
　雅楽は5世紀から9世紀にかけて渡
来した楽舞が日本人に合う形に改編さ
れ、日本古来の歌舞とともに平安時代に
今日の「雅楽」と呼ばれる宮廷音楽とし
て大成しました。
　平安時代には、宮中や貴族、大きな寺
社などのさまざまな行事に舞楽や管弦、
散楽などが用いられただけでなく、貴族
たちは日常生活でも雅楽の楽器を楽し
んでいました。
　7月の落語会に続き、小野小町伝説が
残る小野町で日本の伝統的音楽である
雅楽会を開催します。雅楽の歴史や楽器
の紹介、日本の唱歌を雅楽で演奏してい
ただきます。
　秋の清々しい空気の中、中山道沿いの
趣ある古民家での雅楽会にどうぞ皆様
ご来場ください。（参考図書：「日本の伝
統芸能講座 音楽」（企画・編集 国立劇場）

　この度は、地元・彦根で演奏会をさせ
て頂く機会を頂き、とても嬉しく感謝し
ております。あるご縁により小学校で歌
わせて頂いたのが始まりでした。そのご
縁から繋がり広がり続け、たくさんの方
に支えて頂き、今に至ります。縁は縁を
呼ぶというのはこの事だと感じており
ます。今回は聴いたことがある曲を中心
に選曲し、私にとりましても挑戦です。
また、会場の皆様とご一緒に歌う場面も
あり、皆様と音楽を共有できましたら幸
いです。ぜひお越しください。
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公演についてのお問合せ・お申込み
〒522-0063 滋賀県彦根市中央町 7-47 K ビル 3階　fax.0749-27-6880

特定非営利活動法人ひこね文化デザインフォーラム

mail@hcdf.jpmail 0749-23-3383tel
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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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お知らせ

11.29（日）14:15開場 /15:00開演

1階席5,800円
2階席4,500円

プレイガイド　チケット好評発売中！

ひこね市文化プラザグランドホール
（彦根市野瀬町 187-4）

会場

料金

◆ひこね市文化プラザ　◆チケットぴあ
◆ローソンチケット　　◆ビバシティ平和堂
◆アル・プラザ彦根
◆滋賀県立文化産業交流会館

第１部の聞きどころ
　井伊直弼さんが生きた時代は外国でいう
といつの時代か、ということを音楽の歴史の
うえで調べようと思いました。そうしたら私た
ちがよく演奏会でとりあげるベートーヴェン
からアメリカのフォスターまでの時代である
ことが分かりました。ちょうどロマン派が活
躍した時期に重なります。外国のこの曲が出

来た時に直弼さんはいくつになり、
　何をしていたのか、ということが
　分かっていただければ嬉しいと思
　います。

井伊直弼公 生誕200年記念スペシャルコンサート

彦根の音楽家を支援する会（愛称：ソシオひこね） 事業のご案内

■当日 500円増　■全席指定

with OEK南こうせつ&青島広志 オーケストラ・

アンサンブル金沢

10.11（日）16:00開演

500円　■全席自由
お申し込み

居川家（彦根市小野町）会場

料金

古民家雅楽会～日本古来の楽器と音色～

2015

2016
24日1月 日 歴史手習塾 seminar21-1

真田家と二つの戦い
三成と関ヶ原合戦

21日2月 日 歴史手習塾 seminar21-2
真田家と二つの戦い
直政と大坂の陣

27日9月 日 ジュニア歴史テナライ塾
博物館講座
直弼公のお茶を学ぶ

4日10月 日 彦根の音楽家を支援する会
主催事業
～小さな空～
　　　  歌声を翼に乗せて
東村佳奈ソプラノリサイタル

11日 日 古民家雅楽会
～日本古来の楽器と音色～

31日 土 ジュニア歴史テナライ塾
埋木舎で体験する
直弼公のお茶教室

井伊直弼公生誕 200年記念
南こうせつ＆青島広志
　　　　　　 with OEK

29日 日

23日11月 ジュニア歴史テナライ塾
佐和山城フィールドワーク

月祝

◆NPO法人ひこね文化デザインフォーラム

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

直弼公の今のイメージ、イメージの変化
　かなりおじいさんのイメージしかなかっ
たですが、この人にも若いときもあった、生
まれた場所がどこなのかということも分
かってきました。またペリーさんと会ったと
きに何語を使ったのか、ということも考える
ようになりました。
　恐らく通訳は使ったのでしょうが新しい
考え方を持つ方なら「ハロー」ぐらい言った
かな、という風にその人の中身に入っていけ
るようになりました。

　井伊直弼公生誕200年を記念して開
催するスペシャルコンサート「南こうせつ
＆青島広志withオーケストラ・アンサン
ブル金沢」、そのスペシャルな企画が着々
と進行しています。
　コンサートは２部構成。第１部は「青島
広志先生の音楽史と直弼公の生涯をたど
る」をお届けします。
　直弼公は1815年11月29日に彦根
城内に現存する槻御殿で生まれました。こ
の時、世界の国ではどのような出来事が
起こっていたのでしょうか。
　1815年はお隣の国中国は清王朝の時

指揮者・青島広志先生から

代、西欧諸国はナポレオンの100日天下
の後、ナポレオンがセント＝ヘレナ島に流
される、という事件があった年です。後に
プロイセンで「鉄の宰相」と呼ばれるビス
マルクはこの年に生まれています。
　その時代の西洋音楽の潮流は、古典派
（モーツァルト、ハイドン）の音楽から、
ベートーヴェンにより基礎を築かれたロ
マン派（シューベルトやショパン）へと動
き出した時代でした。
　本公演では、青島広志先生が直弼公の
人生と西洋の音楽をOEKの素晴らしい
演奏とともにオーバーラップさせてた

東円堂雅楽会出演

10.4（日）17:30開場 /18:00開演

1,000円　■全席自由
お申し込み

納屋七（旧広田家住宅）和室
（彦根市城町 1-7-16）

会場

料金

◆NPO法人ひこね文化デザインフォーラム

雅楽の由来の説明
演奏曲目
　雅楽曲「五常楽」「越天楽」
　唱歌「ふるさと」「荒城の月」
　　　「琵琶湖周航の歌」 他
　「皇麞急（おうじょうのきゅう）」
　「陪臚（ばいろ）」

演目

どっていきます。第１部の最後は、アメリカ
民謡の父と呼ばれたフォスターの楽曲を
演奏。彦根児童合唱団、いなえ少年少女合
唱団の皆様が共演し、直弼公の生誕を祝
う歌声を披露します。
　そして第２部には、南こうせつさんが登
場。今も日本人の心にしみわたる歌声を披
露くださいます。新進気鋭のボーカリスト
北野里沙さんもゲスト出演。こうせつさん
と青島先生の息の合ったトークも演奏会
の楽しみの一つ。
　様々な魅力に溢れる演奏会。どの世代
の皆様にもお楽しみいただける内容です。
是非皆様お誘い合せてご来場ください！

MESSAGE!MESSAGE!MESSAGE!

※雅楽曲にはそれぞれの説明を行う他、使用
　する楽器の紹介コーナーも予定しています。

イラスト：大槻拓矢

出演者・東村佳奈さんからMESSAGE

～小さな空～歌声を翼に乗せて 東村佳奈ソプラノリサイタル

東村佳奈（ソプラノ） 松田千夏（ピアノ）

7/25 古民家落語会公演風景7/25 古民家落語会公演風景 7/20歴史手習塾seminar20開催風景7/20歴史手習塾seminar20開催風景
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歴史手習塾のお知らせ 公演レポート
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seminar archive❷
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！

「なぜ戦国大名は戦うのか」「なぜ幕府は滅び、朝廷は生き
残ったのか」という根源的な問いから、戦国時代をより深
く考え、知ることができる講座。戦国時代研究の第一人
者・小和田哲男先生と、気鋭の研究者・本郷和人先生によ
る豪華対談にもご注目ください！

歴史手習塾 講座DVD貸出中！

DVD画像歴史手習塾seminar12

小和田&本郷の謎解き戦国塾

　井伊直弼公のお茶をとことん体験する
今年のジュニア歴史テナライ塾！11月に
は佐和山に登り、石田三成の気分になっ
て彦根の街の美しい景色を眺めます。

井伊直弼公肖像
（所蔵：埋木舎）

　彦根城博物館の展示「一期一会の世界  
大名茶人井伊直弼のすべて」で直弼公の
お茶について深く学びます。
　直弼公はどうんな風にお茶会を催し
ていたのかな？どんな道具でお点前を
していたのかな？
　直弼公が残した茶会記で詳しく勉強
しよう。
　10月のお茶会の予習にもなるよ！

博物館講座

井伊直弼公のお茶を学ぶ

1

　直弼公が青年時代を実際に過した埋
木舎でのお茶体験学習会！直弼公の気持
ちになってお茶のお点前を体験しよう。
　埋木舎での直弼公の生活を教えても
らった後は、お茶の道具が並んでいるお
茶席で、お茶の道具について教えてもら
おう！お点前の経験の時には、お客様を
お迎えする気持ちを大切にお点前をして
みよう！

茶道体験

埋木舎で体験する直弼公のお茶教室

2
　「歴史は偉大な教師である。しかし生

徒の方が先に死んでしまう。」有名な言葉

を思い出します。今回のセミナー 20 大

石学先生の『勝者から敗者へ 徳川将軍家

のたどった道』を聴講して、この感を新た

にしました。徳川家康は先人秀吉を真摯

に観察し徳川体制を永続させましたが、

一転、幕末には旧弊に固執した徳川家は

崩壊しました。これらを大石先生は多く

の資料を駆使し、井伊直政公、直弼公も

絡めて緻密に解説して戴きました。今回

もすばらしい講座でした。

　大河ドラマ「花燃ゆ」の直弼に関する

シーンで、幕府から示された安政の大獄

処罰者リストを確認した直弼が、吉田松

陰の名の上に「遠島」の刑が記されている

のを見て、付箋を貼り「死罪」と書き改め

るシーンがありました。私は「あっ」と驚

きました。このリストとそっくりの資料

が、彦根城博物館の「彦根藩井伊家文書」

（重要文化財）の中に存在するのです。た

だ、この資料は彦根城博物館の企画展に

1度展示されたことがある程度で、一般

にはほとんど知られていない資料。「花燃

ゆ」の時代考証を担当されている大石先

生そしてNHKスタッフの方は、このよ

うな所までしっかりと把握されているこ

とに今さらながら驚きました。(谷口 )

9.27（日）10:00 開講 
彦根城博物館（彦根市金亀町1-1）会場
奥田晶子さん（彦根城博物館学芸員）講師

申込受付中 10.31（土）①10:00 ②14:00 開講 

埋木舎（彦根市尾末町1-11）会場
大久保治男さん（埋木舎当主）

一会流樹聖会
講師

申込受付中

　先生の説明を受けながら戦国時代に
近江の要の城として重視された佐和山
城について学ぼう！
　山頂では近江のろしの会主催ののろ
し駅伝を見学、佐和山城周辺の山城から
のろしが上がる様子を佐和山山頂で見
てみよう！佐和山山頂からは彦根の街
の景色が一望！今年ののろし駅伝は佐
和山がスタートです‼

　井伊直弼公が生まれて 200 年。 幕末
の重大な決断をした政治家として知ら
れていますが、直弼公は茶の湯や和歌を
愛した文化人としての面もありました。 
直弼公のいろいろなことを学び、感じて
作文にして下さい。

フィールドワーク

佐和山城フィールドワーク

3

11.23（月祝）8:30 集合（予定）

龍潭寺前駐車場集合
田附清子さん（佐和山城研究会）講師

申込開始：9月27日

定員 40名 定員 20名

500円 / 各回 ( 予約制 )料金

お申込み先

◆NPO法人ひこね文化デザインフォーラム

Message

seminar20講師 大石 学 氏（東京学芸大学教授）

「大石学と語り食す会」聞き手   

谷口 徹  
ひこね文化デザインフォーラム理事

　セミナー 20「勝者から敗者へ－德川将軍家がたどった道－」は、2015年７月19日（日）、20

日（月）の2日間、清凉寺でおこなわれました。

　19日の第１講「家康の天下統一－井伊家第１の『開国』＝『開国の元勲』井伊直政」は、今年没

後400年にあたる徳川家康の天下統一が、100年におよぶ戦国時代を克服し、265年にわた

る世界史でもまれな長期の「平和」を実現した意義をもつこと、その過程で、井伊直政が大活躍

し、家康が「開国の元勲」（『新訂寛政重修諸家譜』巻12）と評価して、６万石を加え計18万石と

して、上野国高崎城から近江国佐和山城に転封したことを話しました。

　20日の第２講「幕末維新の新視点－井伊直弼『第２の開国』－」は、直弼の日米修好通商条約

締結をめぐる幕末の政争について、「西高東低」史観がら解放される必要があること、直弼の

「開国」（欧米諸国との自由貿易開始）は日本の近代化にとって不可避の道であったことを話し

ました。

　また、19日夜にグランドデュークホテルで開かれた「大石学と語り食す会」では、「井伊直弼

と幕末政治－彦根発、第３の『日本開国』の提案－」として、彦根城、彦根遷都、井伊直弼の評価

など、史料をもとに説明し、ＮＰＯ法人ひこね文化デザインフォーラム理事谷口徹さんと、大河

ドラマ「花燃ゆ」の直弼に関するシーン、彦根城の世界遺産への期待などについて話しました。

　2日間の講義を通して、江戸時代の始めと終わりに、彦根井伊家が徳川家を勝者とする「開

国」と、敗者へと導く「開国」をおこなったことを指摘しました。そのうえで、第１、第2の「開国」が

国内、対外関係に「平和」をもたらした意義を述べ、将来、第3の彦根発の、日本と世界に「平和」

を発信する「開国」が期待されると課題を提起しました。

7.19-20開講
歴史手習塾 seminar20

7.19開講
大石学と語り食す会

7.25開催
古民家落語会～彦根の昔ばなし～

作文

井伊直弼公生誕 200 年記念市民公募事業

小中学生作文公募

募集

●小学生の部テーマ
　「私が直弼公だったら」
●中学生の部 テーマ
　「直弼公が思い描いていた日本とは」
●共通テーマ
　「直弼公と埋木舎」
　※テーマはいずれか1つを選んでください。
　※詳しくはひこね文化デザインフォーラム　
　　Webサイトまたはチラシでご確認ください。

　古民家活用事業「古民家落語会～彦根

の昔ばなし～」を開催。彦根や湖東地域に

残る伝承などを「落語」と 「語り」で楽み、地

域の豊かさを改めて知っていただく内容。

　落語家桂弥太郎さん、語り川﨑敦子さ

ん、小学生落語家西畑奏音君に出演いた

だきました。手遊びで和んだ後、川崎さん

の「磨針」などの語り、西畑くんの可愛らし

い仕草の落語「ももたろう」、そして桂弥太

郎さんによる落語「寿限無」と「皿屋敷」。「お

菊の皿」長久寺の伝承に触れつつ、弥太郎

さんの落語「皿屋敷」では満員の会場は大

きな笑い声に包まれました。

地域の方から（小野町 林 歩美さん）

　少子高齢化が顕著で、私が子どもの頃に

比べて「静かな町」になってしまったと感じ

る小野町。しかしこの度、自分が生まれ

育った地域が舞台となり、多くの方がこの

町に足を運んでくださったことに感銘を受

けました。また、日々当たり前になっていた

風景を「地域の魅力」として再認識できた

ことが良かったです。今後もこの町を大切

にし、地域資源の活用に関わっていきたい

と思います。最後になりましたが、ご来場い

ただきましたお客様を始め本落語会開催

に尽力してくださった皆様に厚くお礼申し

上げます。

みなさまの声

seminar20アンケートより▶佐和山をバックに
近江で活躍した武将を連想しつつ聴いて
いたので講義時間が短く感じた。 /江戸
時代の生活、文化に対するこれまでの考
え方を大きく変える講演であった。
落語会アンケートより▶地域のことも知らない
事が多いので、知るきっかけのなりよかっ
たです。 /古民家の雰囲気とてもよかった
です。語りや落語にマッチしていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎月１回、不定期な日曜の朝、デザインフォーラム
事務所が『市史サロン』に変わります。2年前から開催している「彦根市史を読む会」。今年度は
「市史を読もう！」を合言葉で集まったメンバーでの学習会形式となりました。
　決められたページを読んで、疑問と気づきをサロンに持ち寄ります。直政を荼毘に付した長松
院の甍越しに佐和山を臨みながら、ひととき、江戸時代の彦根にタイムスリップ。テーブルを囲
んで、お茶を飲みながら、これが彦根の町の新しい歴史の学び方です。

『彦根市史を読む会』が始まりました！

作文提出先
提出期間 9.1（火）～11.10（火）

ひこね文化デザインフォーラム
（彦根市内の学校に在学の方は学校あてに提出）


