱。ゲストの北野里沙さんも登場して

いただき、第1部は華やかに終了しまし

た。  

第2部「南こうせつさんの名曲とともに」  

　趣を変えて南こうせつさんをゲストに

お迎えし、懐かしいこうせつさんの名曲

をお届けした第2部。こうせつさんの変

わらぬ歌声に会場は大きな感動に包まれ

ました。北野里沙さんの「母からの手紙」、

娘を思う母の気持ちに共感し涙を流して

おられる方も見られました。フィナーレ

は全員で「上を向いて歩こう」、サプライ

ズは直弼公にささげるバースディソン

グ。素晴らしい皆様方の共演により実現

した直弼公生誕200年を祝うコンサー

ト。あたたかな雰囲気に包まれて終演と

なりました。

　お客様からのお声には、「とても印象的

なコンサートとなりました。直弼公の生

涯と西洋音楽史という構成、学術的な公

演で実に良かった。」「すばらしいコン

サートでした。とても楽しく少年少女合

唱団も素敵でした。全部感動しました。」

といったお声が寄せられました。

　演奏会内容に関する満足度は98％、

スタッフの対応への満足度は99％に上

りました。そして合唱団の子どもたちに

も青島先生をはじめOEKの皆さまと共

演するというとても貴重な経験を積んで

いただくことができました。これからも

皆さまとのつながりを大切にし、OEKの

素晴らしい響きをお届けできるよう取り

組んで参ります。

〇ビジネスで来彦された人にも彦根の
良さを感じていただけるような空間を
演出します。

【２】地域の住民の皆様と観光客の皆様
の交流を創出します。
〇地域住民の皆様に運営にかかわって
　いただくことで、地域住民の皆様同士
　の交流を作り出し、地域コミュニティ
　再生の拠点としての機能を持たせます。
〇本町宿で提供するお食事は彦根近隣
　で採れたお米や野菜などの食材を使
　用し、地域の皆様に新鮮な地元産物を
　ご提供します。

【３】彦根で活動されている文化団体、ま
ちづくり活動団体の皆様と協働・協力し
て文化事業を展開し、彦根のまちの魅力
を体験いただける機会を作ります。

新規事業

■全席自由 ■定員 100名
[プログラム ]

モーツァルト　アイネ・クライネ・ナハトムジーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　より 1楽章

ハイドン　　　弦楽四重奏曲Hob.Ⅲ:57「そよ風」

葉加瀬太郎　　情熱大陸　他

13日2月 土 協力事業
彦根の音楽家を支援する会
リュイール・シャトン・クァルテット
弦楽四重奏の贈り物

11.29開催 南こうせつ&青島広志
with オーケストラ・アンサンブル金沢



　彦根が最も輝き華やいだ、戦国時代・
江戸時代をテーマとして2010年から
開催している「歴史手習塾」。第21回目
の講座は今年のNHK大河ドラマをテー
マとした「真田家と 2つの戦い」を開催
します。

第2講

「真田家は大坂の陣をどう迎えたか」
　関ヶ原合戦後、時代は江戸時代へ移り
ますが大坂には徳川家を凌ぐ権威を保
持した豊臣秀頼が君臨していました。豊
臣家と徳川家、最終決戦となった大坂の
陣で武将たちは何を思って戦ったので
しょうか。「伝説」となった「幸村」のかっ
こよさはどこにあるのでしょうか。多く
の日本人に愛されるのはなぜなので
しょうか。伝説となった信繁（幸村）の人
物像に迫ります。

2 3

歴史手習塾のお知らせ / 公演レポート 公演レポート
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seminar archive❹
歴史手習塾の講座はすべてDVD化されています。「市史
を読む会」をのぞくセミナー当日など、手習塾受講者限定
で貸出をしております！ぜひご利用ください！

近江を制するものは天下を制す！
信長・秀吉・家康の 3人の天下人をとりあげ、近江の人材
が歴史に何を残したかを考える。
小和田哲男先生、歴史手習塾初講義。
2010年 11月開講、連続3回。

歴史手習塾 講座 DVD 貸出中！

歴史手習塾seminar4天下人と近江の戦国武将

10.19開催 バロック音楽と
グリム童話 in スミス記念堂 　2015年12月5日（土）井伊直弼公生

誕200年記念歴史手習塾特別企画 埋木

舎文化大学「井伊直弼の心」を開催しま

した。

　今回の講座は井伊直弼公生誕200年

を記念し、埋木舎当主大久保治男先生の

ご協力により実現しました。｠

　会場となった埋木舎は直弼公が青年

時代14年間修養の日々を過ごしたゆか

りの場所。普段はお庭からの見学で内部

は公開されていません。今回は特別なご

配慮による埋木舎内部での講座です。｠

講師の大久保先生から埋木舎で過ごし

た直弼公の生涯をご講演がありました。

直弼公が実際に生活された埋木舎が現

存するということは、彦根にとってとて

も貴重な宝を持っているということ。参

加した20名あまりの受講者は熱心に聞

き入っておられました。

　講座終了時には、大久保先生からの修

了証の授与。本物の大学みたいですね。 

その後、お菓子とお抹茶でおもてなし。心

豊かな時間をお過ごしいただきました。

最後に埋木舎玄関前で全員で記念撮影、

さらに正門が開門！埋木舎と埋木舎から

見る彦根城の景色はこの町にとってとて

も大きな宝だと感じられた瞬間でした。

12.5開講 埋木舎文化大学

　井伊直弼公生誕200年を記念して開

催している作文コンクール。11月10日

に応募を締め切り、彦根市内を中心に

123作品の応募をいただきました。

　入賞者のお知らせします。

〔小学生低学年の部〕｠

最優秀賞 近藤ももさん（長浜市立湯田小学校3年）｠

埋木舎賞 内田知子さん（近江八幡市立安土小学校2年）｠

優秀賞 横山瑛基さん（彦根市立若葉小学校3年）

〔小学生高学年の部〕｠

最優秀賞 所晴生さん（彦根市立河瀬小学校5年）｠

埋木舎賞 村木春桜さん（彦根市立城東小学校6年）｠

優秀賞 森悠華さん（彦根市立城西小学校6年）｠

優秀賞 内堀瑶さん（彦根市立城東小学校6年）｠

優秀賞 武富真優さん（彦根市立城西小学校6年）｠

優秀賞 安田早希さん（彦根市立城西小学校6年）

〔中学生の部〕｠

最優秀賞 日下真桜さん（彦根市立稲枝中学校3年）｠

埋木舎賞 青山汐里さん（彦根市立稲枝中学校3年）｠

優秀賞 村瀬空さん（彦根市立稲枝中学校3年）｠

優秀賞 藤野桃果さん（彦根市立稲枝中学校3年）

　12月19日（土）には彦根城博物館講堂

で入賞者表彰式を開催しました。｠

　来賓として大久保市長、西川市議会議

長、善住教育長にお越しいただきました。｠

ひこにゃんも応援に駆け付け、最初に記

念撮影。｠表彰状の授与の後、入賞者を代

表して、中学生の部最優秀賞の日下真桜

さんがご挨拶。｠今回の作文コンクールを

通じて学んでいただいたこと感じたこと

をお話くださいました。｠

　地域の未来を担う小中学生の皆さん。

大人になっても故郷のことを思い、この町

に暮らす人も離れる人も故郷を思う気持

ちを持っていっていただきたいと思いま

す。

井伊直弼公
作文コンクール

歴史手習塾 seminar21 真田丸企画
「真田幸村」はなぜ日本人に愛されるのか？

真田家から見た2つの戦いから戦国時代の終焉を検証する！

2.21（日）13:30開場 /14:00開演
「真田家は大坂の陣をどう迎えたか」

1,200円
プレイガイド

宗安寺（彦根市本町 2丁目 3-7）会場

料金

◆ひこね市文化プラザ
◆ビバシティ平和堂
◆アル・プラザ彦根

　10 月 19 日（月）彦根の音楽家を支援

する会第 4回コンサート「バロック音楽

とグリム童 話 inスミス記念堂」を開催

しました。 

　出演者は、彦根市出身で現在フランク

フルトに在住の田中瑤子さん。バロック

ヴィオラで の出演でした。共演は同じく

フランクフルト在住のヨナス チェン

ダーラインさん、東近江市出身の小林祐

香さんです。さらに、グリム童話の語りと

して彦根おはなしを語る会の みなさん

にご出演いただきました。  

　田中さんの帰国に合わせて急きょの開

催決定にも関わらず、会場内に補助椅子

を出さなけ ればならないほど、開演前に

はお客様であふれました。 スミス記念堂

は、木造の教会でバロック音楽を奏でる

楽器の音を優しく包み、お客様に届 けて

くれます。教会の雰囲気ともマッチした

曲目、グリム童話の語りにスミス記念堂

に詰 めかけたお客様は堪能していただ

くことができました。 2 時間の演奏会は

瞬く間に終演、ライトアップされた彦根

城の前で彦根ならではの素晴ら しい時

間を共有しました。

2015.9.27　ジュニア歴史テナライ塾「直弼公のお茶を学ぶ」
・ちょっとむずかしかった。
おばあちゃんがたててくれたお茶がおいしくて自分もた
ててたのしかったから受講した。

2015.10.11　古民家雅楽会「日本古来の楽器と音色」
・楽器の説明等、分かりやすくてよかったです。雅楽の歴
史もわかり、良い勉強になりました。お寺での演奏は趣が
あり、情緒深くより一層良かったと思いました。唱歌等、親
しみやすくなじみがあり口ずさむことができ、良い選曲
だったと思います。
・小野町の風情とよくあった企画だと思いました。唱歌の
演奏は皆様の聴衆への心配りだと感謝の気持ちで聴か

せていただきました。

2015.10.31　ジュニア歴史テナライ塾

「埋木舎で体験する直弼公のお茶」
・お茶の飲み方やお菓子の食べ方がわかって良かったで
す。
・とてもいい体験ができて本当にうれしかったです。
・楽しかった。お茶を点てたのが嬉しかった。

2015.11.23　ジュニア歴史テナライ塾

「佐和山城フィールドワーク」
・山登りがつらかったけど楽しかったです。
・三成のことが知れてよかったです。

2015.11.29 南こうせつ＆青島広志withOEK
・素晴らしいオーケストラの演奏に合唱団とても楽しく井

伊さんのお話もわかりやすくとても良かったです。こうせ
つさんはいつまでも変わらない歌声で若い日を思い出さ
せてくれます。
・クラシックが身近に感じられて良かった。こうせつさん
最高です。
・200年記念らしく、彦根のこと井伊大老の頃の音楽のこ
とが楽しくわかったし、もちろん演奏も素晴らしかった。
・大老が生きた時代に照らし合わせて、音楽、作曲家を紹
介し演奏してくださる、とてもユニークな形で楽しめまし
た。選曲も演奏も良かったです。
・企画内容が豊富で大変よかったです。スタッフの皆様あ
りがとうございました。
・トイレの誘導をして頂いたのは初めてでした。効率が良
く親切だと思いました。
・スタッフの方が多くおられ客席まで案内いただき大変
有り難く思っておりました。

お客様の声お客様の声

　2012年から地域の子どもたちに豊か

な歴史を体感していただくため開催して

いるジュニア歴史テナライ塾。のろし駅

伝が開催される11月23日（月・祝）に合

わせて佐和山城フィールドワークを開催

しました。

　講師は佐和山城研究会代表の田附清

子先生。三成公の銅像の前で今日の無事

をお願いして元気よく歩き出しました。

かもう坂往還、西の丸などの説明をして

いただきながら1時間足らずで山頂へ

到着。今年ののろし駅伝は佐和山がス

タート。参加者には竹のほら貝をプレゼ

ント、早速吹く練習をします、子どもたち

の飲み込みの早いこと！戦国気分を盛り

上げる竹ほらの音を響かせていました。 

いよいよ10時、のろしが上がる時間で

す。佐和山の次は山崎山へつながります。

あいにくの曇り空で山崎山から上がるの

ろしは見ることができませんでしたが、

眼下に広がる彦根の町や彦根城、その後

ろに控える琵琶湖の美しさは最高でし

た。 子どもたちからは「思っていた以上

に山登りはきつかった」「とても楽しかっ

た」という意見が寄せられました。

11.23開講 ジュニア歴史テナライ塾
佐和山城フィールドワーク

PROFILE!

第 2講 講師 北川央 氏

1961年大阪府生まれ。神戸大学大学院文学研
究科修了。1987年に大阪城天守閣学芸員とな
り、2014年より館長。この間、東京国立文化財
研究所・国際日本文化研究センター・国立歴史
民俗博物館・国立劇場・神戸大学・関西大学な
ど、多くの大学・博物館・研究機関の委員・研究
員・講師を歴任。織豊期政治史ならびに近世庶
民信仰史、大阪地域史専攻。著書に『大阪城ふし
ぎ発見ウォーク』（フォーラム・Ａ）、『神と旅する
太夫さん』（岩田書院）、『おおさか図像学』（東方
出版、編著）など多数。

第2講の定員までわずか！
急いでお申し込みください。


