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お知らせ

料金

500 円 / 各回 ( 予約制 )
お申込み先

◆NPO 法人ひこね文化デザインフォーラム

11.23（月祝）8:30 集合

佐和山西麓、三成の茶室があったと伝

三成は、晩秋の紅葉に万感の想いを込

三成の城の名残を求めて、フィールド

わる仙琳寺竹林の竹で作った｢竹ぼら｣

めて詠っています。それに呼応するかの

ワークを開催いたします。開催日の 11

を吹いて、のろしがつなぐ山城の絆を一

ように森川許六は｢あはれさや粮（かて）

月 23 日は、今年 14 回目を迎えた｢琵琶

番美しい刻を迎える佐和山で、一緒に感

にもうれし木々の色｣と、佐和山の紅葉

湖一周のろし駅伝｣が佐和山城址からス

じてみませんか。
▲10.31 ジュニア歴史テナライ塾

10.25 開催 南こうせつ & 青島広志 withOEK プレコンサート

10 月 25 日 ( 日 ) ビバシティ平和堂

できました。
体を揺らして乗っていた
だいている方もいて、
そういう中で演

コンサートを開催しました。
金沢から

奏できて幸せでした。

ファゴットの柳浦さん、
チェロの早川

柳浦：思いがけず演奏会をやっていて

さんが来てくださいました。
演奏曲目

立って聞いていただいていた方や

南 こ う せ つ & 青島広志 with OEK
開催が迫って来た
「南こうせつ＆青島広

合唱曲を通して歌った後、
指導者の冨田

志 withオーケストラ・アンサンブル金沢」
。

先生から指導の声がありました。
「自分の力

ご来場の皆様に素晴らしい感動の舞台を

を出しましょう」
「おなかに力を入れて明る

は、
モーツァルトやビゼーの楽曲の他、

様々な方が演奏を聞いていただいて

むのではなく融合した楽しさが生まれ

お届けできるよう、
金沢と彦根連携して準

く口を大きく開けて！」
その後、
歌声が見る

本公演でも演奏されるフォスターの

ほわっとした気持ちになってもらえた

るのではと期待しています。
青島先生

備を 進 めています。今 年は 直 弼 公 生 誕

見る良くなります。
足踏みをして歌ったり、

曲。
アンコール曲には
「ふるさと」
が演

らとてもうれしいと思います。
いい雰

とは何回もご一緒していますが、
例え

200 年記念という特別な年。
直弼公の生

ソロパートを決めるための練習をしたり。

奏されました。

囲気の中演奏ができました。

ば作曲家の生涯と曲を紹介する、
とい

誕を祝う特別なプログラムが進行中です。

あっという間の１時間でした。
「テンション

−本公演の聞きどころは。

う企画の経験はありますが、
今回のよ

ご期待ください。

を上げて！」
「元気！」
「スピードに注意！」
と

は足を止め、
中には体をリズムに乗せ

早川：南こうせつさんの歌は誰もが聞

うな直弼公の生涯と音楽史をというの

今回の公演には彦根児童合唱団、
いなえ

て揺らしながらひと時のアンサンブ

いたことのある曲だと思います。
コラ

は初めての経験。
どんな音楽が生まれ

少年少女合唱団の皆様も出演いただきま

次回の合同練習は演奏会直前の11月21

ルを楽しんでいただきました。

ボレーションが楽しみです。
また、
青島

るか楽しみです。

す。
その合同練習が10 月24日に行われま

日、
もう本番直前。
本番の舞台でどんな歌

した。
出演いただくのは、
第1部青島広志先

声が響くのか、
とても楽しみです。

先生は難しいことをとても楽しく話を

出演者インタビュー

聞かせてくれる、
そのお話に音楽をど

プレコンサートに出演の柳浦さん

う合わせることができるか、
それをお

（ファゴット）
、早川さん
（チェロ）
にイ

客様と共有できたらと思っています。

ンタビューしました！

柳浦：南こうせつさんとは 10 年ぶり

−本日演奏された感想をお聞かせく

にご一緒できるのでとても楽しみにし

ださい。

ています。
また青島先生がご一緒なの

早川：とてもあたたかな雰囲気で演奏

で、
トーク・音楽というそれぞれで楽し

EVENT CALENDAR

11月 23日 月祝
29日 日
12 月 5日 土

〒522-0063 滋賀県彦根市中央町 7-47 K ビル 3 階

fax.0749-27-6880

公演についてのお問合せ・お申込み
mail

mail@hcdf.jp

tel

0749-23-3383

※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。

19日 土
23日水祝

佐和山城フィールドワーク
井伊直弼公生誕 200 年記念

南こうせつ＆青島広志
with OEK
埋木舎文化大学

直弼公の心

直弼公作文コンクール
応募作品展示会

2016
1 月 24日 日
2 月 21日 日

アンサンブル金沢

会場

ひこね市文化プラザグランドホール
（彦根市野瀬町 187-4）
料金 1 階席 5,800 円

2 階席 4,500 円
■当日 500 円増

■全席指定

プレイガイド
◆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

ジュニア歴史テナライ塾

〜埋木舎時代を中心に〜

特定非営利活動法人ひこね文化デザインフォーラム

生とたどる直弼公の音楽史の後半です。

オーケストラ・

11.29（日）14:15 開場 /15:00 開演

いった注意点が先生から伝えられました。

2015

発行
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▲10.24 彦根児童合唱団・いなえ少年少女合唱団練習風景

井伊直弼公 生誕200年記念スペシャルコンサート

公演レポート

にて、
プレ企画となる OEK のメンバー

お買い物に来られた多くのお客様

ひこね文化デザインフォーラム

タートします。

冬支度を始めかけた錦秋の佐和山に

ファゴットとチェロデュオコンサート

特定非営利活動法人

（佐和山城研究会）
講師 田附清子さん

のすばらしさを詠んでいます。

｢散り残る紅葉はことにいとほしき秋

発 行 ｜ 2015.11.20

（集合場所：龍潭寺前駐車場）
場所 佐和山城址

佐和山城フィールドワーク
の名残はこればかりぞと｣
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季 刊 ｜ 2015 Autumn

歴史手習塾 seminar21-1

埋木舎文化大学

井伊直弼公生誕200年記念 歴史手習塾特別企画

直弼公の心〜埋木舎時代を中心に〜
直 弼 公 生 誕 200 年 を
記念し、
直弼公が青年時代
に過ごした埋木舎での特
別講座の開催が決定しま
した！
講座の後は、
直弼公ゆか

料金

1,000 円
（埋木舎入館料・お茶代を含む）
お申込み先

◆NPO 法人ひこね文化デザインフォーラム

12.5（土）10:00〜11：30

真田家と二つの戦い

りの場所で抹茶をいただ

真田は関ヶ原合戦をどう戦ったか

きながらゆったりとした時

（彦根市尾末町 1-11）
場所 埋木舎

歴史手習塾 seminar21-2

間をお楽しみいだだけま

講師 大久保治男氏

真田は大坂の陣をどう迎えたか

す。
是非ご参加ください。

真田家と二つの戦い

（埋木舎当主・駒澤大学名誉教授）
1
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歴史手習塾のお知らせ

公演レポート

歴史手習塾 seminar21

真田家と 2 つの戦い

大河ドラマの主人公は、真田信繁。幸
村の名前でよく知られるが、これは江

第2講

戸時代になってつけられた通称であ

真田は大坂の陣をどう迎えたか

る。

2016.2.21（日）

関ケ原合戦の東軍の勝利は、家康が

「真田幸村」がなぜ、日本人にこれほ

天下人になることを決定づけた。大坂

ど愛されるのだろうか。日本の「戦国」

の陣を戦った武将たちは何を思って

を終結させ、その後に続く徳川家康の

戦ったのだろうか。

政権を決定づけた「関ケ原合戦」を真田

その後伝説となった「幸村」のかっこ

家はどう戦ったのか。さらに、信繁が戦

よさはどこにあるのか、多くの日本人

陣に散った「大坂の陣」
、信繁は何を思

に愛されるのはなぜか。大坂の陣を中

い戦ったのか。

心に追いながら、その後「幸村」という

2017 年 NHK 大河ドラマをより深

伝説となった信繁の人物像に迫る。

く楽しんでいだけるよう真田家から見
た 2 つの戦いを中心として戦国時代の
終焉を検証する。

第 1 講 講師

第1講

会場

宗安寺（彦根市本町 2 丁目 3-7）

料金 各講座 1,200 円

2 講座セット価格 2,000 円
プレイガイド
◆ひこね市文化プラザ
◆ビバシティ平和堂
◆アル・プラザ彦根
第 2 講 講師

2016.1.24（日）

真田は関ケ原合戦をどう戦ったか

小和田哲男

関ケ原合戦で真田家は父子が敵味方
にわかれて戦っている。実際には関ケ
原ではなく、上田合戦で西軍についた
昌幸・信繁と東軍についた信之は合い
まみえる。
秀吉の死後、関ケ原合戦までの 2 年
間「秀吉後」を見据え、事態は大きく変
化していく。それぞれの思惑を胸に「関
ケ原」を迎えた武将たちの生き方を真
田家を中心に検証する。

氏

PROFILE!

静岡大学名誉教授。1944 年静岡市生まれ。
戦国時代史研究の第一人者。
これまで評価の低かったナンバーツーに光
を当てるなど、新しい歴史像を提示している。
NHK 大河ドラマ「秀吉」
「功名が辻」
「天地人」
「江」に続き、
「軍師官兵衛」でも時代考証を担当
した。
子ども向け入門書やテレビ番組などで、歴史
の面白さを分かりやすく伝えている。

井伊直弼公作文コンクール
入賞作品展示会開催！

北川央

氏

PROFILE!

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

9.27 開講 ジュニア歴史テナライ塾
井伊直弼公のお茶を学ぶ
今年は直弼公生誕 200 年の記念の年。

民家を活用した文化事業。
その 2 回目と

第 3 回目のコンサートでした。
会場の納屋七は、
江戸時代中期に建てら

音色〜」
を開催しました。

れた彦根市の登録文化財。
歴史を感じる

その 1 回目となる講 座を 9 月 27 日
（日）
に開催しました。
講師は彦根城博物

開演は 16 時。
日没近くなった中山道

格子連子やライトアップされた庭が演

館学芸員の奥田晶子先生。
開催中の特別

沿いの趣ある古寺には秋の風情が漂っ

奏会の雰囲気を盛り上げてくれました。

展
「一期一会の世界 大名茶人 井伊直弼

ています。
東円堂雅楽会の皆さんによる雅楽の演

ピアノの松田さんの演奏に耳を傾け秋の

室を見学しました。
後半は講堂での先生

奏は、
楽器の解説や雅楽の歴史のお話な

風情が漂う町屋には心安らぐ時間が流

の講義。
直弼公が自ら作ったお茶道具や

ど、
音楽を楽しんでいただくだけでなく、

れました。
西洋音楽と日本の音楽がバラ

現存する茶会記「彦根水屋帳」から直弼

初めて雅楽を聞いていただく方にも分か

ンスよく構成されたプログラムをお楽し

公がお茶にかけた情熱について詳しい

りやすい内容でした。
「ふるさと」
などの

みいただきました。
当日は東村さんの誕

説明をいただきました。

唱歌も織り交ぜ、
会場の皆さんには声を

生日。
誕生日ケーキのサプライズもあっ

さらに参加者から展示室で見た作品

出して一緒に歌っていただきました。
秋

て演奏会は和やかな中で終了しました。

の好きなものを発表。亀の形の香合は、

の夕暮れ時、
雅な雅楽の演奏に包まれた

「形も楽しいし、
香りも楽しめてとてもい

出演者インタビュー

本企画は小野町および庭師集団いろ

物館・国立劇場・神戸大学・関西大学など、
多くの

10 月 31 日
（土）には埋木舎でのお茶

は組の皆様の全面的な協力をいただき、

東村：とても趣のある場所で新鮮な気持

大学・博物館・研究機関の委員・研究員・講師を歴

体験教室を開催。講師は、当主の大久保

開催した地域活性化事業。
多くの皆様方

任。
織豊期政治史ならびに近世庶民信仰史、
大阪

ちで臨めました。
距離がとても近いので

治男先生と一会流樹聖会の神野豊子先

のご尽力により盛大な催しとなりまし

地域史専攻。
著書に
『大阪城ふしぎ発見ウォーク』

お客様の反応や感情が伝わってきてより

生です。

た。これを機会に、皆さんが住む地域の

情感を込めて歌うことができました。

豊かさに気づいていただく機会としてい

松田：距離が近い分、お客様と心を通わ

所・国際日本文化研究センター・国立歴史民俗博

（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。

大久保先生による埋木舎と直弼公の

ただければ幸いです。

せて演奏することができました。

会流樹聖会の皆様からお茶の手ほどき

地域の方から

−彦根の音楽家を支援する会について

を受けました。
先生のお点前を拝見した

先生のコメント
茶の湯という馴染みの無いテーマだったと思
いますが、
参加者の皆さんは、
しっかりと耳を

後、お菓子のいただき方、お茶の点て方
など体験。神野先生は、直弼公のお茶を
表現するのに欠かすことのできない
「一

傾けてくださいました。講座の最後に一番気

期一会」
や
「独座観念」
などの言葉を説明

に入った作品を発表してもらいましたが、
皆

をしてくださいました。

作品が寄せられました。

感性で発言されていたのがとても印象的でし

も子どもたちの活動を見ていただくこと

た。
この講座を通じて、
私自身も、
作品の魅力
を改めて感じとることができました。
ご参加
ありがとうございました。

ができました。
子どもたちからは
「楽しかった」
「色々
な心得を教えてもらって良かった。
」
とい
う意見が寄せられました。

ジュニア歴史テナライ塾講師

奥田 晶子さん

−町屋での演奏会はいかがでしたか。

生涯についての講義の後、神野先生・一

茶会、貴重な機会です。訪れた観光客に

開国記念館（彦根市金亀町 3-2）

時間は日暮れとともに幕となりました。

い」
という感想を寄せていただきました。

が面白い」
など、
簡潔な言葉で表現し、
素直な

会場

満席となった会場のお客様は東村さん、

のすべて」
を見学した後、木造棟の天光

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、120 点余りの

12.19（土）〜 12.23（水・祝）8：30 〜 17：00（最終日は 16：00 まで）

本公演は
「彦根の音楽家を支援する会」

なる
「古民家雅楽会〜日本古来の楽器と

直弼公が実際に過ごした場所でのお

期間

今年から新たに取り組みを始めた古

10.4 開催
東村佳奈ソプラノリサイタル

学ぶ編として 2 回の講座を計画。

さん、
作品の特徴を、
「色がきれい」
「
、デザイン

応募者の力作を是非ご覧ください！

10.11 開催
古民家雅楽会

ジュニア歴史テナライ塾では、
直弼公を

直弼公生誕 200 年を記念して小学生・中学生を対象に

12 月上旬の審査会を経て決定した入賞作品の展示会を開催します。
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1.24（日）13:30 開場 /14:00 開演（予定）
「真田は関ヶ原合戦を
どう戦ったか」
2.21（日）13:30 開場 /14:00 開演（予定）
「真田は大坂の陣を
どう迎えたか」

こ の 度、NPO ひ こ ね 文 化 デ ザ イ ン
フォーラムの主催により、
彦根市小野町
において、7 月 25 日に古民家居川家で
落語会が、
10 月 11 日に安立寺本堂で雅
楽会が開催されました。
ともに会場はほ
ぼ満席で、
これほど身近に古典芸能を鑑
賞する機会は経験のない方が多かった
のではないでしょうか。
いずれも演者と
一体となって堪能いただけたものと思い
ます。
これらの催しには地元の方々に掃
除や会場準備等をお手伝い頂き、
手づく
り感が共有できたのが地域にとっても大
きな成果でした。地酒
「小野庄こまち」
が
観客に振まわれるなど、
終始和やかな雰
囲気の催しになりました。

どう思いますか。
東村：音楽活動から離れていた時期もあ
り、
自分だけでは演奏会を開催すること
が難しい中、
こうした活動があって演奏
会が開催できたことを喜んでいます。
松田：演奏家にとってはこうした支援が
あることはとても嬉しいことです。
−今後の活動予定、
抱負をお願いします。
東村：今回の公演を通じて自分の課題を
見つけることができた。
１つ１つクリア
して演奏活動を続けていきたいです。
松田：日常生活の中でほっこりする時間、
安らかな時間を作っていけたらと思って
います。
そういう時間を届けられる演奏
会ができるように努めていきたいです。
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