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☆★今後の予定★☆ 

8月22日（土）さばえ環境フェア 

  22日（土）北陸連携並行在来線会議 

24日（月）第2回越前市地域公共交通会議 

  25日（火）MW＆CFD実行委員会 

  29日（土）MW＆CFD事務局会議 

9月 5日 （土）MW＆CFD事務局会議 

  12日（土）MW＆CFD事務局会議 

16日（水）～22日（火） 

 MW＆CFDふくい２００９ 

  18日 ROBA例会・理事会 

☆★活動報告★☆ 

7月 22日 MW＆CFD実行委員会（第 5回） 
  24日 MW＆CFD事務局会議 
8月 1日  MW＆CFD事務局会議 
   2日  MW＆CFDメディア連携事業打合せ 
   7日  MW＆CFD実行委員会（第 6回） 
   8日  MW＆CFD事務局会議 
   9日 ホームソング大賞決勝大会 
  21日 ROBA例会・理事会 
   

                      「格差社会論はウソである」  増田悦佐（えつすけ） 

PHP研究所 １８００円＋税 ISBN978-4-569-70366-4 C0030 

 「日本文明・世界最強の秘密」を書いた著者は、同書では鉄道中心に日本文明の強さを論じたが、

今回は「日本のマスコミ、識者は自虐的すぎる、日本のいいところはたくさんある」と多くの事例

をあげる中で鉄道ネットワーク社会の教育、社会の平等性への効果を述べている。また、英語がで

きない人が多いのも、逆に日本語で高次の概念が議論でき、翻訳をしてくれる人がたくさんいるの

だから悲観することではなく自慢すべきことといった話をしている。全体が一つの論理で貫かれる

というよりは、いろいろな話題が出てきておもしろい本である。だから、「世の中を良くするために

自分はこうすべき」という知恵はあまり得られない。ただ、「専門家の言うことは信用するな、日本

の大衆と知識人の差は小さい」という主張はもっともだし、それは少し前最新の経済学の本で読ん

だ「専門家が自らの希少性の価値がなくならないよう社会・経済のしくみをゆがめるから注意しろ」

という主張と通じるところがある。         

東京会員  美濃部 雄人Minobe Yujin 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 

●２～３、７ページ 関連記事 

やったぞ！ 審査員特別賞 受賞！ 福井ＨＯＭＥＴＯＷＮ ＳＯＮＧ大賞 2009  

 



FM 福井主催 「HOME TOWN SONG 2009」の決勝戦に出場して 

 
あら雨……。今日は「ふるさと電車に乗って」を引っ提げて FM福井のHOME TOWN SONG 2009
の決勝戦の当日です。決勝に進出した 10組が芝政ワールドの特設会場で決勝戦を戦います。 
ことの発端は、内田さんがこの企画に応募したことに始まります。応募のデモテープは何と！昨年の路

面電車サミットで合唱してくださった ROBAGGで応募し見事、予選を通過しました。 
 
≪練習は？≫ 

2回ほど練習しようか！と言うことでしたが、2回と
もピアノ伴奏者とのスケジュールが合わないため、ピア

ノ伴奏を録音し、録音のピアノ伴奏に合わせて照さんが

ギターを弾き練習をしました。1回目の練習は照さん・
内田さん・清水さんの３人で練習、2回目の練習は、照
さん・内田さん・清水さん・奥田さん(内田さんの職場
の方)・畑の 5人で練習をしました。 

 
 
≪どうやって歌ったの？≫ 

1 番(春)は内田さん、２番(夏)は清水さん、３番(秋)
は照さん、４番(冬)は全員というように四季ごとに選手
交代にしました。ただ、１番から３番のサビから後は

全員で合唱しました。 

≪会場は？≫ 

会場は何と！何とカリビアンビーチなる波の出るプ

ール前に特設されていました。(芸能人水泳大会のよう
な雰囲気)雨が降るにも関わらず凄い人で、この前で歌
うの？？；という感じでした。 

≪リハーサルは？≫ 

朝 8時 45から 15分間のリハーサルがありました。
リハーサルと言っても立ち位置確認や機材確認で歌を

歌えたのは 1 回と半分だけ。リハーサルという感じで
はなかった気がします…。 

≪本番は？≫ 

本番に強い ROBA、さすがです。最後までかなり上手く歌えました。ちょっとしたハプ
ニングを除けば……。実は大きなハプニングが発生したのです。 
ハプニングその１：内田さんが第一声で「ふるさと電車 出発！」と掛け声をかけた後

に笛を吹いて伴奏が始まるはずだったのですが、“出発”を言うまでちょっとした間があ

きました。そしてサビの部分の歌詩を忘れたのか、歌が途中で消えていました。（正確に

は歌っていなかった） 
怪しい内田車掌 

(楽屋裏にて) 

リハーサル風景 

報告（畑）



ハプニングその２：照さんは 3番を歌うのですが、傾斜型マイクスタンドが徐々にさがって、気が付く
とマイクは真横に倒れていて、隣でタンバリンを叩きながら歌っていた私に照さんが「マイク！マイ

ク！！」と囁いていたのです。最初は何を言っているのか理解できずに暫く無視していたのですが、よう

やく照さんの非常事態を察知し、急遽マイク持ちをすることになりました。 
そして極め付け⇒ なんと！ギターのストラップが切れてしまいました。照さんはギターを抱えなが

らそして、低い位置にあるマイクで前かがみになりながら歌う羽目になりました。結局スタッフの方が私

と照さんの異変に気付いてくれたので、全員合唱の４番は何とか合唱が揃いました。 

≪歌唱力は？≫  
もちろんバッチリです。助っ人のみなさ

んはどの方も、ＲＯＢＡの清水さんに負け

ないぐらい声が大きく、素晴らしい歌唱力

の持ち主でしたので、本当に素晴らしい歌

声でした。 

≪で、結果は？≫ 
さあ、結果です。一部の人は「特別賞は

確実にもらった!！」と自信があったよう
ですが、その自信どおり「特別賞」を頂き

ました。そして審査員の方は、“ふるさと

ソングとは本来このような歌だというこ

とを改めて実感した”とお褒めの言葉を頂

きました。 

≪参加者の皆さん≫ 
ピアノ伴奏：畑みなみちゃん 
ギター：林 照翁さん 
歌：奥田智恵美（七彩、彩友）さん、 
吉田淳子（咲空、楓）さん 
小山 悟さん 
畑 久美子さん、畑 春美さん、 
内田桂嗣、清水省吾 
畑みゆき(歌兼タンバリン) 

審査待ちのメンバー 
特別賞受賞 準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘを獲得 

ｸﾙｸﾙﾀｲﾂさん 
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘを獲得 
証さん 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『徒歩の日』子どもと一緒に徒歩で街に出よう！ 

シンポジウム・トークショー  入場無料 

『かしこい公共交通の使い方』 

日時 9 月 19 日（土） 13:30～17:00 

場所 「響のホール」 福井市中央一丁目 

講演『地図で見る都市の姿と公共交通』 

講師 今尾恵介氏（地図研究家） 

地図研究の第一人者。ベストセラー「日本鉄

道旅行地図帳」を監修。NHK「課外授業ようこ

そ先輩」でもお馴染み。地図や路面電車、鉄

道に関する著書が多数あります。 

パネルセッション 

    今尾恵介氏 

    阿部真由美氏（FBC ラジオパーソナリティ） 

    岸本雅行氏（ROBA 理事） 

    川上洋司氏（福井大学大学院教授） 

作文・小論文コンクール表彰式 

県内の中学・高校生(入賞者)による作文・小 

論文の朗読と表彰式 

テーマ「クルマと公共交通のかしこい使い方」 

『まちかどコンサート』 
日時 9 月 19 日（土）11:00～12:00 

場所 「福井駅西口交通広場」モビリティセンター前 

出演 合唱団「ラブリーズ」のみなさん 

『バスの日』 

子どもと一緒にバスで街に出よう！ 

9 月 20 日（日）は京福バス・福鉄バスが子ども運賃

一乗車 100 円※1。ミニツアーに出かけませんか！ 

また、9 月 20 日（日）は京福バスの福井市内 230

円区間の子ども 1 日フリーパス（250 円）、または「す

まいる」バスの 1 日フリーパス（300 円）を大人が同

伴して利用したお子さんに景品をさしあげます。お子

さんが、当日使用された子ども 1 日フリーパスをモビ

リティセンターまでご持参下さい。 

※1  大人同伴の場合に限ります。京福バス・福鉄バスの

全路線（但し、高速バス・特急バス・空港連絡バス・定期観

光バスは除きます。）子どもは 6 歳以上 12 歳未満、6 歳以

上の旅客に同伴される 6 歳未満の幼児については 2 人目

から運賃（100 円）が必要です。 

『電車の日』 

子どもと一緒に電車で街に出よう！ 

9 月 21 日（月）はえちぜん鉄道と福井鉄道の子ども

1 日フリー乗車券が 100 円※2。（通常の価格はえち

ぜん鉄道が 400 円、福井鉄道が 250 円です）。ミニ

ツアーに出かけませんか！ 

えちぜん鉄道のサイクルトレインも同時に実施しま

す。この機会にお子さんとご一緒に勝山・三国・福井

市内などでサイクリングをしませんか。サイクルトレイ

ンのご利用には、運賃のほか、自転車持ち込み料（1

日 200 円）が必要です。 

 

※2  但し、大人同伴の場合に限ります。6 歳以上 12 歳

未満、6 歳以上の旅客に同伴される 6 歳未満の幼児につ

いては 2 人目から有料となります。 

『自転車の日』子どもと一緒に自転車で街に出よう！ 

日時 9 月 22 日（火）10:00～17:00 

場所 アップルロード（福井西武本館東側） 

■電動アシスト自転車展示試乗会 

自転車メーカーの協力のもと、数台の電動アシ

スト自転車の展示・試乗を行ないます。この機

会に、試乗して快適さを実感してください。 

■３人乗り自転車展示試乗会 

幼児以下の 3 人乗りは法改正により一定の安

全基準が求められます。これまでの 3 人乗りに

仕立てた不安定な自転車と、法律に準拠した３

人乗り自転車の比較乗車を体験してください。 

■優良デザイン自転車展示試乗会 

比較的廉価でおしゃれな自転車の展示・試乗を

行います。ちょっとした移動も素敵な自転車で

あれば楽しく、利用機会の増大につながります。 

『モビリティクエストⅠ』 
9 月 20 日（日）はバス、21 日（月）は電車を使ったモビリティゲームに参加しよう！(小学生向け。大人同伴可)受

付を福井駅西口広場特設モビリティセンターにて実施します。1 日フリーパス・1 日フリー乗車券が便利です。 

『サイクルトレイン』 
9 月 19 日（土）から 23 日（水）まで、えちぜん鉄道全線で毎日実施します。サイクルトレインのご利用には、運賃のほか、自転車持ち込み料（1 日 200 円）が必要です。 

『バスの乗り方教室』 
9 月 20 日（日）に福井駅前電車通り「勝木書店横」

で実施します。主に小学生が対象（大人同伴可）です。

料金の見方・支払い方や乗車マナーを勉強しましょう。 

モビリティセンター開設 
日時 9 月 19 日（土）～22 日（火） 10:00～17:00 

場所 「福井駅西口交通広場」 

駅前での公共交通利用情報の提供によって、みなさん 

のバスや電車のご利用をお手伝いします。 

モビリティウィーク＆カーフリーデーふくい 2009 のご案 

内、また、9 月 20 日（日）にバス、21 日（月）に電車を 

使って実施するゲーム『モビリティクエストⅠ』の受付・説 

明も行います。 

自転車タクシー試乗会 

モビリティセンターでは自転車タクシーの試乗会を実施 

します。（福井駅西口交通広場での試乗です。） 

9 月 20 日（日） 9 月 19 日（土） 9 月 21 日（月祝） 9 月 22 日（火祝） 

9 月 16 日（水）～18 日（金） 

モビリティウィーク＆カーフリーデー 

パネル展 
日時 9 月 19 日（土）～22 日（火） 8:30～17:00 

場所 「福井市役所１Ｆ市民広場」 

世界や日本のモビリティウィーク・カーフリーデーに関
する情報をパネルにして展示します。 

『通勤にクルマを使わない日』 
9 月 16 日（水）～18 日（金）のうち、1 日だけでも 

通勤にクルマを使わない日にしましょう。 

※18 日（金）は『カーセーブデー』です。 

バス・電車案内所 

電停・駅・バス乗り場・路線・行きかた等を案内します。マイ時刻表の作成・贈呈を実

施します。また、「ばす・でんしゃナビふくい」の路線検索体験もできます。「ふくいのり

のりマップ」もご用意しています。9 月 20 日に京福バス市内 230 円区間の子ども 1

日フリーパス（250 円）、または「すまいる」バス 1 日フリーパスを、大人が同伴して利

用したお子さんに景品をさしあげます。下記「バスの日」欄をご参照下さい。 

 

観光・まちなか店舗・イベント案内所 

マップやパンフレットを配布し、イベント、観光スポット、まちなか店舗をご案内します。

グリーンツーリズムのスポットのパンフレットもご用意しています。観光スポット・まちな

か店舗案内所では、まちなか観光リーフレットや得々クーポン券なども配布します。各

地で行われているイベントの案内や、博物館・美術館等のイベントもご紹介します。 

モビリティウィーク＆カーフリーデーパネル展 

世界や日本のモビリティウィーク・カーフリーデーに関する情報や世界や日本の新しい公

共交通に関する情報をパネルにして展示します。また、不足している「公共交通の活性

化とそれを活かしたまちづくり」に関する情報をパネルにして展示します。 

福井市総合交通戦略、北陸新幹線の整備など、福井市が進めている施策のパネルを

展示します。 

 

レンタサイクル 

無料のレンタサイクルを実施します。但し、貸し出し時に保証金 500 円をお預かりし、

返却時にお返しします。ご利用は 16 歳以上の方に限らせて頂きます。 

マップやパンフレットによる、自転車で行ける市内の観光スポットのご紹介も行います。 

また、りんりんマップを使い、安全な自転車通行に関する情報を提供します。 

『ハチドリ計画 2009』 
日時 9 月 22 日（火）10:00～16:00 

場所 アップルロード（福井西武本館東側） 

■エコライフ診断 

■「ハチドリ計画」抽選会 

折りたたみ自転車や環境グッズなどが当たる抽

選会を開催。日常でできるエコ実践をポトリとい

う単位で集めると、ポトリ数に応じて抽選ができ

ます。当日、クルマを使わずに駅前にきた人にも

チャンス！ 抽選券を進呈。当日、エコライフ診

断をうけた人にも抽選券を進呈します。 

モビリティウィーク 

＆ 

カーフリーデー 

ふくい ２００９ 

９月１６日～９月２２日に開催されるモビ

リティウィーク＆カーフリーデーふくい２０

０９について現在の状況を報告いたします。 

準備がいよいよ大詰めを迎えています。実

行委員会を組織する交通事業者各社やＮＰＯ

の協力態勢により、準備が着々と進められて

います。 

プログラムもこのカレンダーのとおり固ま

っていますので、チラシ・パンフレットの印

刷に先立ち、皆さんにお知らせいたします。 

環境省のメディア連携事業に採択され、

ＦＢＣ福井放送による広報・報道支援も始ま

っています。知らせること、伝えること、体

験していただくことで、公共交通の利用を啓

発し、ひとと環境に優しいまちづくりを進め

ていきましょう。 

残すところもあとわずか。みなさんのさら

なるご協力をお願いいたします。 

モビリティウィーク マイカーの使い方を考え直す機会として、9 月 16 日～22 日の 1 週間をモビリティ

ウィークと名づけ、世界中でイベントが行われます。テーマは「クルマをおいて、街にでよう！」です。 

この 1週間はひとりひとりがちょっとだけマイカーを使わずに、歩いたり、自転車に乗ったり、公共交通を使

ったりしてみませんか！ 

カーフリーデー   9 月 22 日に、街の一定の区域において１日車のない街を生み出し,普段の空間と

の違いを体験することにより「車と地球環境」「車と都市生活」との関係を考え直す機会にしようとする世

界的なイベントです。 

主催：モビリティウィーク＆カーフリーデーふくい 2009 実行委員会   
協力：京福バス・えちぜん鉄道・福井鉄道・まちづくり福井㈱・FBC 福井放送・NPO 法人エコプランふくい 

福井市環境パートナーシップ会議・NPO 法人ふくい路面電車とまちづくりの会（ROBA） 
後援：カーフリーデージャパン・中部運輸局福井運輸支局・福井県・福井市・（社）福井県バス協会 

 

■ お問い合わせ  0776-25-7968（ROBA）   
■ ホームページ 

ROBA           http://cfd-fukui.roba.iinaa.net/   

小論文の募集要項   http://cfd-fukui.roba.iinaa.net/sakubun2009.html 

FBC 福井放送      http://www.fbc.jp/index.htm 



 

「車に頼らない、人にやさしいまちづくり」 ｐａｒｔ ２ 

 ＪＲ森田駅活用第１回ワークショップで出された「ＪＲ森田駅活用アイデア」を、企画書という形で班

別にまとめ発表を行なった。企画書は仁愛短大学生のアイデアに加え、森田地区の住民からも企画書が出

され熱い発表会となった。今回出たいろいろな企画書の中から、森田地区文化委員会で重要性・実現性な

どを評価し、９月に予定している「森田地区の代表役員」と「ＪＲ」との話し合いの参考資料にします。 
 

ＪＲ森田駅活用第２回ワークショップ 開催 ０９０７２０ 

 

●企画（案）一部分 【報告／林照】 



 

ギターピック発見！ 

 芝政ワールドで紛失したと思われたギター 
ピック（下段中央）がカバンの中から出てき

ました。（超うれピー・・・旬なギャグ？） 
 有名音楽家からプレゼントされたお気に入

りのものだったので落ち込んでいたのです

が・・・。 
雨の中、マイクは下がるしギターストラッ

プは切れちゃうし・・・でも狙っていた審査

員特別賞はゲットできましたね。（照） 



 

作／漆嵜 耕次 

編集後記 ・・・編集委員より一言 

林(変集長) 
「最近、朝早く目が覚めてしまいます」 
清水（副編集長代理） 

「塚谷さん、早く戻ってきてくださいよー！」 

内田（発行責任者） 

「今年の夏は始まる前に終わってしまいそう～！」 

 

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/ 

 

照ちゃんの気になる風景 part１８ 

 

幸福のピンクのハンカチ！～ちょっときたないけど～ 

 映画「幸福の黄色いハンカチ」（１９７７年）は、北海道を舞台

に刑務所帰りの中年男（高倉健）と若いカップル（武田鉄矢・桃

井かおり）がおりなすロードムービーでした。映画の最後では、

黄色いハンカチがたくさん風にたなびいていましたが、こちらは

ちょっとさみしい１枚だけです。 
 はたして、このきたないピンクのハンカチは何のサインか？ク

イズの答えはメール又はＦＡＸで・・・おいおい、あいおい損保！

 答えは「クリーニングのお知らせ」です。なぜ、私がそれを知

っているのか？それはね・・・。このハンカチは変集長の母親の

アイデアです。私が住む森田地区にあるＫ上クリーニングの方が

我が家の前を通過する時、このハンカチがあればクリーニングし

てほしい洗濯物があるというサインなのです。 
 最近はしまい忘れ、クリーニング屋さんが寄ることがしばしば

あり、失笑を買っていますが・・・。今年 89歳になる母親が考え
たアイデアとしては、なかなかなものです。（ちょっと子バカ） 
これをデマンド交通システムに使えないか、思案中の変集長であ

ります。「アイデアは愛である」失礼しました！ 




