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───────────────────────

───────────────────────

ラピュタが特定非営利活動法人になりました！

ラピュタ通信が復活します！

───────────────────────

───────────────────────

ラピュタ創造研究所は、昨年の平成 15 年 9 月に、特定非営
利活動法人（NPO 法人）として新たにスタートしました。
ラピュタは、平成 11 年 6 月から「蔵の辻」の一角に拠点を置
き、新しい時代の武生の街中ならではの暮らし方を提案し、活
動を続けてきました。そして、活動を通して次のような思いを持
つようになりました。

ラピュタが生まれてからひと月に 1 回「ラピュタ通信」を発行
してきました。その通信が途絶えてから 2 年がたってしまいまし
た。その間は、ホームページと電子メールを使ったメールマガジ
ン・地図などをとおして情報を発信してきました。そして、この号
より「ラピュタ通信」の発行を再開することにしました。

東京のような都会でもなく、
長浜のような観光地でもない、
武生のアイデンティティを活かし、「暮らし」を重視した
「持続可能な地域」をつくることが
武生で暮らす私たちが目指すべき方向だ！
武生は、大化の改新の頃から北陸一円の国府が置かれ、そ
の後、明治に入るまで都でした。ラピュタのある『蔵の辻』の整
備のときの発掘では、平安の頃から大正に至るまでのものが同
じ場所から発掘されました。釜戸のあと、食器類、ゴミ捨ての跡、
薬のビン、大火事の跡．．． このことから見ても、武生の街中に
はずーっと人が住み続けてきたことが分かります。
そう、武生は持続可能なまちだったんだ！
先人達が連綿とつないでくれた武生。その武生に今生きて
いる私たちは、次の世代のことを考えたまちづくりを行うこと
が大切なのだと思います。
ラピュタは
• 武生独自の文化や歴史、伝統や美意識、
そして風土を大切にします
• 先人たちの知恵に学び、未来に繋げるための
「まちづくり」をします
• 武生の暮らし方について研究し、
楽しく、そして刺激的に提案します
• 持続可能なまち「武生」を目指します

ラピュタができることの一つひとつは小さくたいしたもので
はないけれども、こういう意識を持ちながらこれからも活動を
続けていきたいと考えています。 今後とも、ラピュタへご協力・
ご支援下さいますようお願いいたします。
目指せ、小さな世界都市 「武生」！

ラピュタからのメッセージを伝えたい！
武生の「新しいライフスタイル」情報を発信したい！
これからは偶数月の 1 日に「ラピュタ通信」を発行していきま
す。ラピュタ界隈のイベント情報、活動情報、コラムなど、ラピュ
タの切り口で情報発信します。ぜひ、ご購読ください。
ラピュタの会員の方には、通信とラピュタおすすめのチラシ
なども郵送いたします。詳しくは裏面の「会員募集」の欄をご覧
下さい。

───────────────────────

ラピュタの企画･研究に、楽しく参加しませんか？
───────────────────────
ラピュタは、今年度もいろんな事業を予定しています。
ラピュタでは「こんな企画をやってみたい！」とあらば、言いだ
しっぺが事業リーダー？！ 夢を形への一歩が始まります。
では、今年度の事業などをご紹介します。 「遊び心」と「マジ
心」を織り交ぜた提案をしたいと、楽しく企画しています。
あなたの得意な分野、興味のある企画に、気軽に参加してみま
せんか。新しい武生の暮らし方を一緒につくり、育ててみません
か。そして、次の世代に「武生の心」を
つなげるために、皆様と共に活動して
いきたいと思います。
【まちづくり事業】
■ギャラリー運営：街中ギャラリーの運営
■暮らしの講座：暮らしの講座の運営
■きもの de 来武：着物をきて楽しむﾗｲﾌｽﾀｲﾙを提案
■otona の文化祭開催：
10/2〜10/17 おとなのための文化祭
【調査・研究事業】
■ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ事業：
武生の歴史的資料をデジタル化・公開
■武生箪笥の研究：武生の伝統産業「木工業」の調査研究
■講師派遣：まちづくりなどの講演、視察等の受け入れ
【情報発信事業】
■ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｻｰﾊﾞｰ事業：地域の問題解決型ツールの提供と運営
■マップ事業：オリジナルマップの作成
■通信・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝを使った情報発信
【その他】
★風水部会：武生の条里制を風水で考えます
★越前府中時代箪笥研究部会
★コミュニティ・ビジネス研究部会
★河和田ビーズプロジェクト
★蔵の辻白壁映画上映会
★蔵の辻でオープンカフェを楽しむ会 など
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───────────────────────

「ラピュタ de 茶論」が毎月第 1 金曜日に OPEN！
───────────────────────
ちゃろん

会話を楽しむ「ラピュタ de 茶論」を、
毎月第 1 金曜日午後 7 時からラピュタ
で開催しています。
お茶を飲みながら、テーマを決めないフ
リートーク。いつ来ても、いつ帰っても OK。
どなたでも参加できます。
ぜひ、お気軽にご参加ください。楽しい出会いと時間が待って
います。

◆ラグタイム、OPEN！

◆武生市家具建具展示会

5 月 21 日、蔵の辻内に待望の

6 月 19 日(土)・20 日(日)の両

「カフェ ラグタイム」がオープン

日、武生市体育館にて「ものづ

しました。 古代米「紫 雲 米 」を

くりの町･武生 第 37 回 武生

使った「蔵弁当」は早くも大人

市家具建具展示会」が開催さ

気！もちろん香り高いコーヒー、

れます ! 武生は古くから木工

夜はお酒も・・・大人のための

の盛んなところ。武生の職人

「カフェ」です。ゆっくりとした時

集団が、その技と心を伝えま

間も贅沢に味わってください。

す。 a.m.9:00〜p.m.6:00

a.m.9:00〜a.m.0:00 木曜定休

入場無料

し うん まい

───────────────────────

今年になって大学からの視察が 4 回も！
───────────────────────
これまで蔵の辻には、県内外から商店街やまちおこしに携わ
る方々、そして行政関係の方が視察にお見えになっていました。
ところが、その視察に変化が。今年になって 2 つの大学から 2
回の研修旅行をラピュタが受け入れています。
ひとつは、岐阜県にある NPO 法人デジタル・アーカイブ・アラ
イアンス（http://www.daja.gr.jp/）と、岐阜経済大学経済学部
にいのみ
教授の新家先生と学生です。彼らは、文化・伝統・地域情報の
デジタル化と、その利活用を推進しています。学生達は福祉学
科に所属していて、高齢者の方に、昔の写真を見ながら話を聞
き出し、その話をデジタル化し保存するという試みをしています。
ラピュタも昨年より、武生の収集家の写真やその属性をデジタ
ル化することに取り組んでおり、お互いの情報交換や研鑽のた
めの交流が始まっています。
もうひとつは、ホームページで調べて大阪から武生に研修旅
行に来ている大阪経済大学の徳永先生と学生です。彼らは、地
域経済学という視点から武生を選びました。その折、ラピュタが
考えているまちづくりと経済のお話をしたところ、自分たちが
学んでいるグローバルな経済と、地方が生き残るための経済の
違いに興味をもたれたようです。
事前に武生を調べ尽くしている彼らか
らは、「おい、ここがラピュタだよ」「これ
が京町の石畳ですね」「そこを曲がると
タンス町どおりに行きますね」なんて言
葉が飛び出していました。おもしろい ！ （＾＾）
今後も双方のやり取りが発展しそうです。関心のある方は、
ラピュタまでお問合せください。

きもの de 来武（らいぶ） 「涼を呼ぶ」
好評企画第 5 弾、夏はやっぱり「ゆかた」でしょ ！
７月１７日(土) 午後 7 時から 会場：府中町屋倶楽部
会費：1000 円

定員 40 名

■ミニライブ：納涼落語“ろくろっ首”
はやおき亭貞九郎さん
■きもの達人トーク：倉橋鳳延さん(組紐作家)
■季節の和菓子
＊蔵の辻でゆっくりと夕涼み。
お申込みはラピュタまで。

着物姿で張り切る
スタッフ（若干一名
半てんです）

otona の文化祭、2004！
今年もやります、「OTO 文」。昨年１０月初の試みとして行われた「ラピ
ュタおとなの文化祭」。たけふ菊人形期間中にあわせ、蔵の辻を中
心にさまざまな企画を行いました。今年も１０月２日(土)―1７日(日)
の１５日間「あんなこと」や「こんなこと」…ラピュタ流にやっちゃいま
す ！ 期間中「OTO 文」共催企画として、自主的に面白イベント・企
画をやってみませんか？ 「お・と・な」なアイディアで、OTO 文を一緒
に盛り上げてください ！ ＊詳しいお問合せはラピュタまで。

■ご利用のご案内
ラピュタ、ラピュタ工房を「展示会」「ライブ」「講座会場」などにぜひ
ご利用ください。ご利用に関してのお問合せもお気軽にどうぞ。

■会員募集
武生での新しいライフスタイルを提案・実施しているラピュタ創造研究所では、正会員・賛助会員
を募集しています。わたしたちの目的や考え方にご賛同くださる方、ぜひご入会ください。
◆年 4 回発行のラピュタ通信、その他のおしらせをお届けします。

◎正会員：会費 10000 円（１年分、期間 4 月〜3 月）
・ラピュタ創造研究所の運営に積極的に関わりたい方（年１回の総会での議決権あり）

【編集後記】
久しぶりに復活したラピュタ通信。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
とは一味違った情報発信をしていきます。
通信を休んでいた 2 年間で、いろんな出来
事がありました。新しいチャレンジもありま
す。その様子なども随時通信でおしらせし
ます。おたのしみに ！ （編集スタッフ）

◎賛助会員：会費 3000 円（１年分）
・ラピュタ創造研究所の目的に賛同し、財政面で支えてくださる方
・運営や実際の事業参加は難しいが、ラピュタ創造研究所の活動を応援してくださる方
【振込先】福井銀行武生支店（普）1412545

特定非営利活動法人ラピュタ創造研究所

＊その他、寄付金も受付けております。会員に関する詳しいお問合せ・お申込みはラピュタまで。

NPO 法人 ラピュタ創造研究所
〒915-0074 福井県武生市蓬莱町 5-1
TEL 0778-21-3190 FAX 0778-21-0676
e-Mail
info@laputa21.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://laputa21.com/

