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☆★活動報告★☆ 

9 月 16日 第 3回 CFD 実行委員会 ROBA 9 月例会 

9月19日  第9回カーフリーデーふくい2015（AOSSA 

１F）    

20日～24日 CFD&ﾓﾋﾞﾘﾃｨｳｨｰｸパネル展（AOSSA 4F） 

10月 4日  CFD 関連イベント（まちフェス、駅前電

車通り） 

10月 10日 福井市環境フェア（福井新聞社） 

10月 21日 ROBA 10 月例会 

 

 

 

☆★今後の予定★☆ 

10月 23日（金）MM出前講座（国見小学校） 

10月 25日（日） 

第 2回モーニングライド（7:15集合 足羽川幸橋下左岸）  

         ※自転車のイベントです 

10 月 24 日（土）～25 日（日） 

  全国路面電車サミット（鹿児島市） 

11月 1日（日）  

大野市自転車魅力向上イベント（真名川憩いの島、めいりん） 

11月 18日（水） ROBA11月例会  

 

 

 

 

                             「トーキング・ブック」 

今回も、ブラジルつながりで迫ります。前回のジャズに続き、アメリカの音楽ソウル（別名 R&B）にブ

ラジルのエッセンスを取り入れた名盤「トーキング・ブック」をご紹介します。アーティストは、スティ

ービー・ワンダーです。スティービーは、盲目でありながら、幼いころから素晴らしい歌手で、ハーモニ

カ演奏も超人的でした。その後、鍵盤楽器やドラムにも優れた才能を発揮し、青年期になって、作曲・作

詞家として、世界的な名声を得ています。「トーキング・ブック」は、スティービーの絶頂期につくられた

アルバムで、人種や国籍を超え、世界の人に贈られた美しく懐かしい音楽のプレゼントです。 

この中の「迷信」は、ロック・ギタリストのジェフ・ベックのためにつくった曲ですが、後で出したス

ティービー本人のクラビネット（エレキ式のチェンバロ）弾き語りバージョンのほうが大ヒットしてしま

ったエピソードが有名です。さて、お奨めは、冒頭の曲「ユーアー・ザ・サンシャイン・オブ・マイライ

フ」です。この曲で彼は、本場ブラジルのボサノバのノリとハーモニーを完璧に消化し、ソウルに融合さ

せています。ソウルとボサノバの極上のブレンドをぜひ味わってみてください。 

 

 

Wacky’s 一押し CD ③ 

 

ＣＦＤふくい２０１５ 開催 20150919 

●20151004 まちフェス／各ブース紹介コーナー 



カーフリーデー2015 開催報告       林  博 

 今年のカーフリーデーは、ヨーロッパモビリティウィーク＆カーフリーデー期間中（9/16－22）に、

カーフリー空間を確保できなかったために、2013 年とほぼ同じ形式で 9月 7日から 24 日及びまちフェス

の 10月 4日に開催しました。 

１．MW＆CFD ふくい 2015 パネル展その１： 9 月 7－11 日 会場：福井市役所 １Fロビー 

２．CFD ふくい 2015 カーフリーデー  ： 9 月 19 日   会場：AOSSA １F アトリウム 

３．MW＆CFD ふくい 2015 パネル展その２： 9 月 16－24 日 会場：AOSSA ４F 

４．CFD ふくい 2015 関連イベント   ： 10 月 4 日    会場：駅前電車通り 

カーフリー空間として実施；『まちフェス 2015・10/４』への参加 

 2013 年よりグレードアップしたのは、昨年から始めた１の福井市との共同パネル展、３の福井県との

共同パネル展です。それと、「ちょい旅」を事前募集して、参加者を大幅に増やしたことでした。 

 

 

 
 

9/7-11 福井市役所１Ｆ（撮影：清水） 

モビリティウィーク＆カーフリーデーパネル展 

その１（福井市とのコラボ） 

9/16-24 ＡＯＳＳＡ４Ｆ 

モビリティウィーク＆カーフリーデーパネル展 

その２（福井県とのコラボ） 

  

9/19 カーフリーデーパネル展 9/19 カーフリーデーステージの様子 

  



 「ちょい旅」は、今年は事前募集を行ったこともあり、たくさんの参加がありました。福井市の市政

広報、フリーペーパーの「ファミール」のほか、ＮＨＫラジオでも連日放送され、事前申込で 9/19、10/4

それぞれ 37、71 人、当日参加を含めると、それぞれ 41、73 人、計 114 人となりました。とくに 2 回目

の 10月 4日は 1 回目開催報道後に 21 人、当日 12人と用意したフリー切符や景品がなくなり、会場の事

業者から追加購入するなどで、対応することができました。 

 あらかじめ景品としてプレゼントするフリー切符を用意しておく必要があり、福鉄コース、えち鉄コ

ース、すまいるバスコースなどとしたためもあり、案内付のツアーだと勘違いして事務局の清水さんに

問い合わせが殺到して、気まま旅だとわかるとキャンセルする人が多数あって、バス電車のお任せ型の

旅への根強い依存という現実を痛切に感じました。 

 参加者は、それぞれこちらが用意したおすすめスポットの中から選択したり、各自のこだわりのメニ

ューを用意していたり、当初の予想以上の楽しい「ちょい旅」を実践してくれたようです。詳しい分析

は、後日となりますが、とくに興味深かったものを少しだけ紹介しておきます。 

9/19 の「ちょい旅楽しんだで賞」は、福井－三国湊（まち歩き、ランチ、デザート）－福井（いった

んゴール）－勝山－あわら湯のまち（屋台村で夕食）―自宅の夫婦でした。ご主人が、出張先でフリー

キップを使い慣れている「ちょい旅の達人」でした、御見それしました。参考にさせていただきます。 

 

 

  

9/19 ちょい旅参加親子への聞き取り（清水） 10/4 ちょい旅参加者の報告の聞き取り風景 

 

10/4 の「ちょい旅楽しんだで賞」は、今年唯一の京福バス福井市内 230 円区間フリーキップとすまい

るバス無料切符を駆使して、まち歩きを楽しんだ学生でした。福井駅前－[74 清水グリーンライン]－門

前北（カルチャーパーク）藤ヶ丘－[64 みのり線]－ベル食品館（買物）ベル前－[70 運動公園線]－福井

駅前－[34 大学病院線]－藤島園前（ふくしん：かつ丼）トヨペット前－[21 幾久新田塚線]－福井駅前－

[12 学園線]－水越（足羽川散策）若杉－[71 運動公園線]－福井駅前という結果でした。見事というしか

ありませんが、さらにすごいのが、これを「のりのりマップ」だけを利用して、便数の多そうなところ

をねらって歩いたということでした。スマホの「京福バスナビ」を紹介したところ、友達のスマホを借

りてもう一度挑戦したいというので、景品としてもう一枚京福バスフリー切符をプレゼントしました。

後日、11/1 の大野市での自転車イベントを紹介したところ興味を示してくれ、参加するとのことでした

ので、やんわりとＲＯＢＡの紹介もして、一緒に活動しませんかと言っておきました。 



カーフリーデースナップ拾遺集 

  

9/19 カーフリーステージ（コンサート）：清水 9/19 カーフリーステージ（紙芝居）：畑 

  

のりのりマップなどの配布品 電車バスのフリーキップ（プレゼント） 

  

10/4 ちょい旅の受付でにぎわうモビリティーセンター：清水 

  

10/4 モビリティセンターの全景：清水 10/4 西武前仮電停の全景とレトラム：清水 



            来年度の事業計画ご案内（予告） 

 

JR福井駅西口再開発の中心的建物「ハピリン」「ハピテラス」が来春グランドオープンい

たします。ROBAとしては 2016年度事業として以下の２つの事業を計画するとともに、その

施設の利用申し込みを行いました。 

 

① 第 15 回 中部地区路面電車サミット 2016in 福井 

   本年第 14 回大会が豊橋市で（7 月 11~12 日）開催され、その場で次回開催が福井と決りました。

ちょうど福井では来春、えちぜん鉄道と福井鉄道が相互乗り入れをスタートいたします。鉄道線と

軌道線の相互乗り入れは全国的に見ても例がないと聞きます。 

また、えちぜん鉄道に新型 LRVも導入され、新田原町駅オープンとともに全国的に見ても鉄道関

連では極めて大きな事業として注目の的となりそうです。この機会に中部地区路面電車サミットを

通じて全国に発信する場にしたいと考えています。 

 

   日時：平成 28年 5月 21日（土）～5月 22日（日） 

   場所：21日（土）未定 

22日（日）AMハピテラス、PMハピリンホール 

   内容：21日（土）PM～22日（日）AM 

試乗会、サミット関係団体会議、懇親会、その他 

22日（日）PM講演会（国土交通省あるいは著名鉄道研究者） 

    

② モビリティウィーク&カーフリーデーふくい 2016 

新しく誕生するハピテラスの予約ができました。この事業は毎年開催しているところですが、来年

はこれまで以上に広い会場と話題性の高い場所で開催いたします。相互乗り入れの利用機会を市民

に広げる良いタイミングにしようと思います。 

 

  日時：平成 28年 9月 22日（木・祝日）10:00～17:00（時間は予定） 

  場所：ハピテラス 

  内容：モビリティセンター、ちょい旅 

     バスの乗り方教室 

     交通事業者ブース 

     福井鉄道ミニ電車運行 

     福井市、福井県の出展 

     ステージ、その他 

※いづれも詳細内容・日程は後日発表いたします。 



 

 

 

事務局  特定非営利活動法人 

    ふくい路面電車とまちづくりの会（ＲＯＢＡ） 

９１０－８０３１ 

福井市種池 1丁目１９０５－３ 

ＴＥＬ：０７７６－２５－７９６８ 

ｅ－mail ： roba@mbh.nifty.com  

ＵＲＬ：http://roba.cocolog-nifty.com/roba/home/ 

 

編集後記 ・・・編集委員より一言 

内田（発行責任者） 

「最近良い天気が続きます。福井においては冬に入る

前の最後の恵みの青空といったところですね！」                                              

林(変集長) 

「晴天が続くので、毎日バス通勤です。うれしい

なー！」     

作／漆嵜 耕次 

ケントリーくんのあれこれ日記 Part15 

 

京福バスは最近毎年春と秋にダイヤ改正を実施してお

り、昨年秋からは、大和田エコライン経路変更のおかげ

で自宅から利用できるバス停が１か所増えて便利になり

ました。 

しかし、行き先によって使うバス停・路線・運賃が異

なるため、１年前から下記の４種類の回数券を使い分け

ており管理するのも正直大変です。 

 

 

ICカード乗車券 ICOUSAもありますが、現時点では、す

まいるバスと一部店舗での支払いにしか使えません。京

福バスの一般路線でも利用できるようになって回数券や

ノーマイカーデー割引も自動で計算してくれれば、是非

とも使いたいのですが、設備投資の問題もあるので簡単

にはいかないでしょう。 

 

 

福井駅前まちフェスの音楽ステージでも ICOUSAの紹介 

がありました (シンガーソングライター 高橋涼子さん) 
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