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町には未来が
ある」「何気

ら取り組む「三國湊町家
」では当委員

した空き家、町並み調査。
三國會所が平成２５年度か

「景観は資産。 国湊トレジャーハント」の
景観を残した 開催。福井大学などと協働

ない日常の風
景こそ魅力」

帯のまち流し

今
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度日
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程決
決ま
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る

たくさんの人に情緒あふれ
る三国の湊街、日本一の断

崖「東尋坊」を始めとする
風景明媚な、ふるさと三国

に関心を持ってもらうこと
を願い活動しています。

今
今年
年の
の抱
抱負
負

です。レンタサイクルの実

観光委員会の今年の抱負

ペル
三國」グッズを
考えていきます。また、こ

的なもののひとつに、「プ

観
観光
光委
委員
員会
会

帯のまち流し」

平成２９年度

「三國湊

９月２日、風情溢れる街

並みを心ひとつに踊り流し
ましょう！

会の主要メンバーも加 わ
り、６軒の空き町家等がゲ

選考委員長の福井大学学
長児島眞平さんのコメント

「三國湊の町
並み・風景に

町 を 守 っ て 、発 展 へ

●開催日●
平成２９年９月２日（土）
（雨天順延）

ストハウスやショップとし
て再生し、東京大学都市デ
ザイン研究室による三国ま

賞を射止めました。

私たち、芸能委員会の最
大の事業、それは「三國湊
帯のまち流し」です。

は可能性があ
る」これは、
平成２７年２

ちづくりビジョンも発表し
ました。しかし、一方で、

金」の今回のテーマは「ま

によると選考委員会では三
國會所について、
「三國湊の町並みと文化の

月にアレック
ス・カー氏、

人口減少、高齢化による空
家の増加と町家の取り壊し

ちおこしまちづくり」で募
集があり一三五件の応募の
中から三國會所が見事、大
総務省主催の平成二十八年
度ふるさとづくり大賞にお

馬場正尊氏を
招いたシンポ

は止まりません。三国の町
並みを守るために、我々は

県内で精力的に活動する
個人・団体を表彰・支援す
る制度「ＦＢＣかがやき基

いて団体の部で三國會所が
選ばれ総務大臣表彰をうけ

ジウムでの両
氏 の 言 葉で

これからも意識づくりの取
り組み、空き家活用の取り

「北国にまれな」と表した
格式高い遊里もおかれてい
ました。
更に、海運が衰退した後に

●会 場●
湊町三国街並み

ることになりました。
この賞は全国各地で、そ

す。まちなみ
委員会は、三

組みを継続、充実させてい
きたいと考えています。そ
してこの町並みをベー ス

いた後、当時の風情を想像
しながら町歩きをしていた
だくという、新たな観光ス
タイルが生まれつつありま

も、多くの文学者が集い、
詩歌の都とも呼ばれま し

この事業は伝統芸能「三
国節」の資質を高め、風情

保存・再生に取り組んでい
ること、残された遺産を活

れぞれの地域「ふるさと」
をより良くしようとがんば

国の個性であ
り、三国祭の
背景ともなる町並み・風景

に、住民が三国に誇りを持
私たちは「三國湊 帯の
ち、
暮らしを楽しむまちを、 まち流し」を県内外に広め、

的構想を構築できないかと
江戸時代から明治初期に
考えています。
この町には、 かけて北前船交易で隆盛を
東尋坊・三国海岸の突出し 極めた三國湊町。今も、情
た自然景観があり、快適な 緒 あ る 格 子 戸 が 連 な る 町

す。
「マチノクラ」そして、三

た。今、華やかな舞台の幕
は降りました。しかし、町

（総踊り会場三国駅前）
●参加募集●

かしながら一生懸命まちづ
くりをしている長い間の取

る団体、個人を表彰するこ
とにより、ふるさとづくり
の情熱や想いを高め豊かで

を守り伝えることを目的と
して、次の活動を行ってい

その暮らしに惹きつけられ
て、移住、定住者が増える
（中田）

自然環境があります。
更に、 家。豪商の面影が残る商家
漁業など特化した産業があ など、古い町並みの中に歴

國湊の繁栄を今に伝え る
「旧岸名家」、「旧森田銀

にはその余韻が漂い、人々
の心を震えさせます。

豊な三国の街並みを踊り流
すことにより、郷土の誇り

り組みを評価した。」
ということでした。

活力ある地域社会の構築を
図ることを目的として、昭

ます。地域の方々が全国の
まちづくりや町並みづくり

まちを、まちに暮らし、商
売をし、自分を表現する若

した。

「資料館マチノクラ設立」
「新店舗誘致と商業連携」
などの、歴史文化観光事業
を実践しています。

史や往時のにぎわいを感じ
取ることができます。

行本店」。この 舎を「三
國湊レトロ」と称し、三國

（芸能委員会 加藤）

これに対して、大和理事
長は「我々のこれまでの活

和五十八年度から実施して
いる制度で三十三回目にな

を学ぶことができる、東京
大学の西村幸夫教授による

者を増やし、今の時代の文
化も行き交う「湊町」を、

その誇りとは、町が蓄積
してきた有形無形の文化で
す。無形のものとは、この
町が発祥し発展する礎 で

町が誕生し継承される母
体は、政治（城下町）、宗

ります。それらを融合して
理想郷を醸成する。こんな

最近では、三國湊の海運と
文学がテーマのミニ資料館

この、意義深き町をどのよ
うに伝えるか。陰影ある湊

６月初旬
５月より練習会を開きます

動が間違っていなかったの
だと改めて確信ができた。
会員の方々、今まで関わっ

ります。
三國會所が長い間取り組

「西村幸夫まちなみ塾
三国」や、子どもから大人

目指したいと考えてい ま
参加資格は「踊り流しに
す。
興味があること」皆様のご
（町並み委員会 倉橋） 参加をお待ちしています。

あった海運水運の足跡、そ
の繁栄の中に生まれた三国

教（門前町）、産業だとい
われます。約百年前に基幹

夢を皆さんと共有するとこ
ろ、それが三國會所です。

湊町観光の目玉として観光
客に周知してもらい、三國

と文化を共有し、次の世代
に繋げようというもの で

て頂いた方々に協力して頂
き感謝している。これから

んできた観光誘客と商業再
生、町家・街並の保全芸能

まで、何気ない三国の風景
や町並みの価値や魅力を発
見できるまち歩き企画「三

H｣
三國湊、この町はかつて
日本海屈指の交易港で し

節や三国祭、幾多の文学者
の心を引き付けた風致 で

産業である海運を失ったこ
の町は、その後も、構築さ

今後もご協力を賜りますよ 「マチノクラ」がオープン
う、
宜しくお願い致します。 し、館内で展示されている

す。町民の方々のご支援に
より、「三国の街の初秋の

も町を守って発展させてい
きたい」と力を込めていま

継承などの事業を評価して
いただいとありがたく思っ
ています。これを機に、さ
らに三国の観光振興・空き
家の活用事業に取り組んで

「三國湊レトロ」とは
H｣

組んできました。
更に、活力の創出とは、

三國湊レトロ始動

誇りを人々の生業に進展さ た事だと言えます。
せることです。
そのために、
そんな今、歴史文化観光

す。有形のものの代表は、
明治期の北陸本線三国回避

れていた商業、港の活用を
引き継いだ漁業、周辺の農

町が旅人に贈る珠玉の三舎
です。

た。その賑わいは天下の三
國湊と謳われ、井原西鶴が

により、輪郭をそのまま留
める町並みそのものです。

湊に往時の賑わいを取り戻
すべく活動をしていき ま
す。

という、三国町民と三国フ 「三國湊～東尋坊クルーズ・ を更に充実させ、町を再生
ァンの集いです。
レンタサイクルの運営」 し継続させる為の基幹産業
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風物詩」として、すっかり
この地に定着しつつありま
す。

「湊町の考察と町家の改修」 は 衰 退 の 度 を 深 め て い ま
などの、文化的事業に取り す。
その最も大きな要因は、

いかなければと決意をあら
たにしています。（中田）
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流通で生まれた町が流通の
動脈から隔離されてしまっ

これまでとこれから
これまでとこれから

歴史的、文化的資料や、竹
下景子さん主演の三國湊の
紹介ムービーをご覧いただ

率のよい設置の状況を保て
るようにしていきます。

施の見直しについて H｣
基本
は従来通りの実施ですが、
機能していない自転車の駅
を見直し、駅の撤収または
移動を検討し観光客にも効

げていきます。その他の事
業においても、多くの誘客

の街を訪れるプペルファン
に、三国町の魅力を伝える
ための仕掛けを企画し、会
員協力の下、催事を盛り上

今年の夏に向けて、ＪＲ
のシニア向けの旅行プログ

を目指した企画を検討して
いきます。

ついて H｣
三國湊を盛り上げ
る新しい店たちの取り組み
に協力し、運営環境を整え

ラムに三國湊～東尋坊 ク
ルーズとレトロ三舎探訪が

「マチノミセ」活動協力に

ていきます。 えんとつ町
のプペル展」協力について

期間中（
～
） 取り入れられました。
H｣
の催事を全面的にバッ ク
（観光委員会 出地）
アップしていきます。具体
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三國會所は、町の誇りを
継承し、活力を創出しよう

とのダブル授賞

そして、ご賛同頂ける方々
のご入会を心よりお待ちし
ております。
（大和）
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平成２９年２月吉日
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第5回FBC かがやき基金
かがやき大賞 授賞

それらの保存、復興に向け、 漁村との連携により県北の
「三国節帯の町流しの創設」 中核都市の地位を保ってき
「三国祭の装具改修の支援」 ました。しかし、その機能

２０１６年帯のまち流し風景
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