表情を捉えた作品など、今
年は約六十もの作品が届け

テストも開催しています。
まち流しの風景や踊り手の

三國湊帯のまち流し で
は、毎年同時にフォトコン

以上の方々です。最優秀賞
に選ばれた前田さんの作品

高橋昌亨様「気合」（大野
市）

堀川恭司様「情緒あふれる
三国節」（福井市）

山岸哲夫様「英才教育」
（越前市）

写っていたことです。とて
も賑やかな様子が優秀賞を

ご来館ください。

られました。たくさんのご
応募をいただき、ありがと

いした絵付けのミニ提灯が

射止めた理由でした。以上
七名の作品は、町家館の中
で展示してあります。ぜひ、

（福井市）
福岡幹子様「魂を込めて」
（鯖江市）
●佳作●

中村欣吾様
「燃」（福井市）
竹内勧様「帯のまち流し」

（福井市）
●優秀賞●

●最優秀賞●
前田由加里様
「終演の彩り」

作三名を選出しました。

うございました。
当社役員・ の決め手は、龍翔館と帯の
会員の中から投票し、最優 まち流しの町並みの様子、
秀賞一名、優秀賞三名、佳 今年初めて子ども達にお願

フォトコンテスト

帯のまち流し
平成２９年２月吉日

お笑いコンビ、キングコ
ングの西野亮廣さん。最近
はきらわれ芸人の枠にピッ
タリとハマり、活躍されて
います。西野さんのもう一
つの顔は、なんと絵本作家

が特徴で、車箪笥と呼ばれ ます。さて、今回この瓦版
ます。火事などの災害時に を発行する運びとなりまし

で金品や帳面など大事なも
のを収め、金庫のように使

箪笥を寄付して頂きま し
た。車箪笥とは、昔、商家

昨年の秋に、片山珉詞さ
ん（三国町南本町）より車

引き出しの中に水が入って ります。以来、「北前スト
こないくらい、頑丈になっ リーム」や「三國湊帯のま

危なく、箪笥を海に投げ出 に歴史を生かすまちづくり
しても、大きくても沈まず、 推進協議会を起源としてお

そうだよ！当時、北前船で 工会と三国町観光協会が中
運んだ箪笥の中には、船が 心となり結成された、みく

を言います。片山さんは「当 多くの皆様に知っていただ
時はこの引き出しの中にお きたかったからです。本会
札がギッシリと入っていた は約２０年前に、三国町商

綱を付けて引張って容易に たのは、三國會所 という
移動できるようにしたもの 団体の存在と活動の意義を

われた箪笥のことを言いま
す。柱のように太い框（か

ていたんだよ！」と教えて ち流し」などを開催し、昨
下さいました。町家館には 年末からは、
や総務

縦七十㎝、横一四〇㎝、高 省から栄誉ある賞をいただ
さ一二〇㎝の大きさの車箪 くことになり、町内外の方
笥です。
々にある程度認知されてき

たのではと自負しておりま
す。しかし、更に多くの方

々と思いを共有し、活動に
対するご助言いただくため

にも、広報誌を発行したら
どうかと考えました。こう

いうことは、言い出しっぺ
が責任をとり行動に移すと

我々『三國會所』は、歴史

なりとご連絡ください。
陽号、
盛夏号、秋晴号といっ
（八十島） た具合に、年間四回は発行
しなければ、いや発行した

ては、事務局よりご説明さ なったからには、
頑張って、
せていただきますので、何 四半期に一度の新年号、春

いうことが常なのでしょう
が、そんな雰囲気になり、
後援・ご協賛もお待ちして 浅学菲才の私が編集長を拝
おります。詳細につきまし 命することになりました。

と文化が溢れるこの三國が
大好きで、この町を自分た
ちの手で活性化するた め

新
新
新規
規
規会
会
会員
員
員募
募
募集
集
集中
中
中

厳重に内部を守る感じを与
える構造となっています。
下部に車が付いているの

まち）と横桟でがっちりと
周囲を取り囲み、いかにも

暮
暮ら
らし
しの
の
お
お宝
宝拝
拝見
見

とご存知ですか？
については只今考案中 で
の細いボールペンを使っ す。この町に長年住まわれ
て絵を描きます。それはな ているベテランの方と、若
んと独学です！昨年から、 い方の想いと発想で、にし
東京・大阪・名古屋・神戸 のさんの絵本原画展と三国
など各地で展示会もされて をより盛り上げること間違
おります。また、テレビで いないでしょう。
も自宅兼アトリエが公開さ
日程の予定は次の通り。
れていました。
２０１７年８月４～２１日
そんなにしのあきひろさ ＬＥＤで光るえんとつ町の
んの絵本原画展が２０１７ プぺル展・絵本原画展（予
年８月に三国で開催予定で 定） ２０１７年８月１９
す！主催者が集まり、三國 日・２０日三國湊プぺル商
會所もそのバックアップと 店夏祭り にしのあきひろ
して、展示会と三國湊町を トークショー
盛り上げるために、懸命に （予定）です。
動いています。現在は話し
合いを進める中、会場は旧
三國湊町界隈を予定。詳細

レ
レト
トロ
ロな
な町
町歩
歩き
きに
に思
思い
いを
を込
込め
めて
て
詩
歌
文
学
館
探
訪
結
結成
成

り周辺を中心とする新しい
お店のオーナーが集結し、
三國湊マチノミセを結 成
し、活動をスタートさせま

昨年十月に、きたまえ通

チノミセ」結成、マップ作
成を通して、皆さんとワイ

チ・デリのテイクアウトの
お店が点在しています 。
リーダーで、三国湊座の店
長出地さんは、「昨年は「マ

アトリエ・盆栽店、フレン

画展開催中のなかで、マチ
ノミセ独自のイベントも考

リです。
そしてにしのあきひろ原

福井駅、あわら市、加賀方
面、観光施設各所に配布さ
れています。レトロな印刷
が情緒ある町並みにピッタ

各店舗、町家館、三国駅・

べる町があるかどうかは知
らないが、もしそんな町が

ています。
日本に「文学都市」と呼

三国は異色ある文学の町
文芸評論家の濱川博は「風
景と人間～文学とふるさと
～」の中で次のように書い

名をはせた「天上の花」が
生まれた不思議なめぐりあ

達治との愛憎の月日を送り
さらに朔太郎の娘、葉子が

浪の地でもあった。犀星の 景をあわせて楽しめるよう
心友萩原朔太郎の妹愛子が にしています。（全１２基）

若き四高生だった中野重治
が「ぼろぎれ」の詩をうた
いその師犀星が記者時代の
ひとときを過ごした青春流

をコンセプトに三国に生ま
れ、住み、訪れた作家たち
を紹介する文学碑を縁のあ
る場所に設置して詩歌と情

其の壱

りに興味のある方、いろん
なジャンルの人たちと交流

どです。
三國が好きな方、町づく

振興」、歴史・文化遺産を
紹介する「観光・回遊」な

三国節で古い街並みを踊り
流す「三國湊 帯のまち流
し」、空家を改修して店舗
等を誘致する
「町並み保存・

の、企画立案を実行してい
る団体です。主な事業は、

い、いや発行するという気
構えになってきました。製

した。
活動第一弾は、レトロな

ワイ話し合えてとても楽し
かったです。「ステキな店

あるとするなら、福井県の
三国をおいて考えるわけに

試されるところです。今回
年が明けても、いい天気 が創刊号ですので、紙面構

提出してくれるかどうか、
我が会と本瓦版の行く末が

です。各委員会が報告を記
事にして、締め切り厳守で

状況で、各委員会からの記
事提供が頼りなるのが現状

作にあたり、わが団体に、
専属の敏腕記者の存在はな
く、編集長と事務局が記事
集めをしなくてはならない

町歩きマップの作成。味わ
い深い、昔ながらのレトロ

案中。プペル展の期間限定
商品・サービス等も含めて

したい方、
是非『三國會所』
のメンバーになって一緒に

編
編集
集は
はち
ち後
後記
記

に、ステキな人あり」と感
じました。また今年も、こ

わせを想うとき、三国は全
国的に見ても異色ある『文

印刷。可愛く、お部屋にも
ぜひ飾ってもらえたらとい

はゆくまい。帯のように細
長いこの港町は、高見順の

の三國に多くの人が訪れて
くれるよう、仕掛けていき

話し合いを進めています。

う想いを込めたマップに仕
上がっています。

が続き、最近になって、ぼ 成については苦労いたしま
ちぼち雪らしきものが降っ したが、皆様からの反響を
てきました。地球温暖化の くみ取り、今後より良い紙

たいですね。
」と語ります。
また、三本日和の店主畠山
さんも、「昨年はマチノミ

生んだ「虹」はもの悲しい
散文詩であり名品である。

ある。高浜虚子と愛弟子森
田愛子との美しい師弟愛が

活動してみませんか。参加
資格は三国町内外、老若男
女を問いません。ただし、

きたまえ通りは、東尋坊
から車で７分。サンセット
ビーチから５分、三国駅か

セ設立し、心強い仲間がで
きて、とても嬉しかったで

‘荒磯’の里であり、三好 学の町』と言えるだろう。
達治が５年間も住んで「心 「マチノニワ（下新区公園）
のふるさと」と呼んだ町で の中に設置してある詩歌文

ら徒歩で約５分のところに
ある、情緒残る町。

す。」とお話しされていま
す。マップは、マチノミセ

影響か、冬なのに暖かさを 面にしていきたいと思いま
感じているのは私だけでし す。今後ともご愛読の程よ
新しい店舗には雑貨店、カ
フェ、体験もできるガラス

年会費として１，０００円
を納めていただきます。ま

三
三國
國湊
湊マ
マチ
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ノミ
ミセ
セ
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学館より抜粋」
詩歌文学館とは三國會所

三国は異色ある文学の町

片山さんより寄贈された車箪笥

ょうか。依然としてわが身 ろしくお願いいたします。
の懐は寂しさを感じており
（はち）

坂井市三国町北本町４丁目6-55
℡82-8392 fax82-7392
mail:mikunikaisyo@gmail.com
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た、この活動に賛同してい
ただける、団体・企業のご

一般社団法人 三國會所

m

（旧三歴協）の事業とした
もので、「街中が文学館」

発行・連絡先
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発行・連絡先
発行・連絡先
発行・連絡先
発行・連絡先

にしのあきひろさん
絵本原画展開催予定！
にしのあきひろさん

中村欣吾さん作品
「燃」
前田由加里さん作品
「終演の彩り」
マチノミセＭＡＰ
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三國會所
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