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ひこね文化デザインフォーラムニュースペーパー
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お知らせ

古民家落語会 〜彦根の昔ばなし〜
や伝承が多く伝わります。
彦根市小野町には
小野小町伝説が残ることで有名です。
そうした伝承は物語として、
また一部落語

●

彦根を中心とした湖東地域には、
昔ばなし

桂弥太郎 桂吉弥門下

出演

ンフォーラムと、
同じく実行委員会メンバーの
「庭師集団いろは組」
の協力を得て実施するも

7.25（土）17:00 開場 /17:30 開演
会場

居川家（彦根市小野町）

料金

500 円

小野町は、
中山道沿いの趣のある雰囲気

●

語り りーたん、
からから、

演目

に古民家が点在する、
情緒豊かなまち並

げんげんぼうのおはなし

みが魅力です。
ま た、
集落を南から北

（川﨑敦子）

へ、
中山道に並行して流れる小野川は昔

落語 寿限無（桂弥太郎）
語り 磨針（川﨑敦子）

ながらの石積みの護岸が残り、
カワム

落語 皿屋敷（桂弥太郎）

蛍が見られます。
使われなくなった古民

◆NPO 法人ひこね文化デザインフォーラム

EVENT CALENDAR
7 月 19日 日
20日 月祝
25日 土

豊かな自然と恵まれた歴史に包まれて、
私たちのまちの良さを見直す機会としてください。

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
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
「彦根の音楽家を支援する会」は、彦根
市出身者やゆかりのある音楽家等を支
援するため、2014 年 12 月に結成され
ました。彦根の企業家や NPO などで地
域活動をしている会員が地域の文化環

東村かなコンサート
10.4（日）※会場等調整中

のご理解とご協力をよろしくお願いし
ます。

千の音色でつなぐ絆
8.9（日）14:00 開場 /14:30 開演
会場

（彦根市小泉町648-3）
ひこね燦ぱれす

支援する会協力事業

特定非営利活動法人ひこね文化デザインフォーラム
〒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
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。

特定非営利活動法人ひこね文化デザ

演奏会事業と、彦根の歴史が最も輝き華

がら新しい文化を織り重ね、人や町を温

やいだ「戦国時代・江戸時代」の歴史に焦

かい絆で結ぶ役割を担いたいと考えて

立し、８年目を迎えさせていただくこと

点をあて新しい切り口で歴史を学ぶ「歴

います。

勝者から敗者へ

ができました。ひとえにご支援いただく

史手習塾」は、多くの皆様方のご支援と

この度、私どもが開催致します事業や

徳川将軍家がたどった道

皆様方のお陰と、深く感謝を申し上げま

ご協力をいただきいずれの事業も成功

活動を市民の皆様に良く知って頂きた

古民家落語会

す。

裡に終了させていただくことができま

い、そしてご参加頂きたいとの思いか

した。

ら、季刊のニュース紙を発行することに

歴史手習塾 seminar20

〜彦根の昔ばなし〜
彦根の音楽家を支援する会
協力事業

千の音色でつなぐ絆

ヴァイオリンコンサート IN ひこね

9 月 27日 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

10 月 4日 日

彦根の音楽家を支援する会
主催事業

東村かなコンサート

11日 日

古民家雅楽会

31日 土

ジュニア歴史テナライ塾

11月 23日 月祝
29日 日

発行

mail@hcdf.jp

9日 日

支援する会主催事業

境向上を目指して活動を行っています。 ヴァイオリンコンサート IN ひこね
「彦根の音楽家を支援する会」の活動へ

8月

度は城下町の趣が色濃く残るまちの中

人と人とのつながり、絆こそが私たち

で各種文化事業を実施させていただき

の宝であるという感謝の気持ちを持ち

これからも私どもの活動にご理解と

ました。特に同じ城下町としてまちの魅

ながら今年度は更に彦根が持っている

ご支援を賜りますようよろしくお願い

力を発信し続ける金沢市に本拠地を置

優れた歴史遺産、自然、大地の恵み、心豊

申し上げます。

くオーケストラ・アンサンブル金沢との

かな暮らしなど古き良きものを残しな

南 こ う せ つ & 青島広志

真田家と二つの戦い

歴史手習塾 seminar21-2

真田家と二つの戦い
直政と大坂の陣

OEK

オーケストラ・
アンサンブル金沢

11.29（日）14:15 開場 /15:00 開演
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）

井伊直弼公生誕 200 年記念

歴史手習塾 seminar21-1

with

©Gakken Pub

佐和山城フィールドワーク
南こうせつ＆青島広志
with OEK

致しました。

井伊直弼公 生誕200年記念スペシャルコンサート

ジュニア歴史テナライ塾

三成と関ヶ原合戦

2 月 21日 日

昨年４月に中央町に拠点を設け、昨年

埋木舎で体験する
直弼公のお茶教室

2016
1 月 24日 日

発刊にあたって
インフォーラムは 2008 年 6 月に設

2015

家を地域の資源として活用したい、
とい

う小野町民の思いが今回の企画に結実しました。
手入れされた庭を楽しみながらの落語会、

4

お申し込み

ツ、
アブラハヤ、
サワガニそして初夏には

落語 ももたろう（西畑奏音）

mail

■全席自由

地域の古民家を地域資源に！

手遊びで楽しもう

ひこね文化デザインフォーラム

13 年前から昔語りを始める

のです。
さらに、
地元
「小野町老壮会」
の全面的
な協力も賜っております。

特定非営利活動法人

小学 3 年生の少年落語家

会を開催します。

会」
の構成メンバー、
私どもひこね文化デザイ

発 行 ｜ 2015.7.1

西畑奏音

は、
語りと落語で地域の伝承を知っていただく

動をしている
「彦根歴史的風致活用実行委員

NEWS PAPER

季 刊 ｜ 2015 SUMMER

川﨑敦子 彦根お話を語る会会員

などの芸能として後世に伝えられました。
今回

本事業は、
彦根の歴史的風致を活用する活

2012 年から彦根で落語会開催

創刊号

料金 1 階席 5,800 円

5 年前から定期的に彦根で演奏会を

トには、心に染みる歌声で今も私たちを

開催しているオーケストラ・アンサンブ

魅了する南こうせつさん、指揮者には各

ル 金 沢 (OEK)。来 彦 を 心 待 ち に す る

種メディアでそのマルチアーティスト

ファンもいるのではないでしょうか。

ぶりを発揮する青島広志さんのベスト

今年は井伊直弼公生誕 200 年記念

コラボレーションが実現。昨年の森山良

として 11 月 29 日（日）直弼公の生誕

子 withOEK に続く熱い熱気と感動に満

日に演奏会の開催が決定しました。ゲス

ちたコンサートに是非ご期待下さい！

2 階席 4,500 円
■当日 500 円増
プレイガイド

■全席指定

8.8（土）一般発売

◆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
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歴史手習塾のお知らせ

歴史手習塾のお知らせ

手習塾、6 年目始動 !!
歴史手習塾は、2010 年４月９日に

手習塾プロジェクトチームの結成は、

などを開催してきまた。その開催日数は

スタートしました。初回の講座は「新し

2009 年 11 月 でした。メンバーの皆

100 日を悠に超え、受講者数はのべ約

い江戸イメージ！」、講師は東京学芸大

さんとの議論はマニアックな歴史談義

6,000 人に上ります。今までにお越し

教授大石学先生でした。新しい歴史講

に始まり歴史上の人物論、誰も知らない

いただいた講師の方々は総勢 47 名と

座の記念すべき第一歩の瞬間でした。

歴史秘話など、毎回新しい発見に満ち、

なりました。研究の第一線で活躍されて

とても有意義なものでした。真剣な議論

いる講師先生方とのネットワークはプ

の積み重ねが５年間の結果に表れてい

ロジェメンバーの存在に並ぶ歴史手習

ます。

塾の大きな財産です。

そのリーフレットにはこう記されてい
ます。
〜
「History repeats itself」
歴史は繰
り返す…。だから面白い！「歴史手習塾」

2015 年ジュニア歴史テナライ塾始動！

井伊直弼公肖像
（所蔵：埋木舎）

本物に触れ、考え、感じ、実際に体験す
ることを大切にしてきたジュニア歴史
テナライ塾。本物の歴史の宝庫、彦根の
町に講師の先生とともに繰り出し、学び
感じていただく講座を今年も計画しま
した。さあ、今年も歴史のフィールドに
Letʼs GO!!

博物館講座

1

定員 40 名

井伊直弼公のお茶を学ぶ

2

茶道体験

定員 40 名

埋木舎で体験する直弼公のお茶教室

こ の ５ 年 間 に 19 回（55 日 間）の レ

これからも一味違った講座をご提供

は、城下町彦根で新しい切り口の歴史を

ギュラー講座、28 回のジュニア歴史テ

していきます。6 年目を迎えた歴史手

9 月 18 日から始まる博物館の展示「一

直弼公が青年時代を実際に過した埋

楽く学ぶ講座です。〜

ナライ塾を始めとして新修彦根市史を

習塾をこれからもどうぞよろしくお願

期一会の世界 大名茶人井伊直弼のすべ

木舎でのお茶体験学習会！直弼公の気持

読む会やスペシャル講座、手習塾感謝祭

います。

て」を見学した後、直弼公が極めたお茶

ちになってお茶のお点前を体験しよう！

歴史手習塾のスタートとなった 歴史

について深く学びます。表御殿に復元さ
れた「天光室」の見学もできるよ！

のあゆみ
レギュラー講座

11
「危機を乗り越えた日本人
〜江戸時代に学ぶ日本人の叡智」

2010 年度
1「新しい江戸イメージ！」

2012 年度

2「戦国彦根の城郭講座」

12「小和田＆本郷の謎解き戦国塾」

3「NHK 大河ドラマから見た歴史」
4「天下人と近江の戦国武将」
5「浮世絵から紐解く江戸文化」
6「屏風・絵図で識る彦根戦国・江戸史！」
2011 年度

新修彦根市史を読む会

2013 年度

18「軍師官兵衛の力」

9「江戸庶民の愉しみおもしろ講座」

2014 年度

10
「平清盛とその時代」

募集

19「井伊直弼公と幕末大河ドラマ」

作文

小中学生作文公募

2014 年度 景観編を用いて全 9 回

●小学生の部…文字数 低学年 800 字以内

その他

テーマ
「私が直弼公だったら」

高学年 1600 字以内

2010 年度「歴史学習を現代に活かす！」

●中学生の部…文字数 2400 字以内

2011 年度「食談」

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」

（協力事業）
2012 年度「時代考証学会」

2013 年度「歴史手習塾感謝祭」

9.1（火）〜11.10（火）

提出期間
作文提出先

勝者から敗者へ 徳川将軍家がたどった道

記念すべき 20 回目の講座は、手習塾の人気講師・大石先生による 2 回連続講座！
歴史は常に、勝者と敗者を作り出して
きました。
代の終焉は徳川家を勝者とし、世界にも
をもたらしました。
しかしその「勝者」徳川家は、幕末期に
は「敗者」として時代に追われていきま
す。
「徳川の平和」がもたらした成果と、
勝者が敗者になっていく苦悶の過程を、
にも注目しつつ、見ていきます。
2

講師

大石 学

氏

PROFILE!
東京学芸大学教授。江戸時代の専門家としてド
ラマや映画の時代考証の分野でも活躍し、現在放
映中の大河ドラマ「花燃ゆ」の時代考証を担当。
2010 年、歴史手習塾の記念すべき最初の講師と
して登場以来、わかりやすい講座と親しみやすい
キャラクターで手習塾の人気講師として定着。

会場

清凉寺（彦根市古沢町 1100）

大石学と語り食す会
セミナー 20 の講師大石学先生と膝を
突き合わせて歴史談義が実現！食事を

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

（埋木舎当主）
講師 大久保治男さん
一会流聖樹会

3 月 7 日の Jr 歴史テナラ
イ塾では小学生から保護者の方まで
参加いただき、
埋木舎で話をさせて頂
きましたことは効果抜群でした。
本年
は直弼公生誕 200 年の記念すべき
年、直弼公が 17 歳から 32 歳までの
15 年間修練された館そのままの姿で
現存し、
茶室や居間で庭を眺め空気を

佐和山城フィールドワーク
石田三成の居城佐和山城跡に登って
彦根の町を眺めてみよう！どんな景色
当日は、のろし駅伝

も開催！佐和山近辺の山城から上るの

たような参加者の目の輝きでした。
明
治 4 年以来藩庁より各種功績で贈ら
れた埋木舎を大久保家代々で死守し
て文化人直弼公の遺徳を偲ぶよすが
としてきたことを誇りに思います。
今年度も歴史手習塾と埋木舎と協
力をして参りましょう。

ろしの見学もできるよ！

11.23（月祝）

申込開始：9 月予定

場所 佐和山城址

（佐和山城研究会）
講師 田附清子さん

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

seminar archive❶
歴史手習塾 講座 DVD 貸出中！
歴史手習塾の講座はすべて DVD 化されています。
「市史

出すかも ?! またとないこの機会、是非

を読む会」
をのぞくセミナー当日など、手習塾受講者限定

ご参加ください。

で貸出をしております！ぜひご利用ください！

※定員 40 名

7.19（日）18:00 開場 /18:30 開宴
会場
料金

グランドデュークホテル
（彦根市佐和町 11-36）

5,000 円 ( 食事・飲み物代含む )
お申込み先

◆NPO 法人ひこね文化デザインフォーラム

大久保治男 氏

吸いました。
直弼さんそのものになっ

フィールドワーク

が見られるかな？

埋木舎当主

囲み、いつもは聞けないような話が飛び

0

まれな 265 年間にわたる平和な時代

7.19（日）14:30 開場 /15:00 開演
「家康の天下統一」
7.20（月祝）9:30 開場 /10:00 開演
「幕末維新の新視点」

seminar20初日夜開催！

inar2
sem

関ヶ原の戦い、大坂の陣による戦国時

徳川家と運命を共にした井伊家の立場

NPO 法人ひこね文化デザインフォーラム

！
は
夜
の

歴史手習塾 seminar20

（彦根市尾末町 1-11）
会場 埋木舎
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井伊直弼公生誕 200 年記念市民公募事業

2013 年度 便覧編を用いて全 8 回

15「謎解き八重の桜」

17「歴史と哲学の力」

8「関ヶ原！石田三成の志−夢と正義」

2013 年度 全 9 回

14「謎解き彦根いまむかし」

申込開始：7.15

（彦根城博物館学芸員）
講師 奥田晶子さん

2012 年度 全 12 回

13「謎解き関ヶ原合戦」

申込開始：7.15

（彦根市金亀町 1-1）
会場 彦根城博物館

2011 年度 全 1回

2014 年度 全 7 回

16「歌舞伎の力！」

7「幕末を駆け抜た志士ち！」

9.27（日）10:00 開講

ジュニア歴史テナライ塾

10.31（土）①10:00 ②14:00 開講

Message

歴史手習塾 seminar1 新しい江戸イメージ！

DVD 画像

江戸時代は古く遅れた、今日と断絶された時代ではな
い！合理化・文明化された、新しい江戸時代のイメージ
を、時代考証の経験を踏まえながら、大石学先生がわか
りやすくお話。初回にして大好評を博した歴史手習塾の
記念すべき最初の講座。2010 年 4 月開講、連続 3 講座。

3

