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　去る4月23日に行われた二兎社公演「シングルマザー

ズ」は、児童扶養手当や母子家庭を巡る社会環境をテー

マにした、一見堅い社会派劇のようですが、作・演出の

永井愛さんの手によりユーモアにあふれた、それでいて

現実にある問題を深く考えさせられる舞台となっていま

した。

　今回の出演者の中から、沢口靖子さんと吉田栄作さん

に、長久手町文化の家の印象など、3 つの質問にお答え

いただきました。

❶ 長久手町文化の家の印象はいかがでしたか ?

■ 沢口靖子さん：お客様を身近に感じられる、とても温

かい劇場でした。

私も一度、客席からライブを体感してみたいです !!

■ 吉田栄作さん：芝居の地方公演をする様になって分

かったのですが、地方都市には沢山のいい劇場がありま

す。お客さんはもちろんスタッフや出演者のことも「よ

く考慮された設計だな」と思うことがよく有ります。長

久手町文化の家公演の時も正にそれを感じました。

❷ 今回の「シングルマザーズ」は、様々な理由により、

一人で子どもを育てている母親たちの奮闘ぶりを描いて

います。社会の変化、価値観の多様化によって家族の在

り方、形態も様々になってきましたが、お二人の、個人

としての理想の家庭像はどういうものですか？

■ 沢口：お互いが尊重しあい、会話や団らんのある家庭

が理想です。

■ 吉田：僕の育った環境は、決して裕福ではありません

でしたが、人として基本的なことをとても大切にする家

族でした。物質的なものに頼らなくても、愛情や、もの

のありがたみに感謝できる家族・・・そんな自分が育っ

た環境に、僕は誇りを持っています。

❸ テレビ、映画、舞台と多方面にご活躍ですが、それ

ぞれの好きな点をお聞かせください。

■ 沢口：（舞台）お客さまと共に作品を創り上げる醍

醐味

（テレビ）ご自宅で身近に楽しんで見て頂ける良さ

（映画）１シーン1 シーンをたっぷり時間をかけて創り

上げる世界

大きなスクリーンで見て頂く喜び

■ 吉田：僕は自分を「映像の俳優」だと思っています。

役作りをし、準備を整え、カメラの前に立つ・・・先ず

はそれが自分の仕事です。しかし2006年の「やわらか

い服を着て（作 : 永井愛）」の舞台出演から年に1本のペー

スで舞台を踏むようになり、1作品1作品演じる毎に舞

台の魅力を感じ、その経験が映像の仕事にとても影響す

ると感じています。映像・舞台共にとても素晴らしい表

現の場だと思います。

二兎社　「シングルマザーズ」インタビュー
i n t e r v i e w
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特集 J A Z Z ってなんでしょう？
What is this thing called JAZZ？

　隔年に開催し毎回大人から子供まで大勢の来場者で大盛況の「おんぱく」、これまで「情熱のボレロ」
や「真夏のラプソディ」とテーマを決めて行ってきました。今回のテーマは「JAZZ 夏でスウィング！」。
おもいっきりジャズに浸っていただこうという企画です。しかし、ジャズというと「大人の音楽」「難
しそう」、そんなイメージを持っている方もいるのでは？
　そこで今回の特集は「JAZZ ってなんでしょう？」。
　まずは、名古屋芸術大学音楽学部　山田純教授に Jazz のはじまりからこれからまで、わかりやす
く解説していただきました。

「ジャズが生まれてから未来まで」

名古屋芸術大学音楽学部大学院教授　山田 純

●ジャズの発生
　ジャズはこの世に生まれてからわずか百年ちょっとし
か経っていない若い音楽です。アフリカから奴隷として
連れてこられた黒人の子孫たちが、アメリカで白人の
様々な文化と衝突を繰り返し、20世紀の初頭に生まれ
た音楽です。そこには西洋の伝統的な音楽遺産と同時に、
黒人奴隷たちがアフリカから受け継いだ感性が見事に融
合されています。しかし、特に意識しなくても、ジャズ
はあらゆる音楽の中に入り込んでいます。まるで空気の
ように、その存在を知らなくても、すでに現代の音楽シー
ンには無くてはならない音楽なのです。例えば、ロック
やポップス音楽はジャズの要素が満載ですし、クラシッ
クはもちろん、演歌にすらジャズの影響が見られます。
ジャズは今でも様々な文化をどん欲に吸収し続けなが
ら、展開と発展を続けています。生き生きと、活力にあ
ふれ、創造力を失わずに今を生きている音楽、それがジャ
ズと言えるでしょう。

●ブルースこそジャズの神髄！
　では、ジャズは最初に何を聞いたらいいでしょうか？
もちろん聞き方に法則はありませんから、あちこち曲を
漁って気に入った曲を次々に聞いていっても良いし、あ
るいは一つのジャンルだけをじっくりと心ゆくまで聞い
ていっても良いでしょう。クラシック音楽だってポップ
スだって、演歌やロックだって同じ事が言えます。でも、
ちょっとだけ欲を出して、少しだけ深く知りたいと思え
ば、「ブルース」を聞いてみることをおすすめします。
でも、ブルースと一口に言っても、私たちが日本でよく

耳にする「湯の町ブルース」とか「柳ヶ瀬ブルース」は
名前が似ているだけで、本来のブルースとは何の関係も
ありません。ブルースとは、黒人たちが奴隷として強い
られた激しい労働と辛い生活の中で、苦しみや悲しみを
歌い上げた心の歌として、代々受け継がれてきた黒人の
ソウルそのものです。その意味で、ブルースはジャズの
基本中の基本と言えるでしょう。

●ブルースとは？
　ブルースの特徴をいくつか挙げてみますので、今度ブ
ルースを聞くときに参考にして下さい。まず、ブルース
は、西洋の基本的な枠組みとは異なり、12小節を一つ
の単位としてできあがっています。また、「ドミソ、ファ
ラド、ソシレ」の3 つの和音だけからできあがってい
ますが、それはブルースのシンプルさを表しています。
さらにジャズの重要な要素である「ブルーノート」を使
用していることも大きな特徴です。少し難しく聞こえる
かも知れませんが、ハ長調で言えば、ミとシが半音下がっ
た音と考えればいいでしょう。ブルーノートを用いると、
長調でも短調でもない、ブルース独特の憂鬱っぽく、ア
ンニュイな香が漂ってくるはずです。それこそが、ジャ
ズの本質であるブルースの響きであり、「ブルージー」
という言葉の生まれたゆえんです。さらに、西洋音楽が
基本としている1拍と3拍を強調するのではなく、2拍
と4拍にアクセントをつければ、よりジャズらしくなる
こと請け合いです。
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●ジャズと日本人そして未来へ
　今年の2月、アメリカ最大の音楽の祭典、第53回グ
ラミー賞の最優秀賞に、日本人の B'z（ビーズ）のギタ
リスト松本孝弘さんと、ジャズ・ピアニストの上原ひろ
みさんが選ばれました。ジャズが日本にしっかりと根付
き、今やアメリカに次ぐ第二のジャズ大国として、世界
に優れた人材を送り出していることが認められたわけで
す。そんな日本のジャズのライブハウスに行ってみると、
若い女性が多く聞きに来ていることに気がつきますし、
中には大人たちに混じって小学生の姿を見かけることも
あります。若い世代が育てば、日本、そして世界のジャ

（やまだじゅん）
【略歴】
東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。専門は舞台芸術論、
アートマネジメント、音楽評論。日本音楽学会会員、
世界劇場会議名古屋理事、日本音楽芸術マネジメント
学会監事、日本アートマネジメント学会会員、音楽ペ
ンクラブ会員。朝日新聞音楽評論執筆者。名古屋芸術
大学音楽学部大学院教授。

● ジャズで使われる主な楽器

　ジャズでは、どんな楽器が使われているのでしょうか。これを使わなければならない、とか、これを使っては
いけない、という決まりはありませんが、よく使われている楽器をご紹介します。
・ピアノ
　これは説明するまでもありませんね。
・ドラムス
　これも欠かせない楽器です。リズムを支える重要な役割。時には迫力のドラムソロで盛り上げます。
・ウッド・ベース（ベース）
　クラシックのオーケストラで使われるコントラバスと同じ楽器ですが、弓で弾くよりも指ではじいて演奏する
ことの方が多いです。これも演奏の土台を支える重要な楽器。また、ロックバンドなどでも使われるエレキ・ベー
スを使うこともあります。
　このピアノ・ドラムス・ベースが合奏（ジャズの場合はジャムとかセッションとか言います）の基本になるこ
とが多く、さらにいろいろな楽器が加わることもあれば、ピアノに替わる場合もあります。
・サクソフォン（サックス）
　比較的新しく発明された楽器なので（とはいえ、19世紀後半）、オーケストラではほとんど出番がありません
が、ジャズでは花形楽器の一つです。音域の違いから、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンとありますが、ソ
ロとしてはテナー・サックスが多く使われています。
・トランペット
　オーケストラでも活躍しますが、ジャズでももちろん大活躍です。形のよく似たコルネットやフリューゲルホー
ンもソロ楽器として使用されます。
・トロンボーン
　ソロをとる機会はあまりありませんが、ビッグバンドではハーモニーの土台としてトランペットやサックスを
支えます。
　ビッグバンドとはサックス、トランペット、トロンボーンからなるホーンセクションとピアノ、ベース、ギター、
ドラムスのリズムセクションで編成される合奏の形態のことで、基本的に10人以上の編成をビッグバンドと呼
びます。さらに、クラリネットやオーボエなどの木管楽器、ヴァイオリンやヴィオラ、チェロなどの弦楽器が加
わったり、ジャズ・オーケストラという呼び方もあります。
・クラリネット
　金管だけでなく、もちろん木管楽器も大活躍します。甘い音色が魅力。
・ギター
　エレキ・ギター、とくにフルアコースティックとよばれるボディが空洞のタイプのものがよく使われます。
　ほかに、ソロ楽器としてよく使われるものとして、思いつくままに挙げてみるならば、ヴァイオリン、オーボエ、
フルート、ヴィブラフォン（鉄琴の仲間）、ハーモニカ、オルガンと、いったところでしょうか？珍しいところでは、
尺八なんてのもあります。

ズの未来はこれからも安泰です。しばらくは、ワールド・
ジャズ・シーンに日本人の果たす役割から目が離せない
ようです。

W h a t  i s  j a z z ?
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 長久手子ども劇場2011

おんぱく～音のテーマパーク 

 「J A Z Z夏でスウィング！」
「おんぱく」ってなあに？
　「おんぱく」とは、音の万博、音パーク、音博士、音拍、音をパクパク食べる、
など音楽が持つイマジネーションの無限の広がりを表しています。前身の「楽器
の動物園」（2004年）を経て、「おんぱく」は2007、2009年に行われ大きな
反響を呼びました。文化の家の多機能性をフルに活用して、各部屋で楽器の紹介、
スタンプラリー、フェイスペインティング、ダンス、ライブなど、さまざまなア
トラクションを含んだ丸一日がかりの音楽テーマパークです。

　これまではクラシック音楽の紹介を行ってきました
が、今回はジャズをテーマとし、新しい展開を試みま
す。出演アーティストは、20年以上にわたって名古
屋を拠点に活動を繰り広げているプロのビッグバンド

「C.U.G. ジャズオーケストラ」、長久手在住のジャズピ
アニスト風呂矢早織、そして幅広いジャンルで独自の活
動を繰り広げている作曲家・山田亮（文化の家創造ス
タッフ）、ジャズのルーツとなるディキシーバンド「リ
バーサイド・ストンパーズ」、数々のコンテストで優勝
し C.U.G. ジャズオーケストラとの共演経験のある小学
生ダンスデュオ「M.R.-N」らのみなさんです。アーティ
ストやボランティア・スタッフ約50名が関わって、こ
の一大イベントを盛り上げていきます。
　プログラムはスタンダードナンバーを中心に取り上
げ、子どもたちが身近にアートに接することができる機
会を提供します。最後にアーティストや子どもたち全員
が集まりコンサートを行い、舞台と会場が一体となって
このイベントを締めくくります。

アトラクションの紹介
　いろいろあるアトラクションから一部を紹介します。
・音さがしのへや

ミュージシャンたちが各へやに分かれて、それぞれの
楽器の魅力を紹介します。

「サックスのへや」「トランペット＆トロンボーンのへ
や」「リズムのへや」「歌うたいのへや」

「ディキシーのへや」「ゆび1本でジャズ・デビュー」
・音あそびのへや

いろんな楽器を持ち寄ってセッションしたり、ダンス
を体験します。
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・ジャズ・ライブがはじまるぞ！全員集合 !!
森のホールで C.U.G. ジャズオーケストラを中心に超
クールなライブ !!

夏休みの一日、みんなで JAZZ に浸ってください。

■日時　平成23（2011）年8月28日（日）
　　　　午前9時30分～午後5時ごろ
■会場　長久手町文化の家 全館
■出演　C.U.G.ジャズオーケストラ、小濱安浩(テナー・

サックス）、風呂矢早織（ジャズピアノ）、山田
亮（文化の家創造スタッフ）、リバーサイド・
ストンパーズ（ディキシーランド・ジャズバン
ド）、M.R-N（ダンス）ほか

■料金　こども（中学生以下）500円、大人1,000円
※2歳以下のお子様は無料（要整理券）

※公演当日にチケットと引き換えにパスポートをお
渡しします。

※パスポートにてすべてのアトラクションに参加で
きます（一部予約制）

■主催　長久手町・長久手町教育委員会
■助成　財団法人せとしん地域振興協力基金

本公演は宝くじの助成を受けて実施しています。

風呂矢 早織

小濱 安浩
Ｃ.Ｕ.Ｇジャズオーケストラ

リバーサイド・ストンパーズ

● ジャズと映画 

　映画にまつわる格言（？）として「ボクシング映画に駄作なし」などと言ったりしますが、ジャズ映画にも名
作が数多くあります。その中からジャズミュージシャンの姿を描いた映画をいくつかを紹介します。
　まず挙げられるのが「グレン・ミラー物語」（1954年米）。グレン・ミラーが成功を収めるまでの道のりから
第2次世界大戦で亡くなるまでを描いた作品。「ムーンライト・セレナーデ」や「茶色の小瓶」「イン・ザ・ムード」
など名曲が盛りだくさんです。
　つぎに、グレン・ミラーと同時代のコルネット奏者レッド・ニコルズを主人公にした「5 つの銅貨」（1959年米）。
娘の病気治療に専念するため、巡業の毎日だった売れっ子ジャズバンドを解散し、造船所で働くことにした主人
公が再び楽器を手にし、かつての輝きを取り戻すまでの話。
　「バード」（1988年米）は、ビ・バップ（ジャズの演奏スタイルの一つ）の創始者であるサックス奏者チャー
リー・パーカーの姿を描いた映画。監督はクリント・イーストウッド。ジャズにのめり込み、麻薬に溺れながら
もジャズに革命的なスタイルをもたらした男の姿を描きます。
　もうひとつ、創作の喜びと苦しみの中でジャズに没頭する男を描いた映画が「ラウンド・ミッドナイト」（1986
年米）。パリを舞台に、アルコールに溺れた伝説的サックス奏者と彼の音楽を愛するファンの男との交流を描い
た映画。この映画はフィクションですが、パリでも活躍したアメリカのジャズピアニスト、バド・パウエルのエ
ピソードを基にしています。この映画では、主人公を同じくサックス奏者であるデクスター・ゴードンが演じ、
ほかにハービー・ハンコックやボビー・ハッチャーソン、ロン・カーター、ウェイン・ショーターなどそうそう
たるジャズメンがミュージシャン役として出演し、演奏シーンもたっぷり堪能できます。

小濱 安浩

風呂矢 早織

W h a t  i s  j a z z ?
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　平成21年度に行われた「朗読　太宰を読む『ヴィヨ
ンの妻』」に続く第2弾として、「朗読　坂口安吾を読む

『桜の森の満開の下』」が4月16日・17日の2日にわたっ
て行われました。
　今回も演出は劇団ジャブジャブサーキット代表のはせ
ひろいちさん。朗読は同じく劇団ジャブジャブサーキッ
トの小関道代さん。さらに今回は愛知県立芸術大学准
教授の神田毎美さん、美術家の杉山詩乃
さんが舞台美術を担当し、コンテンポラ
リー・アートとのコラボレーションも実
現しました。
　きっかけは、一昨年のながくてアート
フェスティバルでの神田さんと杉山さん
との作品が、アパートの一室を使って展
示され、その世界をもっと大きく、ホー
ルに出現させようと企画がスタートしま
した。前回の「ヴィヨンの妻」は風のホー
ルで行われましたが、今回はステージと
客席が可変する森のホールの特徴と神田
さんの作品を床一面に敷き詰めるという
アイデアを生かすべく、所を移しての公

演となりました。
　「桜の森の満開の下」は、無頼派として知られる坂口
安吾の、『堕落論』の翌年昭和22年に発表された作品で、
平安時代のことだとおもわれる時代を舞台とした、山賊
と女をめぐる伝奇的な短編小説。
　鈴鹿峠の山賊がある日美しい女と出会い、八番目の女
房としますが、その女の命じるままにほかの女房を殺し、
女の求めるまま都に出て、女の遊びのために夜毎首を狩

るようになります。そしてふたたび鈴鹿峠の桜の森へ帰
ろうとするのでした。美しい桜と美しい女が持つ魅力と
魔力、その二つをめぐる物語です。
　その妖艶な世界を森のホールに出現させるために、
プラスチックカップと紙ナプキンで作った「花」が約
6,000個もつくられ、半円形に設定された舞台に敷き
詰められました。これは公演に先立つ4月10日にワー
クショップとして、およそ30人の方々によって作られ
たものです。白い花のじゅうたんが、照明により色を変
え、様々に表情を変化させ、物語の妖艶な世界を出現さ
せました。
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トリプル3　演劇ワリカンネットワーク
南河内万歳一座×長久手町文化の家

「あらし」
作・演出：内 藤 裕 敬

日程：2011年10月1日（土）午後２時、７時開演
2日（日）午後２時開演

会場：風のホール
入場料：前売　一般　2,000円、フレンズ　1,800円

学生　1,000円
当日　一般・フレンズ　2,200円

学生　1,200円
チケット発売日：フレンズ 8月6日（土）
　　　　　　　　一般　　 8月13日（土）

※未就学児の入場不可

　トリプル3 は、東海・関西エリアの3 つの劇団と3
つの公共ホールが共同し、2010年を初年度に3年間か
けて3戯曲・9作品を作る一大演劇プロジェクトです。
制作面での労力・資金負担を共に分かち合い、制作ノウ
ハウを共有し、互いの作品の再演交流も視野に入れると
いう、いろいろな「ワリカン」精神が含まれています。
また、ある地域で制作した作品の巡回ではなく、毎年ホー
ルと劇団の組み合わせを替えながら、各地で作品創造と
地域交流プログラムを開催するアーティスト・イン・レ
ジデンス型の事業である点も、もうひとつの大きな特徴

となっています。
　昨年の劇団ジャブジャブサーキットとの公演「やみぐ
も」に続き、2011年、文化の家では南河内万歳一座
とタッグを組み、オーディションにより地元キャストを
起用し「あらし」の制作、上演を行います。南河内万歳
一座は、1980年大阪芸術大学の有志により結成され、

『蛇姫様（作・唐十郎）』で旗揚公演後、第2回公演以降
は、座長・内藤裕敬のオリジナル作品を上演しています。
内藤の現代社会を俯瞰した繊細な戯曲を、時にはプロレ
ス技も飛び出す集団演技のアンサンブルと、緩急のタイ
ミングを心得たダイナミックな演出により、爽快でパワ
フルな舞台に仕上げていきます。

《あらすじ》
　同じ職場の同僚、小嶋（女）の部屋に三田（女）井沢

（女）新米の渡辺（女）が集まり、日頃と夏休みに向け
ての不安と不満を話し合っている。ちょっとしたユウレ
イ？ドロボウ？騒ぎで呼び出された職場の後輩、岸（男）
が駆けつける。遅れて先輩の丘（男）もやって来るが、
実は借金から逃げる同僚の谷（男）が押し入れに潜み、
ユウレイもドロボウもその谷の仕業だとわかると、次か
ら次へと借金取りの女社長とその助手の男、校長先生、
そもそも借金の原因を作った焼き肉屋の店長も加わり、
返済に向けマグロ漁船に乗り組むことになった谷なの
だが……。
　夏の初めから夏の終わりに、夏という季節の魔力と魅
力、その思いと現実がそれぞれの登場人物の胸で嵐のよ
うに渦巻く。

撮影：谷古宇正彦 2010年富田林市すばるホ－ル公演より　
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柿喰う客　女体シェイクスピア001

『悩殺ハムレット』
原作：W・シェイクスピア
脚色・演出：中屋敷法仁
出演：七味まゆ味、コロ、深谷由梨香、

右手愛美、大杉亜依里、岡田あがさ、
荻野友里、葛西幸菜、葛木 英、
熊川ふみ、髙島 玲、新良エツ子、
葉丸あすか、兵頭祐香、渡邊安理

・日時　平成23年10月14日 ( 金 )19時開演
 15日 ( 土 )14時開演
・会場　風のホール
・入場料　前売　一般2,500円　フレンズ2,300円
　　　　　　　　学生（大学・専門学校等）2,000円
　　　　　　　　高校生以下1,000円　

当日　一般・フレンズ2,800円
　　　学生（大学・専門学校等）2,300円
　　　高校生以下1,300円　　＊未就学児の入場不可

提携事業　林家たい平　独演会

～師走の落語会～

愛と知のちから　パートⅤ

北川民次とメキシコの仲間たち展

・日時　平成23年9月30日（金）～ 10月10日（月・祝）
　　　　午前10時～午後7時まで ＊10月3日（月）は休館
・会場　展示室　入場無料

・チケット発売日　フレンズ先行：8月6日 ( 土 )
 一般：8月13日 ( 土 )　予定

　2009年5月に長久手町文化の家で開催された『演劇博覧会カ
ラフル3』。「恋人としては無理」で旋風を巻き起こした「柿喰う客」
が新作を携えて2年ぶりに長久手町文化の家に登場。
　柿喰う客によるシェイクスピア上演プロジェクト。オール女性
キャストで繰り広げる“悩ましすぎる”復讐劇！！
　柿喰う客は、カラフル3出演後、「悪趣味」「露出狂」「愉快犯」
などの作品の発表のほか、三重県でのアーティスト・イン・レジ
デンス事業の「すこやか息子」、中国・韓国の俳優との共演作品

「Wannabe」、フランス・トルコでの海外公演の実施など、多彩
な活動で高い評価を受け、各賞を受賞した、大注目の東京の劇団
です。
　今回の新作「悩殺ハムレット」では、おなじみの劇団員である
七味まゆ味、コロ、深谷由梨香のほか、愛知県出身の右手愛美が
5月から劇団に正式加入。客演には、同じく愛知県出身の新良エ
ツ子、2009年1月に長久手町文化の家で開催された「劇王再び
～歴代劇王 夢の競演」で、柴幸男「純粋記憶再生装置」に出演
した岡田あがさ、ehon の葛木英、範宙遊泳の熊川ふみ、演劇集
団キャラメルボックスの渡邊安理など、実力者を揃えた15人の
オール女性キャストによる注目の公演です。

・日時　平成23年12月23日 ( 金・祝 )14時開演
・会場　森のホール
・入場料　一般3,000円／フレンズ2,800円
・チケット発売日　フレンズ9月3日／一般9月10日

　笑点でもおなじみ、林家たい平による独演会。たい平落語を
たっぷりご覧いただきます。老若男女数多くのファンを集め、
落語の伝道師として名を広めており、これからの落語界を担う
今もっとも注目を浴びる噺家です。その高座は情熱と勢いが交
差し、観たものを必ず唸らせます！林家に伝わるサービス精神
旺盛な明るく元気な舞台をお届けするとともに、古典を大切に
したたい平ワールドをお楽しみください。
　今回演じる題目の「芝浜」は、腕のいい大工だが怠け者の夫
と、その妻の様子を描いた、古典落語の中でも屈指の人情噺と
して知られています。

　北川民次は、1894年（明治27）静岡県に生まれ、20歳で
渡米。ニューヨークの美術学校に学び、6年後の1923年（大正
12）にはメキシコに移住しています。
　13年におよぶメキシコ滞在。民次は、古代メキシコからの土
俗的な造形に感化を受け、日本的な情趣を加えつつ線描による力
強い壁画的表現を確立しました。
　帰国後は1943年（昭和18）、夫人の実家がある愛知県瀬戸市
に移住。その風物にところを得て旺盛な制作活動をしています。
また、名古屋市の東山動物園で児童美術教育に励むなど教育者と
しても高い評価を得ました。
　本展では、民次の初期から晩期に至る秀作群に加え、メキシコ
時代の教え子たち、および民次の高弟で長久手町在住の伊藤髙義
の作品を展覧いたします。
　本年は日本メキシコ交流400周年。民次がメキシコから帰国し
て75年。この記念すべき年に、郷土の誇る民次とその周辺によ
る芸術を回顧することは、たいへん意義ぶかく思われます。
　北川民次の油彩・水彩・版画のほか、伊藤髙義、北川民次のメ
キシコでの教え子らの油彩・版画なども展示予定です。

北川民次「かまど」50F（91×116.7cm）、1950年　油彩・キャンパス
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　今回で5回目となる「ながくてアートフェスティバ
ル」。今年も長久手町内に点在する数々のアトリエ・ギャ
ラリーの開放、長久手町にゆかりのある屈指の芸術家に
よる、文化の家のいたる所を使った展示やワークショッ
プの開催等、充実のラインナップを展開します。
　さらに今回は新たに、フェスをより楽しく、より多く
の人を巻き込もうと、アートフェスティバル実行委員に
よる、「アートカフェサロン」を2月から毎月1回行っ
ています。文化の家共有スペースのガレリアで茶会形式
で開かれていて、誰でも参加でき、気軽に方針や企画を
話し合えるため、活発に協議が進んでいます。
　そのサロンの中で発案された、チャリティーオーク
ションが今年の目玉です。今年は東日本を大地震が襲い
ました。実行委員をはじめ多くの作家が出品・展示・チャ
リティー価格で販売し、販売額の全てを寄付します。

・期間
　平成23年10月29日 ( 土 ) ～ 11月13日（日）
　（会場により開催日時が異なります）
・会場
　長久手町文化の家、長久手町中央図書館、町内各所
（ワークショップ等は参加費・材料費あり）

　「アウトリーチ」とは手を伸ばすといった意味のものだが、今日これが公共文化施設においても鑑賞や自主創
造活動等とならんで重要な領野となり、各地で盛んに事業化されるようになっている。施設やホールから出て学
校などに出向いて芸術の普及・教育活動を展開するというもので、アメリカの教育現場での芸術教科縮小化がきっ
かけだったと言われている。
　当館も数年来これに一層力を入れるようになり、昨年度2010年度には47本の多くを実施した。この数は大小合
わせて125本の自主事業のうちの 4割近くにあたる。保育園や町内学校への出前演奏やクリニックなどの狭義の
アウトリーチ12本、加えてワークショップやトークなど本公演に関わって展開した教育・普及プログラム35本
も広い意味でのアウトリーチと言うことができよう。親子連れも大勢見えてますます賑わう昼時のガレリア（ロ
ビー）コンサートもホールから外に出た普及・啓発事業としてこれに連なるものであって、これを加えると広義
でのアウトリーチは60本、当館の自主事業のほぼ 5割に達して重要な位置を占めるようになった。

長久手町文化の家　館長　川上　實




