
№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年5月4日(火)
／小劇場

令和3年5月9日(日)
／主劇場

令和3年8月14日(土)
／主劇場

令和3年11月13日(土)
／主劇場

令和4年1月23日(日)
／主劇場

鑑賞体験促進事業（地域拠点契約公演）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年8月21日(土)
／主劇場

令和3年12月10日(金)

～11日(土)

／小劇場

鑑賞体験促進事業（自主企画・制作公演）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和4年2月18日(金)
／小劇場

令和4年3月12日(土)
／主劇場

2

祈りのコンサート
2022～被災地へ届
け、私たちは忘れな
い～

　東日本大震災で犠牲になられた方々への鎮魂と、被災
者の1日も早い心の復興を祈るクラシックコンサートを
開催した。アンコールでは、「君といた夏」、「翼をく
ださい」を心の中で口ずさむなど、公演を通して多くの
方が被災地に想いを寄せた。公演の収益と募金を東北の
被災者支援団体に寄託した。
　ヴィオラ：安保惠麻、ピアノ：三輪郁
　ナビゲーター：佐野秀典（作曲・編曲家）

令和3年度 公益財団法人可児市文化芸術振興財団事業報告詳細

鑑賞体験促進事業

1
かに寄席「新緑落語
会」

　2019年度からはじめた人気の若手落語家による寄席。
　今回、メディアへの出演や執筆活動など多方面で活躍
する立川吉笑、入船亭小辰を招いた二人会を開催し、幅
広い年代層に来場いただけた。

2 音楽の絵本

　プロの演奏家が動物に扮して演奏する、親子で楽しめ
る本格的なクラシックコンサートを「母の日」に開催し
た。終演後にカーネーションを配布し、子どもたちから
母親にプレゼントした。

3 かに寄席「納涼」

　毎年夏の恒例となった人気・実力を兼ね備えた顔付け
の寄席。新型コロナの影響による自粛生活でストレスを
溜めていた方も多く、会場では笑顔が広がった。
　【出演】春風亭一之輔、三遊亭萬橘、柳亭小痴楽、瀧
川鯉八、柳貴家雪之介＜大神楽曲芸＞

4

小曽根真60th
BIRTHDAY SOLO
OZONE60 CLASSIC×
JAZZ

　国内外で活躍するジャズ・ピアニスト小曽根真が、60
歳の節目に行うソロライブ。ジャズとクラシックの両方
のレパートリーで贅沢で華やかな演奏会であった。ま
た、気さくな人柄が現れたMCでも盛り上がった。

5 かに寄席「初席」

　初席として定着した新年の寄席。ベテランを中心とし
た顔付けで、笑いが絶えなかった。
　着物での来場者には大入り袋を進呈した。
【出演】三遊亭小遊三、春風亭一朝、桂文治、旭堂南湖

1 風間杜夫落語独演会

　俳優の風間杜夫が、落語独演会と銘打って「元犬」
「宿屋の富」を披露。トークショーでは、お客様から事
前に応募いただいた質問に丁寧に、そしてユーモラスに
答え、会場が温かい雰囲気となった。

1

新日本フィルハーモ
ニー交響楽団
サマー・コンサート
「ボレロ」

　マエストロ井上道義と岐阜県出身のヴァイオリニスト
辻彩奈が2年ぶりの競演。新型コロナの影響で沈みがち
な市民の気持ちを考え、元気になるプログラムを演奏い
ただき、大いに盛り上がった。
【演奏曲】ラロ/スペイン交響曲、ファリャ/三角帽子第
1組曲、第2組曲、ラヴェル／ボレロ

2
文学座公演「怪談
牡丹燈籠」

　三遊亭円朝の傑作怪談話を舞台劇化した文学座の代表
作を20年ぶりに鵜山仁が新演出した。早坂直家と富沢亜
古が物語の軸となる伴蔵とお峰を演じ、好評を博した。
　新型コロナの感染予防から、アフター・トークは中止
とした。



鑑賞体験促進事業（共催公演）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年12月12日(日)
／小劇場

鑑賞体験促進事業（映画事業）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年11月4日(木)

～8日(月)

／映像シアター

通年

／映像シアター

鑑賞体験促進事業（収益目的事業）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和4年2月20日(日)
／主劇場

令和4年3月13日(日)
／主劇場

まち元気・市民交流促進事業（自主企画・制作公演）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年8月1日(日)

／演劇ロフト

令和4年2月5日(土)

／主劇場

令和3年10月1日(金)

～10月4日(月)

＜全4回公演＞
／小劇場

1
南こうせつコンサー
トツアー2022～いつ
も歌があった～

　「神田川」「赤ちょうちん」「妹」などの名曲を送り
出してきた南こうせつによるコンサート。
　歌とユーモアたっぷりなトークで盛り上がりを見せ
た。

2
平原綾香
CONCERT2022
～MOSHIMO～

　代表曲「ジュピター」などで人気の平原綾香によるコ
ンサートを開催した。
　名曲の数々を圧倒的な歌唱力と表現力で歌い上げ、観
客を魅了した。

1
多文化共生プロジェ
クト2021

　外国にルーツを持つ、多様な文化的背景を持つ市民と
日本人がドキュメンタリー演劇の手法を取り入れ、世界
各地にある古い井戸を舞台に物語を作り上げ上演した。
新型コロナの感染状況から、今回は大幅に稽古回数や出
演人数を見直し8名が出演、26名は声のみで出演した。
　公演終了後も、オンラインのトークイベントなどを通
じて、交流を継続して行った。

1
吉鷹奈津子 ピアノ
の夕べ
～世界を巡る～

　可児市在住のピアニスト吉鷹奈津子による3年ぶりの
リサイタル。耳馴染みのあるクラシックの名曲を中心に
演奏し、学生から年配の方まで楽しんだ。
【演奏曲】モーツァルト/ピアノ・ソナタ第11番「トル
コ行進曲」、ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ第14番
「月光」、リスト/リゴレット・パラフレーズ　ほか

1 アーラ映画祭2021

　実行委員会が作品選定や運営を行い、日本映画を8作
品14回上映し、監督トークショーを2回実施した。聴覚
障がい者などに向けたバリアフリー字幕を取り入れ、
様々な環境の人が映画を鑑賞する機会を設けた。
【上映作品】スパイの妻《劇場版》、三島由紀夫vs東大
全共闘 50年目の真実、天外者、あのこは貴族　他

　可児市在住のドラマー・森山威男を中心としたトップ
プレイヤーによる恒例のジャズコンサートを開催し、お
客さんは2年半ぶりとなる熱い演奏に酔いしれた。
　コロナの影響で9月から2月に延期して実施した。
　また、公演の一部をYouTubeで配信した。

3

ala Collectionシ
リーズvol.12「紙屋
悦子の青春」可児公
演

　アーラが企画制作し全国に発信する演劇公演。関連企
画として、「舞台の魅力発見ツアー」を行い、来場者の
満足度を高めた。
【作】松田正隆　　【演出】藤井ごう
【出演】平体まひろ、岸槌隆至、枝元萌　ほか
　コロナの影響により9月の2公演を中止し、10月1日か
ら4日までの4公演と日程を変更した。「アフタートー
ク」と「折り紙ワークショップ」は中止した。

2
アーラ・キネマ倶楽
部

　映画館のない可児市において映画鑑賞のニーズに応え
るため、定期的に作品を上映した。また、子ども向けや
福祉施設向けの無料上映会も実施した。
【上映作品】「ワン チャンス」、「くもりときどき
ミートボール」、「エノケンの頑張り戦術」ほか
　5月、6月、9月の上映は、コロナの影響で中止した。

2
森山威男JAZZ
NIGHT2021



令和3年10月20日(水)

～28日(木)

＜全8回公演＞
／吉祥寺シアター

令和4年1月15日(土)

～16日(日)

／小劇場

／オンライン

まち元気・市民交流促進事業（提携公演）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年10月16日(土)
長岡リリックホール

令和4年1月20日(木)
／小劇場

まち元気・市民交流促進事業（普及啓発事業：ワークショップ）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年10月31日(日)
／演劇ロフト、オンライン

乳幼児WS（2クラ
ス）：延べ24回
高齢者WS：延べ14回

／レセプションホールほか

通年

／演劇練習室

まち元気・市民交流促進事業（普及啓発事業：アウトリーチ）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年10月19日(火)

～22日(金)

／市内中学校

　放送大学の番組として、山下洋輔トリオを題材とした
映像を制作。演奏に加え、座談会の収録を行った。
　主催は放送大学で、財団として会場提供や舞台技術な
どにおいて参加した。
【出演】山下洋輔、坂田明、森山威男

3
みんなのピアノプロ
ジェクト

　ピアノを弾きたいという夢や希望を持ちながら、家庭
環境などの理由で叶えることができない子どもたちにピ
アノに触れる機会を提供した。
　まん延防止等重点措置区域や緊急事態宣言の指定を受
けた期間は中止した。

1
地域拠点契約関連事業

おでかけ朗読会

　文学座の俳優が中学校に出向いて朗読を行い、子ども
たちに一流の芸術を体験する機会を提供した。俳優の臨
場感あふれる語りで、生徒は物語にのめり込んでいた。
【出演】佐川和正（文学座）
【プログラム】走れメロス

2
ココロとカラダワー
クショップ

　乳幼児と親、高齢者を対象にしたワークショップ。コ
ミュニケーションゲームやダンス、演劇表現の要素を取
り入れながら、健康づくりや仲間づくりを促進した。
　コロナの影響により、一部の日程の開催を中止した
が、高齢者対象にZOOM交流ワークショップを開催した。

1
みんなのディスコ
2021

　障がい者施設、高齢者施設に声をかけ、仮装やダン
ス、音楽を楽しみながら交流する場を設けた。コロナの
影響からすべての施設の方がオンラインで参加した。
　施設内から参加ができるため、介護度の高い方や感染
対策に気を使っている施設の方も参加できた。

1

ala Collectionシ
リーズvol.12「紙屋
悦子の青春」ツアー
公演

　アーラが企画制作し全国に発信する演劇プロジェクト
のツアー公演。可児市で制作した作品を全国に発信し、
可児市とアーラのブランド力を高めた。
【作】松田正隆　　【演出】藤井ごう
【出演】平体まひろ、岸槌隆至、枝元萌、ほか

2
山下洋輔トリオ　放
送大学用番組収録

4

ala Collectionシ
リーズvol.12「紙屋
悦子の青春」東京公
演

　アーラが企画制作し全国に発信する演劇プロジェクト
の東京公演。可児市で制作した作品を東京・吉祥寺シア
ターで公演し、首都圏に発信した。
　公演終了後には、来場者に薔薇をプレゼントし、可児
市をアピールした。

5 シリーズ恋文vol.11

　俳優2名と演出家を招き、可児市に滞在しながらオリ
ジナルの朗読公演を制作した。作品は、「きみまち恋文
全国コンテスト」の作品を元に構成した。
【出演】田中要次、高橋由美子
【演出】瀬戸山美咲　　音楽：黒木由香

6

大型市民参加事業
「君といた夏～スタ
ンドバイミー可児
～」

　稽古場の感染対策が難しいことから、舞台公演は中止
したが、代替企画として映像作品「THE MOVIEみんなと
繋ぐ『君といた夏』2022」を制作した。応募した51名の
市民が歌やダンスを自ら収録したものに過去の舞台公演
映像と瀬戸口郁氏のナレーションを加え、「君といた
夏」のストーリーを紡いだ。
　出来上がった映像は、3月5日に完成記念上映会を行う
とともに、YouTubeでも公開した。
【作】瀬戸口郁　【演出】黒田百合　【作曲】上田亨



令和3年11月8日(月)

～12日(金)

／土田小、広見小、西
可児中、今渡北小、ふ
れあいの里可児

年4回

／ロフトほか

まち元気・市民交流促進事業（普及啓発事業：講座・講演）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年7月29日(木)
／映像シアター

令和3年9月5日(日)

／オンライン

全6回
／映像シアターほか

まち元気・市民交流促進事業（人材育成事業）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年7月29日(木)
／レセプションホール

毎週1回
／音楽ロフト

令和4年2月24日(木)
～25日(金)

／美術ロフト

まち元気・市民交流促進事業（芸術団体等支援）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

【地区大会】
令和3年7月16日(金)
～19日(月)
／小劇場ほか
【岐阜県大会】
令和3年8月9日(月)
～13日(金)
／主劇場ほか

平田オリザの「対話
を考える」モデル授
業

　劇作家・演出家で、教育・文芸・言語などあらゆる分
野で活躍する平田オリザを講師に迎え、市内の小中学校
の教員（4、5年目）を対象とした講習会を開催した。

2 森山威男ドラム道場

　市内在住のジャズドラマー・森山威男を講師に迎え、
個人レッスン形式で高度な演奏技術を学べる講座を開催
した。コロナの影響により一部中止した。また、5月15
日に関連企画「森山威男TRIO JAZZ LIVE」を計画してい
たが、無観客での収録に切り替え、YouTube配信に加
え、8月7日、8日に映像シアターにて上映会を行った。

3

劇場に関わる人のた
めのアーツマーケ
ティングゼミ　あー
とま塾2021

　「社会的共通資本としての劇場文化」をテーマに、全
国各地の劇場関係者、行政、NPO、研究者、表現者など
と2日間にわたって意見交換を行った。
【基調ﾚｸﾁｬｰ】衛紀生（ｱｰﾗ･ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）
【事例報告】村尾剛志(丸亀市市民会館建設準備室長)、
直井恵(NPO法人ｱｲﾀﾞｵ、上田映劇)、栗田康弘(ｱｰﾗ)
【ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ･ﾌｧｼﾘﾃｰﾄ】落合千華((一社)CoAr代表理事)
　コロナの影響により5月と10月の回を中止した。

1 市民演劇支援

　高校演劇中東濃地区大会に先立ち、高校生に舞台や音
響、照明などの技術指導を行うとともに、感染症対策に
ついても周知徹底した。大会当日は、技術面・感染症対
策面を含めて地区大会および岐阜県大会の運営を支援し
た。

2
地域拠点契約関連事業

新日本フィルアウト
リーチ

　新日本フィルハーモニー交響楽団メンバーが弦楽四重
奏やピアノ三重奏の編成を組み、市内小・中学校や施設
に出向いて、「パプリカ」からクラシックの名曲までを
演奏し、一流の演奏に触れる機会を提供した。
　コロナの影響で6月から11月に延期して実施した。

3
歌舞伎と
おしゃべりの会

　様々な講師を招き、歌舞伎を中心とした日本文化をい
ろいろな角度から楽しく学ぶ講座を開催した。
【講師】葛西聖司（古典芸能解説者）、木ノ下裕一（木
ノ下歌舞伎主宰）、中村橋吾（歌舞伎役者）
【ゲスト】松本幸四郎（歌舞伎役者）、高橋久則（シネ
マ歌舞伎映像技術監修）、中村歌昇（歌舞伎役者）

1

3
就学前教育ワーク
ショップ

　3歳から5歳の子を対象に、文化芸術の特性を生かした
ワークショップを在日外国人の認可外保育施設「ハンズ
オブガッド」を対象に実施した。
　まん延防止等重点措置区域及び緊急事態宣言の指定期
間は実施を見送った。

1
まちが元気になる
処方箋

　劇作家平田オリザと前館長の衛紀生をゲストに迎えた
公開座談会。今回は「アーラをつなぐ」をテーマに可児
市の将来像について語り合った。

2 alaみんなの同窓会

　過去の市民参加型事業の参加者が一堂に集まって交流
を深める年1回の同窓会を開催。当初、アーラに集まる
計画をしていたが、緊急事態宣言の期間であるため、オ
ンライン（2部制）で開催し、延べ26名が参加した。



2 可児歌舞伎支援
　可児歌舞伎の活動を支援し、制作面でのアドバイスを
行った。

通年

3 紙芝居一座支援
　市民で構成する紙芝居一座の活動を支援し、子どもを
対象にした公演制作のアドバイスを行った。

通年

通年

おさらい会

令和4年2月6日(日)

令和4年3月19日(土)

／小劇場

6 市民活動支援

　alaクルーズと情報交換を図るほか、運営のアドバイ
スや各種相談を通じて活動を支援した。（展示、ワーク
ショップ、フロントスタッフ活動、広報紙発行等）
　劇場フロントスタッフ養成講座は、7月4日、7月22日
の2日間で開催した。また、活動者向けのフォローアッ
プ研修を8月21日に実施した。

通年

まち元気・市民交流促進事業（市委託事業）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年7月17日(土)
～25日(日)

／美術ロフト

令和3年11月23日(火)

～28日(日)

／ロフトほか

令和3年12月1日(水)

～5日(日)

／ギャラリーほか

通年

／市内小中学校、教
育研究所

まち元気・市民交流促進事業（その他）

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

令和3年12月4日(土)
～令和4年1月30日(日)

／水と緑の広場

4
児童・生徒のための
ココロとカラダ
ワークショップ

　小学校児童及び不登校児童・生徒の通うスマイリング
ルームを対象にしたコミュニケーション・ワークショッ
プを市教育委員会の委託事業として開催。コロナの影響
により実施計画のほとんどが中止となった。

1
アーラ・イルミネー
ション

　水と緑の広場をNPO法人アーラクルーズの協力も得
て、LEDのイルミネーションで華やかに彩った。制作過
程では高校生も加わった。期間中は毎日、公募の市民に
よる点灯式を行った。財団職員がカウントダウンやバー
スデーデーで家族や友人との思い出作りを演出し、ま
た、記念写真を撮影し、カードにしてプレゼントした。

1
エイブル・アート展
～彼方の光景～

　障がいのある人たちが描いた、選りすぐりの絵画作品
の展示を行った。市内支援学級児童生徒の作品も併せて
展示した。また、関連企画として7月22日に「エイブル
アート勉強会」を開催し、障がい者が表現活動できる空
間づくりを学ぶ機会を作ったり、7月25日には、「みん
なのオープン・アトリエ」を実施し、多くの方に身近に
感じていただけるよう工夫した。なお、可児市役所1階
ロビーで、サテライト展示も行った。

2 可児市美術展

　市委託事業として実施した。洋画、日本画、書道、彫
塑工芸・デザイン、写真の5部門で255作品の応募があっ
た。入選以上の作品を展示し、最終日に表彰式を行っ
た。新型コロナの感染対策から、審査員による作品の講
評会は行わなかった。

3 可児市文芸祭

　市委託事業として実施した。一般の部は、1,978点、
小・中学生の部は2,237点であった。優秀賞以上の作品
についてはギャラリーに展示し、最終日に表彰式と文芸
祭賞受賞作品の朗読会を行った。

5
ROCK FILL JAM in
ala 特別編

　例年、音楽やアート、グルメを中心に子どもから大人
まで一日楽しめるイベントを開催していたが、新型コロ
ナの感染拡大により計画を変更し、3月に特別編として
「向井秀徳アコースティック＆エレクトリック、鈴木実
貴子ズ」を開催した。また、関連企画として、「みんな
でつくるデザインマスク展」を1月に開催した。

4 可児常磐津教室支援

　アーラ主催の常磐津ワークショップ受講生が立ち上げ
た自主教室について、相談やアドバイスを行うとともに
おさらい会（発表会）や会場や周知などの支援を行っ
た。
【講師】常磐津巴瑠幸太夫



各事業会計共通

№ 事業名 事業内容 実施日／会場

1
私のあしながおじさん
プロジェクト

　企業、団体、個人からの寄付金を財源に、中高生に希
望する公演チケットをプレゼントし、芸術鑑賞の機会を
提供した。また、「For Family」として、児童扶養手当
や就学支援を受けている家庭に家族分のチケットをプレ
ゼントし、家族間のコミュニケーションの促進を図っ
た。本年度は、延べ86名にチケットをプレゼントした。
　また、「みんなのピアノ プロジェクト」にも財源を
活用した。

通年

2 アーラ鑑賞モニター

　市民の意見を反映した事業を展開するため、主要事業
を鑑賞し、意見をいただくモニターを募集した。13名の
応募から10名を選出した。各公演アンケートや報告書に
基づいて、年2回の懇談会を行い、率直な意見をいただ
いた。

通年

3 広報宣伝事業

・広報紙「alaTIMES（アーラタイムズ）」の毎月発行
（「広報かに」への折込、他文化施設へ設置）
・テレビ番組「きてみてアーラ」の毎月放送（ケーブル
テレビ３局、YouTube、館内）
・記者懇談会をはじめとしたメディアへの情報発信
・ホームページの管理運営
・アーラグッズ販売と管理　ほか

通年

4 チケット販売

　チケットシステム（Gettii）を活用したチケット販売
と管理を行っている。アーラフレンドシップ会員にメー
ルマガジンを配信し、PRとチケット購買につなげてい
る。
　コロナ対策として100％のキャンセルサービスを行
い、購入者に安心して前売りチケットを購入できる工夫
をした。

通年

※新型コロナウイル
スの影響により中止
した事業

ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団ニューイヤー・コンサート2022
グリーンコンサート
ウィーン Ｖ．ルジェリウスピアノ三重奏団
音楽家の集い
新日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによるオープン・シアター・コン
サート
シリーズ恋文vol.11秋田ツアー
文学座と作るファミリー舞台
子どもの居場所でワークショップ
アーラ未来の演奏家プロジェクト
英国人講師による演劇ワークショップ
ALRAとの演劇交流プログラム
世界劇場会議　国際フォーラム2022in可児
世界劇場会議　国際フォーラム2022inさいたま
可児市音楽祭


