
2010ala まち元気プロジェクト



「芸術の殿堂」より「人間の家」へ ― アーラが可児市にできること。

可児市文化創造センター館長兼劇場総監督　衛 紀生

　健全な地域社会がなければ、健全な劇場経営は成り立つはずがない。私の「経営」に関する基本的な考え

方です。「ala まち元気プロジェクト」( 年間 328 回・2010 年実績 ) のアウトリーチやワークショップは、「健

全な地域社会をつくる」というマネジメント・ポリシーによって実施されているプログラムです。それはま

さに、可児市民から「人間の家」と評価されることを唯一の成果としている創客のための事業の展開です。

　

　アーラが可児市民に関わることで豊かな出会いを生み、素晴らしい交流の経験を得て、様々な思い出をつ

くり、打ち解ける。それが「人間の家」の意味するところです。それには、人間という存在に対して「真摯」

であることから生まれます。人間の生きる意欲を応援する意識を私たちが持ち続けることです。

　

　私たちが目指すのは「いのちの格差」のない社会であり、地域であり、その中で伸びやかに生命を息づかせ、

輝かせる人間の存在です。劇場には、もとより「制度」を変える力はありません。しかし、その「制度」によっ

て生じた歪みを正す力はあります。芸術文化の力です。障害者も、高齢者も、外国人も、子どもも、大人も、

富める者も貧しき者も、すべての人間が等しく個性として認められる芸術文化の力の前では、「格差」はほん

の少しの違いでしかありません。この「ala まち元気プロジェクト」報告書は、そんな「人間の家」への歩み

の記録です。
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お届け編
劇場から飛び出してまちじゅうに

劇場に足を運ぶことができない人にも文化芸術を届けたい。そんな想い

から病院や福祉施設、宅老所など、まちの様々なところに出かけていき

ました。身近な場所で聴く一流の音楽や朗読。普段はアートに接する機

会のない人が初めて体験する感動。数多くの出会いの中で、「アーティス

ト」と「観客」という垣根を越えた「心の交流」が生まれました。

届け真心 ala 朗読ポストマン「父と母への手紙」
　　　　　　新日本フィルおでかけコンサート

　　文学座 ・新日本フィル  ホームカミング「家においでよ！」



01朗読の力の凄さを
実感

　11月には一般の人々が書いた「ありがとうの手紙」や「お母さんへの手紙」を、文学座の女優・

吉野由志子さんが朗読する公演を市内４ヵ所の公民館に届けてきました。どの公演でも、会場から

はすすり泣く声が絶えず漏れ聞こえ、感動に包まれた素晴らしい朗読公演になりました。

　また、朗読終了後は吉野さんと参加者との交流会を行いました。初めて会ったにもかかわらず、

自分のお母さんやお父さんの話を涙ながらに語り、それを聞いた方々はまた涙を流し、徐々に心が

洗われていくような、そんな素敵なひと時をみんなで共有しました。別れ際、涙するお客さんを吉

野さんが抱きしめる一場面も･･･。朗読ポストマンとして朗読の力の凄さを改めて実感しました。「67 歳にして初めて素晴らしい

体験をしました。」「感動して感謝でいっぱいです。もっと多くの人にこんな素晴らしい場所があることを知らせてあげたい。」「心

に触れる朗読で涙が止まりません。」など、アンケートでは本当にたくさんの感動の言葉が綴られていました。

　アーラに行きたくてもなかなか行くことが出来ないお年寄りの皆さんにもアートに触れて元気に

なってもらいたいという想いから、文学座による地域拠点事業として、市内の特別養護老人ホーム、

老人保健施設、老人福祉施設、宅老所、公民館の合計 8ヵ所に素敵な朗読会をお届けしてきました。

　9 月には、可児市での朗読会が今回で 3 年連続となる文学座の女優・南一恵さんをお迎えして、

一般の人々が書いたお父さんへのお手紙を読み上げる朗読会を行いました。懐かしい父との思い出

や頑張っている父への手紙など、いつの時代にも変わらない、かけがえのない父の姿に会場は涙に

包まれました。父への感謝の想いと、人それぞれにある父から貰ったかけがえのないものが胸に込み上がってくるようでした。

朗読終了後のおじいちゃんやおばあちゃんから聞いた「ありがとう」の言葉がとても印象的でした。　

Ｐ４　まち元気プロジェクト　お届け編

届け真心 ala 朗読ポストマン
「父と母への手紙」
アーラ職員がポストマンになって、一般の人々が書いたお父さんや
お母さんへの手紙を文学座の女優さんとお届けするおでかけ朗読会です。

アーラに来られな
い方にアーラから
素敵なお手紙を

■9/1　     特別養護老人ホーム春里苑　     ■参加　約 90人
　　            老人保健施設サンビュー可児　                   約 30 人
　9/2　     老人福祉施設可児川苑　　　　　　　     約 20 人
　　            お茶ともだち ( 宅老所 )　　　　　　　   約 20 人
11/25　下恵土公民館　　　　　　　　　　　     約 25 人
　　　    平牧公民館　　　　　　　　　　　         約 30 人
11/26　 土田公民館　　　　　　　　　　　　    約 25 人
                  今渡公民館　　　　　　　　　　　　    約 15 人
■講師：9月 / 南一恵 ( 文学座 )   11 月 / 吉野由志子 ( 文学座 )
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　新日本フィル地域拠点事業として、5 月と 11 月に合計 6ヵ所で「おでかけコンサート」を開催

しました。今回訪問したのは、市内の公民館3ヵ所と今渡南小学校、老人介護福祉施設チェリー・ヴィ

ラ広見苑、そして、わくわく体験館では、不登校の子どもたちやその家族が集まってくださいました。

　コンサートでは、モーツァルトの名曲から「崖の上のポニョ」まで様々な曲を演奏し魅了するだ

けでなく、楽器を紹介し、それぞれの楽器の特徴がわかりやすい曲を披露。「このチェロは、今年

生誕 200年を迎えるショパンと同じ 200年前のチェロなんですよ」という話に、皆さんは驚きの声。

ビートルズの「ヘイ・ジュード」でチェロの深い音色を聴いて感動された方も多かったのではないでしょうか。そして、滝廉太

郎「花」や「君といつまでも」の演奏では、参加された方も一緒に歌って大いに盛り上がりました。最後には大きな拍手でアンコー

ル。ラデツキー行進曲に合わせて大きな手拍子で楽しいコンサートを締めくくりました。また、各公民館では終了後に演奏家と

交流会が催され、気軽に質問したり裏話を聞いたりと楽しいひとときを過ごしました。

　クラシック音楽は、「自分の知らない曲ばかりで、難しそうな音楽」と思っている方は案外多いもの。でも、ドラマやＣＭな

どで使われ、知らないうちによく聴くのもクラシック音楽なのです。そして、目の前で聴く生演奏のすばらしさに、クラシック

音楽を身近に感じていただけたと思います。

Ｐ５　まち元気プロジェクト　お届け編

　桜ケ丘公民館では、弦楽四重奏のメンバーと児童センター・リコーダークラブの子どもたちとの

合奏が企画されました。この日のために、リコーダークラブの子どもたちは練習を重ね、緊張しな

がらも、自信を持ってしっかり演奏することができました。「トランペット吹きの休日」の合奏が

成功すると観客からは大きな拍手。子どもたちは、やり遂げた満足感と感動で笑顔いっぱい。地域

の方々も子どもたちの頑張りと新日本フィルとの共演に胸を熱くされた方も多かったはず。

　今渡南小学校では、5、6 年生の児童約 170 人に集まっていただきました。「新日本フィル」と

聞いてその名前を知っている子はほとんどいませんでしたが、「私達は“崖の上のポニョ”や“となりのトトロ”を弾いてるんです」

という言葉にみんなは「え～！すごい！」と歓声がわきました。それらの曲が演奏されると口ずさむ子も。後半、プログラムに

は載っていない曲をサプライズで演奏すると、「え？これって…」と顔を見合わせる子どもたち。実は新日本フィルの 4 人はこ

の日のために校歌を練習してきてくれていたのです！みんなで新日本フィルの演奏に合わせて校歌を大合唱しました。これらの

企画は、忘れられない思い出となるとともに、「新日本フィル」と子どもたち、そして市民の距離が少し近くなったひと時でした。

子どもたちとの
合同演奏や
サプライズで校歌
の演奏も

小学校や福祉施設、
地域の公民館へ
おでかけ

■5/15　   広見公民館ゆとりピア　■参加：約 120 人
　5/16        わくわく体験館 約 50 人
　　　    　桜ケ丘公民館 約 130 人
　11/22     今渡南小学校 約 170 人
　　　    　チェリー・ヴィラ広見苑 約 50 人
　11/23      帷子公民館 約 140 人　
■ゲスト：5月 /ヴァイオリン：石突美奈、眞中望美　
                              ヴィオラ：髙山愛　    チェロ：草ひろみ
               　   11 月 /ヴァイオリン：田村直貴、篠原英和　
                              ヴィオラ：吉鶴洋一    チェロ：多田麗王

アーラで行うコンサートだけではなく、学校や地域に出向いて
合奏や交流会を行い、すばらしい音楽と体験をお届けするミニコンサートです。

新日本フィルおでかけコンサート
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スポーツで育む
俳優と市民の
熱い絆

サンタがくれた、
素敵なクリスマス
プレゼント

　12月 2日、下恵土公民館で行われた乳幼児学級の「クリスマス会」に、新日本フィルハーモニー

交響楽団の第 2ヴァイオリン奏者である石田はつみさんがサプライズで登場しました。

　クリスマス会は、お母様方で結成する「ティンカーベル」というハンドベル・サークルの演奏か

ら始まりました。そこへサンタクロースの格好をした石田さんが、『もろびとこぞりて』を演奏し

ながら登場！最初は驚きで、きょとんとする子ども達でしたが、サンタさんから全員にオモチャの

タンバリンがプレゼントされると、さっそく振ったり叩いたりして音が鳴るのを楽しんでいました。

　また、子ども用のヴァイオリンを一人一人触らせていただき、実際に本物のヴァイオリンで音を出せる、貴重な体験に子ども

達もお母様達も大喜びでした。最後は、石田さんが幼少時代初めての発表会で演奏したという、ゴセック作曲「ガボット」を独奏。

日頃はゆっくりコンサートに出掛ける時間のないお母様達にとって、素敵なクリスマス・プレゼントになったことでしょう。

　子ども達にとっても、きっと生まれて初めて本物の楽器やプロによる「生の演奏」に触れた、貴重な機会になったことと思います。

未来のヴァイオリニストがここから生まれる、なんてことがあるかもしれませんね！

　昨年度のホームカミングで文学座のフットサル部に所属する俳優・沢田冬樹さんが、可児市で活

動するフットサルチームの方々と試合と交流会を行いました。スポーツを通して意気投合した彼ら

は、この出会いをきっかけに、沢田さんの出演する舞台をフットサルメンバー皆で観に行ったりす

るなど、その後も親交を深めていったようです。

　そして今年度は「是非沢田さんに僕らのユニホームを着てもらいたい！」と、再びホームカミン

グ企画に応募してきたのです。当日、沢田さんが会場に到着すると、メンバーは再会を喜びあい、

沢田さんにはサプライズでユニホームの贈呈式。沢田さんは照れ笑いを浮かべながらさっそく真新しいユニホームに着替えてい

ました。紅白戦は笑い無しの真剣勝負。この 1 年間で皆サッカーの技術がレベルアップしており、一進一退の攻防が繰り広げら

れました。ギャラリーも多数集まっていただき、紅白戦を盛り上げてくれました。今回この企画に再びご応募いただいたゴウさ

ん（ニックネーム）は「普段の生活では全く縁のない俳優さんと親交が深められて、本当に嬉しい！」と語ってくれました。

文学座・新日本フィル
ホームカミング  ｢家においでよ！｣　
地域拠点契約を結ぶ文学座・新日本フィルにとって、可児市は＜第２のふるさと＞です。
アーティストと観客という垣根を越えて、市民とアーティストが、
「深い友情」と「素敵な思い出」を作っていく、それが『ホームカミング』です。

Ｐ６　まち元気プロジェクト　お届け編

■12/2   下恵土公民館　 ■参加：60人
■ゲスト：石田はつみ ( 新日本フィル )　

■11/20   リベフット　　　
　　　      サルパーク可児  　　■参加：11人 
　12/23    鳩吹山　　　　　　　　　　 22 人
■ゲスト：11月 / 沢田冬樹 ( 文学座 )
                       12 月 / 亀田佳明 ( 文学座 )



学ぼう編
体験する楽しさ、仲間との学び合い

初めての方でも気軽に体験できたり、一流の指導者から学ぶことのでき

るワークショップや講座を開きました。参加者が得たものは、スキルだ

けではありません。時には童心に返って遊び、笑い合い、時には互いに

切磋琢磨し、新しい発見やたくさんの楽しい時間を共有した < 仲間 > は、

きっとかけがえのない強い <絆 >で結びついたことでしょう。

プロの俳優と遊ぶ音読の世界
　　　　　　プロの俳優から学ぶ演劇術

　　平田オリザの「対話を考える」モデル授業
高校生のための 2日間だけの演劇部
ワークショップリーダー養成講座

アーラユースシアター
歌舞伎とおしゃべりの会
森山威男ドラム道場

新日本フィル  音楽クリニック 2010
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　講師は昨年に引き続き、文学座の金沢映子さんに来ていただきました。参加者の募集開始早々に

定員に達してしまうほどの人気企画です。

　朗読の講座ではありますが、教えるのはプロの俳優さんです。まずはコミュニケーションを図る

ために、シアターゲームを行いました。金沢さんの圧倒的なパワーで、絶えず笑いが沸き起こり、

ここで初めて会ったとは思えないほど、参加者同士すぐに打ち解けあっていました。金沢さんの朗

読指導は、大変ユニークで、「音で遊ぶ」がキーワードです。音をイメージすることから始まり、想

像力を使って言葉のイメージをドンドン膨らませて、それを音にして遊んで行きます。

　そして後半は実際にテキストを使っての実践です。参加者の皆さんは新しい朗読の世界をイメージと音で楽しんでいきました。

　講座終了後のアンケートでは「自分の知らない表現の仕方に出会えとても感謝しています。」「今までにない体験ができました。

朗読の深さ広さを身を以って体験した。」など、とてもユニークで刺激的な朗読ワークショップとなりました。

　大型市民参加公演『わが町可児』のオーディションが迫る中、事前に『わが町』の世界を体験し

てもらうことを目的に、原作の戯曲『わが町』をテキストに用いて演劇ワークショップを実施しま

した。講師は、『わが町』の演出経験がある俳優の加納朋之さんです。参加者 17 人中、15 人が『わ

が町可児』の応募者です。

　まずは作品の全体を把握するため、戯曲を通して読んでいきました。その後いくつかのグループ

に分かれ、ポイントとなるシーンを創っていきました。作品世界をよく知る加納さんの丁寧で的確

なアドバイスで、たった 4 日間という短い時間でしたが、実際の登場人物となって、いくつかのシーンを創作することができま

した。「演劇の面白さが増してきました。読み込む大切さを知りました。」「アドバイスが的確だった。演劇の作り方が理解できた。」

など、参加者にとっては『わが町』の作品世界を体験できた貴重な 4日間となりました。

Ｐ８　まち元気プロジェクト　学ぼう編

朗読で遊ぶを
実感！

『わが町』の
作品世界を体験

地元で朗読活動をされていらっしゃる方や、

朗読に興味のある方を対象に実施した

朗読ワークショップです。

プロの俳優と遊ぶ
音読の世界

プロの俳優から
学ぶ演劇術

今回は大型市民参加公演『わが町可児』に
関連してテキストにソーントーン・ワイルダーの
『わが町』を使用した演劇ワークショップです。

■10/ 9・10/10・10/16・10/17
■会場：ala 演劇ロフト、総合会館分室
■参加：17人
■講師：加納朋之 ( 文学座 )

■1/15・1/16・1/22・1/23
■会場：ala 演劇練習室
■参加：18人　　　
■講師：金沢映子 ( 文学座 )
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市内小中学校の先生方に演劇教育の

必要性を実際のワークショップを通じて

体験してもらうワークショップです。

■7/28  
■会場：ala 演劇ロフト 
■参加：27人
■講師：平田オリザ

地元高校生の演劇レベルの底上げを図ると
共に、高校演劇部同士の交流を深める
ワークショップです。

■9/11　ala 美術ロフト　■参加：16人
　9/12     ala 美術ロフト　　　　    18 人        
■講師：若松泰弘 ( 文学座 )

　市内の小中学校の先生を対象とした平田オリザさんによるワークショップは今年で 3 回目を迎え

ます。他者とかかわる機会が少なくなり、自分の意思や感情をうまく表現できない子どもが増えて

いるといわれています。ワークショップでは、教育現場で、「生きる力」としてのコミュニケーショ

ン力をどのように育んでいくか、演劇のワークショップを通して学んでいきます。今回は主任級以

上の先生と 3年以内の教職員を対象とし、当日は 32人の先生方に参加していただきました。

　終了後のアンケートでは「学級開き等で、生徒同士をより知り合ったり、仲を深めたりするグルー

プワークの方法を知ることができてよかった。」「表現力に乏しいとか、言葉をうまく使って表現する（伝える）ことが苦手な子

が多い事に嘆いていたけれど、無理に話させようとか、表現を豊かにさせようとしても、その方法や手立てに工夫がないと子ど

もの本来の力を十分生かせないということがわかった。」など、先生方にとっては実際の教育現場で実践できるコミュニケーショ

ンを図るためのノウハウを習得する貴重なワークショップを体験しました。

　今回の講師は文学座の俳優・若松泰弘さんです。まずはシアターゲームで参加者同士のコミュニ

ケーションを図っていきます。若松さんは、ひとつひとつのシアターゲームに対して、それが俳優

としてどのような効果を持つか、理論的な説明を加えながら進行していきました。また、そのゲー

ムの効果を即実践として活かせるように、即興芝居などを織り交ぜていきます。

　参加した高校生は、若松さんの説明に真剣に耳を傾けていました。また、シアターゲームなどで

は本当に楽しそうに他の高校生とのコミュニケーションを図っていました。終了後のアンケートで

は「こんなに楽しくやれるとは思わなかった。使えそうなことがたくさんあった。」「凄く勉強になりました。演劇を続けて行く

意欲に繋がりました。」などの声が聞かれ、短い時間でしたが、高校生たちにとっては、今後の演劇活動において実りの多い充実

した２日間となりました。

平田オリザの
「対話を考える」
モデル授業

高校生のための
2日間だけの
演劇部

Ｐ９　まち元気プロジェクト　学ぼう編

教育現場で役立つ
コミュニケーショ
ン法を学ぶ

笑って、
たくさん学んだ
充実の２日間



09１年目の基礎
から実践重視の
２年目へ

　3ヵ年継続育成事業の 2年目のカリキュラムでは、実践により重点をおいた講座を実施しました。

受講生が実践対象者に合わせたプログラムを組み立て、実際にリーダーやサポーターとしてワーク

ショップを行いました。実践にあたっては、地元公民館や児童センターに会場提供そして参加者募

集の面で協力を得て、これは演劇ワークショップの楽しさやコミュニケーション能力向上に役立つ

という一面を地域の方々に知ってもらうことにも一躍を担いました。実践後は必ず振り返りの時間

を持ち、反省・改善点、良かった点など講師のアドバイスを交えて受講生全員で共有しました。受

講生からは、「各人がアイディアを出し合いながらプログラムを組み立てていく過程がおもしろい。」「講座を通して人との距離感、

相手の意見を受け入れることが無意識にスムーズに行くようになった。」といったものから「教科書を題材にしたプログラムが

楽しかった。こんな授業があったら、私も学校へ行きたくなると思った。」といった感想も出されました。

　次年度は育成事業の最終年度ということで、より実践経験を積むことはもちろんのこと、ワークショップを地域で実施するに

あたっての論理的側面についても学ぶ機会を設けていきます。

　昨年度から事業化した本講座では、演劇的手法を用いたワークショップを組立て、進めることの

できる人材育成をしています。これまでアーラでは継続的に「演劇ワークショップ」を開催してい

ますが、なぜいまワークショップの参加者という立場に留まらず、ワークショップの創造者育成に

着目したのか。それは“皆が安心して住める町、可児になる”という大きな最終目標があるからです.

　表現ワークショップが参加者にとって、コミュニケーションの基礎である「相手に伝える」「相

手を受け入れる」能力向上に有効的であることは言われて久しいですが、この “人とつながる技術 ”

をリーダーとして、またはサポーターとして活用できる人材が地域に存在することは、地域に何か問題が起きた際にすぐに動け

るキーマンがいるというリスクエッジとなり得ます。それはワークショップリーダーの素質に求められる、“ その場を、その場

で起きていることを、その人を、全て受け入れ、共感する ”という能力が大きな鍵となります。この能力は、地域社会や教育現場、

職場や家庭など、人とのつながりの現場で発生する問題の解決につながる力であると考えます。

ワークショップリーダー養成講座　
演劇ワークショップを組み立てられる人材育成のための講座。
3ヵ年継続講座の 2年目です。

■5/21  ala 音楽ロフト・5/22  下恵土公民館
     7/9  ala 美術ロフト・7/10  下恵土公民館
     8/20・8/21   ala 美術ロフト
     9/3  ala レセプションホール
     9/4  桜ケ丘児童センター
     12/3 ・12/4   ala ワークショップルーム洋室
■参加：25人
■講師：黒田百合（Ten seeds）
　　　　アシスタント 5人（Ten seeds）

Ｐ１０　まち元気プロジェクト　学ぼう編

人とつながる
技術習得により
目指すもの
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歌舞伎と
おしゃべりの会

　アーラユースシアターでは、8月に記念すべき第 1回目の発表会「金のガチョウ」を公演しました。

この公演の出演者はもちろん子どもたち。そしてこの公演の衣裳・小道具製作から音響や照明の操

作に至るまで、そのほとんどのスタッフ業務を保護者の皆さんにやっていただきました。子どもと

保護者が一体となって作り上げた、まさに手作りの公演です。一つの公演の成功を目指して、ユー

スメンバーの保護者と子がひとつになるというのがこの公演の大きな目的のひとつです。夏休み期

間中を利用して小道具や衣装を保護者と子が一緒に楽しみながら作っていき、本当に素敵な舞台に

なりました。終演後は親子そろっての打上げ交流会を行い、子どもや保護者同士の親睦を深めました。

　そしてその後、はじめての出張公演も行いました。平牧公民館との共催で、この日、花餅づくりに参加した子どもたちに「金

のガチョウ」公演を観劇してもらい、終演後はみんなで出来たてのお餅をご馳走になりました。

　ユースシアターでは今後も地域の人々と関わる〈おでかけプログラム〉を積極的に実施してまいります。

　岐阜県は地歌舞伎が盛んであり、昔から芝居好きが多い県と言われています。「歌舞伎とおしゃべ

りの会」はそんな地域ならではとも言える、歌舞伎を色々な角度から学ぶ連続講座です。地元で地

歌舞伎を上演している可児歌舞伎同好会の方をはじめ、毎回熱心な参加者が集まり、講師の話に真

剣に聞き入る姿が多く見られます。

　前期は、伝承の厳しさ、時代を越えた歌舞伎の表現について学びました。一見難しいテーマですが、

映像資料を使用した解説により、参加者からは、「わかりやすい」「楽しかった」という意見が寄せ

られました。そして後期では、かつら師、附打ち、ＮＨＫアナウンサーといった多彩なゲストの方々をお迎えし、それぞれの視点

から歌舞伎についてお話を伺いました。舞台の華やかさだけでなく、歌舞伎を裏側で支える人の技を知ることで、より深く歌舞

伎や芝居を楽しむポイントを見つけてもらえたのではないでしょうか。

　今後も「歌舞伎とおしゃべりの会」では、歌舞伎の奥深さを気軽に学べる講座を開催していきます。

Ｐ１１　まち元気プロジェクト　学ぼう編

演劇で育む
子どもたちの
『こころ』

歌舞伎を色々な
角度から学び、
とことん楽しむ

歌舞伎を様々な角度から分析した上で
解説し、芸の奥深さ等魅力を伝えることで、
歌舞伎ファンの更なる拡大を図る講座です。

■4月～ 2月 ( 計 9 回 )
■会場：ala 映像シアター、御園座（バスツアー）　　　
■参加：各回 30人～ 60 人 ( 計 334 人 )
■講師：前期／吉田豊　後期／金森和子 他

■通年 ( 計 38 回 )　
■参加：31人
■公演日：8/21・8/22           ■会場：ala 演劇ロフト
■来場者数：計 120 人           ■講師：堀江ありさ

演劇活動を通じて子どもたちの健全育成を

目指し、年 1回の発表会を実施しています。

アーラ
ユースシアター
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　世界的ジャズドラマー森山威男さんによる高度なテクニックの裏側にある基本的なポイントを実

践的かつ理論的に学べるドラム講座。個人レッスン方式での丁寧な指導により、様々な年代の受講

生が毎週楽しく学んでいます。ドラムセットに向かう前に基本的な叩き方から様々なリズムの叩き

方までを学び、楽譜を使っての解釈やどのように叩くことでより効果的に聞こえるか、などを学習

した後に、実際のドラムセットを使って実践しています。レッスンの内容は個人のレベルや目的に

合わせてより確実にテクニックが身に付くよう森山さんが考えたオリジナルのもの。また、ここで

は受講生間の交流も深く、お互いの活動について語りあいながら和やかな雰囲気で行われています。

　今年度からドラム道場特別編と題し、実践経験の機会として他の楽器とのアンサンブルを学ぶ公開セッションを月に一回程度

実施しています。たくさんの人を前にして、打合せなし、リハーサルなしのぶっつけ本番の公開セッション。受講生らが交代で

参加し、緊張しながらもプロと互角の共演を披露し、毎回会場を大いに沸かせています。森山氏は「ジャズは人と奏でるもの、

いろんな人と演奏する機会、気軽に楽しめる機会を作っていきたい」と今後のセッションも大いに盛り上がりそうです。

　一流の演奏家から直接指導が受けられる「音楽クリニック」。今回参加・見学してくださったのは、

蘇南中学校の吹奏楽部に所属する生徒約 30 人。指導にあたったのは、新日本フィル クラリネット

副主席奏者の澤村康恵さん、トランペット奏者の市川和彦さんのほか、フルート奏者の北川森央さ

んを加えた3人。それぞれ楽器ごとに分かれて3つの教室で約2時間みっちり教えていただきました。

　日本を代表するオーケストラのひとつで活躍する方々からの直接指導に生徒たちは真剣なまなざ

しで取り組んでいました。具体的な練習方法やきれいな音が出るためのワンポイントアドバイスな

どわかりやすく指導を受けていると、あっという間に時間が過ぎてしまいました。生徒たちからの質問にも具体的にわかりやす

く答えてくださり、生徒たちの表情にも充実感があふれていました。

　今回の音楽クリニックで演奏技術の向上はもとより、プロの演奏家との交流によって演奏の楽しさも感じていただけたのでは

ないでしょうか。

森山威男
ドラム道場

Ｐ１２　まち元気プロジェクト　学ぼう編

より実践的に、
人と奏でる
ジャズの魅力

一流の演奏家に
教わる贅沢

可児市で音楽活動をしている子どもたちの

意欲向上と、市民とオーケストラが近い存在と

なることで、「わが町のオーケストラ」として

認識してもらうための講座です。

新日本フィル　
音楽クリニック
2010

■12/12
■会場：蘇南中学校　 ■参加：21人　　  
■講師：クラリネット /澤村康恵 
                  フルート / 北川森央
                  トランペット /市川和彦

市内在住のジャズドラマー 森山威男さんを

講師に迎え、実践的に学べるドラム講座です。

■毎週月曜日 ( 計 41 回 )
■会場：ala 音楽ロフト
■参加：各回 5人程度 ( 計 175 人 )
■講師：森山威男



創ろう編
舞台を創りあげる達成感は、もうやみつき

アーラは「違い」を「豊かさ」に変える装置です。世代や性別、国籍、文化、

障がいの有無といったたくさんの「違い」を持った人々が出会い、語り

合い、解り合うためのプログラムを実施しています。「違い」を個性とし

て認め合うことで、それは「豊かさ」に変わっていきました。そして、

稽古を通して参加者の間に芽生えたものは、確かな <絆 >でした。

『精霊流し』サポーター活動
アーラ映画祭 2010

多文化共生 “つくって・つながる！プロジェクト 2010” 公演『夏の夜の夢』
　　地域の物語 音楽劇『わが町可児』
新ヤングミュージックフェスタ vol.2

アーラ・イルミネーション
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　アーラコレクションシリーズはプロの俳優とスタッフが可児市に約 1ヵ月半滞在して、全国に発

信する演劇作品を創作するプロジェクトです。そして、このプロジェクトを支えるのが市民サポー

ターの役割です。今回は 28人の市民にサポーターとして参加していただきました。

　市民サポーターの心構えとして何よりも大切なことはキャストやスタッフと同様に作品に愛情を

抱くことです。そのために台本を読んでもらい、稽古場にも通ってもらいました。また稽古場当番

と並行して、市民サポーターの皆さんには彼岸花の造花を作っていただきました。これは『精霊流し』

に関連して、ホワイエを彼岸花で埋め尽くし、お客様がホワイエに入った瞬間から作品世界を体験していただこうというアイディ

アです。アーラの製作室で、毎日少しづつ作った造花の創作本数は300本を超え、ホワイエに飾られた彼岸花の風景は圧巻でした。

この一連の制作過程で、サポーターの心は徐々に一つになっていきました。可児公演が無事成功に終わると、続く東京公演に向け、

手作りのメッセージボードをキャストの皆さんにサプライズでプレゼントし、とても喜んでいただけました。本公演を通じて役

者さんとサポーターとの絆も生まれ、市民サポーターの皆さんにとって思い出深い公演になったことと思います。

　可児市には映画館がないことから、市民が気軽に映画を楽しめる環境が十分ではありませんでし

た。そこで平成 18 年に「優れた作品を上映し、映画の素晴らしさを広めよう」と市民に呼び掛けて

結成したのが、「アーラ映画祭実行委員会」。現在は老若男女 20 人で、それぞれが得意分野を生かし

ながら企画・運営しています。

　上映作品は、優れた日本映画。特に話題の作品や単館系で見るチャンスの少なかった作品、地元

にゆかりのある作品を中心に選定しています。様々な視点から総合的に作品を絞っていくのですが、

各々が推薦する理由や思いをぶつけあって大激論になることも。でも、それは「いい映画祭を作ろう」という熱い思いからなのです。

また、お客様に映画祭を充分楽しんでいただこうと様々な役割を分担しています。広報係やフロント係、舞台係に分かれ、チラ

シ作成からチケットもぎり、ゲスト対応、スクリーンの組み立てまでやっています。毎月 2 回程度の会議と、個々の活動で忙し

い実行委員の活動。これらの疲れも、お客様からの「いい作品をありがとう」の一言で吹っ飛びます。これが来年へのエネルギー

にもなっています。また、同じ目標を持った仲間と流した汗は、何事にも替えがたい貴重な時間となっています。

アーラ映画祭
2010

Ｐ１４　まち元気プロジェクト　創ろう編

俳優と
市民サポーターの
絆

映画に対する
熱い思いを持った
市民が集結！

市民で結成された映画実行委員会が企画から

運営までこなし、優れた作品を上映し、映画

の素晴らしさを広める活動をしています。

■通年 ( 計 30 回 )
■会場：ala 主劇場、小劇場、映像シアター
■参加：実行委員 20人
■来場者数：計 3645 人

■6/30 ～ 8/5 ( 計 28 回 )
■会場：ala 演劇ロフト、他
■参加 :  28 人
　

可児発・全国発信の舞台制作を市民と
共に盛り上げ、舞台づくりの魅力を市民と
共有する活動です。

『精霊流し』
サポーター活動
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Ｐ１５　まち元気プロジェクト　創ろう編

「違い」を持って
生きる人

進化すること、
つながっていく
こと。

　3年目となる今年度、いろいろな「変化」や「進化」が見られました。ひとつは、障がいという「違い」

を持つ参加者がいたこと。初めは戸惑いながらも次第に理解し、助け合い、補い合い、「違い」を

ありのままに受け入れていく姿が印象的でした。核となる参加者が増えてくると、仲間とのふれあ

いや作品づくりをただ楽しむのではなく、様々な仕事に積極的に取り組むようになりました。制作

部、演出部などのチームを組織し、市民サポーターと共に公演の成功に向けて一丸となりました。

　公演以後も、市内の公民館からのオファーで子ども向けのお祭に出演。参加者だけで作品をつく

り、公演を実現させました。来年度は得意な「演劇」を使って社会貢献活動にも拡大していきます。まずは「防災ワークショップ」

のプログラムづくりと、ワークショップ・ファシリテーターの養成です。

　現代社会において多くの人は固定化されたコミュニティの中で生きています。残念ながら「違い」をもった人々は、その中で

差別・いじめ・排除の対象となりがちです。しかし、彼らが地域に出ていくことで、多様な「違い」を「豊かさ」として受け入れ、

どんな人に対しても「敬意」を払うことの大切さを伝えていきたいと思っています。そしてこの輪が地域に広がり、様々なコミュ

ニティが温かい絆でつながっていくことを願っています。

　今年度の出演者は、中学 2 年生から 66 歳までの 7ヵ国・30 人。5 月からのワークショップ、

4ヵ国語の台本を使いながらの稽古を経て、7月、舞台に立ちました。本プロジェクトでは毎年、演出・

構成の田室寿見子さんが参加者一人一人にインタビューをし、彼らが語った言葉を演劇作品として

再構築する、「ドキュメンタリー演劇」という手法で創作し、ダンス・音楽・映像も織り交ぜたパフォー

マンスに仕上げています。

　今年度は戯曲にも初挑戦、シェイクスピアの『夏の夜の夢』をベースにした作品となりました。

人間界と妖精の世界が交錯し恋のドタバタ劇が繰り広げられる中、日本で暮らす外国人や障害のある人など様々な「違い」をもっ

て生きる人々が自分の言葉で語ったのは、儚い夢、挫折や苦悩、そして希望…。

　妖精の女王を演じたブラジル人のヨハナは、身体は男性で心は女性。ブラジルではいじめや暴力を受けていましたが、日本で

居場所を見つけた今は安定した生活を送っています。彼女は最後にこう締めくくりました。

「私の生き方を理解出来ない人は、理解しなくていい。ただ、生きる上で一番必要なものは、『敬意』だと知ってほしいだけ。」

多文化共生 “つくって・つながる！
プロジェクト 2010” 公演『夏の夜の夢』　
「“違う ”っておもしろい！」をテーマに、
日本人・外国人が一丸となって舞台作品をつくりあげるプロジェクトです。

■5月～ 7月 (WS、稽古  計 26 回 )
■公演日：7/25 (2 回公演 )
■会場：ala 小劇場
■参加：日本・外国籍の市民 30人以上
■来場者数：計 421 人
■構成・演出：田室寿見子
■振付・演出補：山田珠実
■音楽：片岡祐介
■映像：伏木啓
■演出助手：前嶋のの
　



地域の物語　音楽劇

が 児町 可
総勢100人の市民キャストが音楽劇で贈る “私たち可児市の物語 ”

■10月～ 3月 ( 稽古  計 48 回 )
■公演日：3/12・3/13　■会場：ala 主劇場　■来場者：1127 人　■原作：ソーントーン・ワイルダー　■補綴・演出：柴幸男
■参加：市民キャスト 93人、市民サポーター 20人、戯曲講座生 10人、客演 5人、ピアニスト 1人、スタッフ 36人、スマイリング・プロジェクト協力者約 700 人

わ
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台本に
命を吹き込む

稽古場で生まれる
出演者の絆

　『わが町可児』の公演が出

来るまでの道のりは大変長

いものでした。本プロジェ

クトのスタートは平成 20年

度の戯曲講座までさかのぼ

ります。それからおよそ３

年の歳月を費やして、市民と共に作り上げてきた大切な作

品です。

　戯曲講座では、この台本を書きあげるために、可児市を

知ることからはじめました。それら調べ上げた資料と、原

作のソーントン･ワイルダー『わが町』を基に戯曲講座の

講師であり、劇作家・演出家の柴幸男さんが可児市の物語

として台本に命を吹き込みました。

　登場人物は可児市に住む普通の人々。可児市で育った主

人公の絵美が、幼馴染の穣治と結婚、しかし出産の際に絵

美は亡くなってしまいます。その後絵美は死後の世界で初

めて生きていることの素晴らしさに気づかされるという物

語です。

“ 笑顔 ”が
サポーターを
ひとつにする

　このプロジェクトでは舞

台に関わる様々なお手伝い

をしていただく「わが町可

児市民サポーター」を募り

ました。そして、心ある 20

人のサポーターが集まり、

模型製作や舞台の仕込み、バラシ、子どもたちの誘導など

実に様々な場面でこの公演を力強く支えて頂きました。

　その中でも特に市民サポーターの皆さんが力を発揮した

のは、市民の笑顔で可児市を元気にするための「わが町可

児スマイリング・プロジェクト」という企画でした。これ

は市民の笑顔を写真で撮り、それをボードに張ってホワイ

エに展示していくというプロジェクトです。１月頃からサ

ポーターの皆さんが市内の飲食店や様々なコミュニティに

出向いて、市民の笑顔を撮り貯めて行きました。そして、

３月には７００人を超える市民の笑顔ボードがホワイエ全

体を彩り、来場者を出迎えてくれました。これらの活動を

通じて、出演者同様にサポーター同士の深い絆が生まれた

ことは言うまでもありません。

　平成 22 年 10 月末にオー

ディションを行い、そこから

93 人の出演者がこの台本と

真剣に向き合い、日々稽古に

励んでいきました。最初は土

日を中心にした稽古日でした

が、１月からは演出の柴幸男さんや演出助手のきまたまき

さん、そして客演の南一恵さん、大場泰正さん、黒川深雪

さん、端田新菜さんも可児市に本格滞在して、平日も含め

て稽古に打ち込んでいきました。

　市民キャストの皆さんにとっては、仕事や学校などと両

立しながらの稽古は本当に大変だったと思います。稽古も

後半に入ると作品をより良いものにしようと演出家からの

ダメだしも厳しくなっていきました。しかし演劇に魅せら

れ、稽古を重ねるごとに出演者同士の絆も生まれ、いつし

か本当に素晴らしいチームが出来上がっていました。

お金で買えない
タカラモノ

　そして、平成 23 年３月

13 日「わが町可児」公演は

観客からの大きな拍手に包ま

れ、成功裏に幕を閉じました。

最初は顔も名前も知らなかっ

た出演者や市民サポーター

が、舞台づくりを通じて最後には、みんなで喜びや感動を

分かち合っているその姿に、制作者として改めて舞台の持

つ大きな力を感じずにはいられませんでした。皆さんのそ

の笑顔や涙はけっしてお金では買えない大切なタカラモノ

として心の中にいつまでも輝きつづけるのだと思います。

　最後になりますが、去る３月 11 日、東日本で未曾有の

大震災が起きました。アンケートでは「地震の後だったこ

ともあり、今を大切に生きて行こうと思わせてくれた」な

どの感想が寄せられました。津波により一瞬にして町が破

壊されてしまう現実に対し、〈わが町〉という言葉が強烈

なメッセージとして伝わる舞台となりました。
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18
　地元 可児のバンドを中心に 15 年間つづくイベント「ヤングミュージックフェスタ」。前回から

20代・30代中心のメンバーによる新たな体制で運営され、地域の音楽を盛り上げています。

　新ヤングミュージックフェスタでは、実行委員は出演バンド選考の際、質の高いバンドが出演し

オーディエンスが楽しめるイベントにしつつも、敷居を高くせず地域のバンドが活性化することも

考慮し、ライブ経験の少ないバンドを育てていくことも大切にしています。、イベントをどうしてい

きたいかというビジョンを話し合いながら、どんなバンドを集め、どのバンドを選ぶか毎回議論が

重ねられました。今回参加したバンドには女子中学生によるバンドもありましたが、振付などの演出を交え、予想以上のステー

ジングをみせました。学園祭やライブハウスでは味わえない、アーラ小劇場の広いステージでのライブは貴重な体験になったの

ではと思います。バンド同士の交流はもちろん、出演者から実行委員会へ参加したいという声もありました。後日行われたミーティ

ングでは、新ヤングミュージックフェスタならではの、イベントの雰囲気づくりや演奏以外の部分での楽しませ方も今後に向け

て話し合われ、次回以降へも期待が膨らみます。

　今年で４年目となる「アーラ・イルミネーション」。アーラの広場を彩るイルミネーションの点灯

の瞬間を、多くの方に楽しんでいただこうと「点灯式」を毎日開催しています。　

　今年度も、お誕生日や結婚記念日、快気祝いなど、大切な人との思い出を素敵に演出したいと、

たくさんの方が点灯式に申し込んでくださいました。カウントダウンの掛け声やバースデーソング

に合わせてスイッチを押すと、浮かび上がる光の世界に目を輝かせて走り出す子ども達。アーラで

は毎日、〈感動〉が生まれていました。

　イルミネーション前で撮った写真を手作りカードにしてその場でお渡しすると、「今日の記念になります」「来年もまたやりた

い！」と嬉しそうに笑うお客様の姿が印象的でした。また、毎年、NPO 法人アーラ・クルーズの皆さんの手作りイルミネーショ

ンも展示しています。今回のテーマは “静寂～宇宙～ ”。青く輝く半円が池に映ると、丸い『地球』が姿を現しました。期間中は、

屋外でイルミネーションを前にミニコンサートも開催。美しい輝きと共に、心地よい音色がアーラの広場を包み込むと、寒い夜

でも心が温まりました。アーラではこれからも毎年、〈感動〉や〈思い出〉をつくるお手伝いをしていきます。

新ヤング
ミュージック
フェスタ vol.2

アーラ・
イルミネーション

Ｐ１８　まち元気プロジェクト　創ろう編

ライブハウスでは
味わえないステー
ジでの体験！

毎夜、〈感動〉が
生まれます。

■4月～ 12 月 ( 計 15 回 )
■公演日：12/12
■会場：ala 小劇場　　　
■参加：実行委員 7人、8バンド 25人 ( 計 32 人 )　　
■来場者数：231 人

出演して、運営して地域とつながる。
多世代、多ジャンルミュージックフェスです。

期間中、毎日「点灯式」を実施。

毎日一組のお客様にカウントダウンに合わせて

点灯スイッチを押していただきました。

■11/20 ～ 1/23 ( 計 50 回 )
■会場：水と緑の広場                  　　　
■参加：各日 25人程度



資料編
2010年度基本データ



 劇場・諸室の稼働状況の推移

2010年度 収支状況
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その他
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経常収益

基本データ

2005 2006 2007 2008 2009 2010

収入総額 5 億 8,600 万円のう

ち指定管理受託収益は 4 億 5,500

万円（構成比 78％）であった。

入場料収入はチケット収入。公演

事業収入はアーラコレクションシ

リーズの自主制作作品の全国公演

による収入。受取補助金は文化庁、

（財）地域創造からの収入。

支出については事業に係る人件

費を案分して配分している。特に

まち元気・市民交流促進事業に多

くの人件費が配分された。

可児市からの指定管理料は年々

減額されているものの、文化庁や

（財）地域創造等からの助成や集

客数の増加、管理費の減額等によ

り、全体的には、安定した財政状

況を保っている。

アーラは 2002 年にオープンし

たが稼働率はオープン当初から非

常に高い数値となっている。しか

も数多くの練習施設を抱えている

ことからもその盛況ぶりが理解で

きる。劇場においてもその傾向は

反映されており、1 年後までの土

日はほぼ 100％となっており、申

込みの困難性が高くなっている。

（単位：千円）

科　　　　目 収益事業等会計 法人会計 　合　計　

鑑賞体験
促進事業

まち元気・
市民交流
促進事業

共通 小計
施設管
理・貸館
事業

１．経常増減の部
(1) 経常収益
　　 事業収益 34,048 36,165 286,803 357,016 134,202 68,250 559,468
　　　入場料収益 　 32,275 5,140 0 37,415 0 0 37,415
　　　利用料金収益 　 0 0 0 0 33,849 0 33,849
　　　公演事業収益 　 0 23,722 0 23,722 0 0 23,722
　　　指定管理受託収益 　 0 0 286,650 286,650 100,100 68,250 455,000
　　　その他事業収益 1,773 7,303 153 9,229 253 0 9,482
　　 受取補助金等 4,930 17,901 0 22,831 0 0 22,831
　　 その他 400 837 1,026 2,263 1,695 17 3,975
　　経常収益計 39,378 54,903 287,829 382,110 135,897 68,267 586,274
(2) 経常費用
　 　事業費 141,545 259,625 0 401,170 98,732 0 499,902
　 　管理費 0 0 0 0 0 74,445 74,445
　　経常費用計 141,545 259,625 0 401,170 98,732 74,445 574,347
　　　当期経常増減額 △ 102,167 △ 204,722 287,829 △ 19,060 37,165 △ 6,178 11,927

公益目的事業会計

正味財産増減計算書内訳表（抜粋） 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

Ｐ２０　まち元気プロジェクト　資料編

諸室稼働状況 劇場稼働状況

86.0     86.5        87.6            87.6                86.7 　　　    86.5

63.2     63.9         62.1             68.5                67.8                   69.2

%



Ｐ２１　まち元気プロジェクト　資料編

過去５年間の自主事業における入場者数と集客率

パッケージチケット販売数・購入者数

鑑賞事業と創造事業の決算比率
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各年度を俯瞰すると、バランス

の取れた比率になっている。

2010 年に初めて創造事業の比率

が鑑賞事業の比率を上回った（人

件費を除く）。これは鑑賞事業の

縮小ではなく創造事業で舞台作品

制作を含む「ala まち元気プロジェ

クト」を活発に行ってきたことに

よるものである

入場者数、集客率は順調に伸び

ており、市民の要望に応えること

ができている。収支比率について

は事業の厳選により価格設定を

行っている。全体として各種チ

ケットサービス、顧客サービス、

ホームページの充実、ホスピタリ

ティ溢れる対応で顧客満足度が上

がっている。

2010 年度は小沢征爾＆新日

フィル特別公演（販売後に中止）

があったためクラシックのパッ

ケージが急増したが、全体として

は順調に増加しており、特に演劇

パッケージは伸びている。連続し

て購入するお客様も多く、ブラン

ド化が進んでいる。

61%
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岐阜新聞　2010 年 11 月 30日 ( 火 )

岐阜新聞　2010 年 12 月 3日 ( 金 )

ala まち元気プロジェクト　新聞掲載記事



Ｐ２３　まち元気プロジェクト　資料編

岐阜新聞　2010 年 12 月 15日 ( 水 )

中日新聞　2010 年 7月 10日 ( 土 )



Ｐ２４　まち元気プロジェクト　資料編

岐阜新聞　2010 年 7月 28日 ( 水 )

岐阜新聞　2011 年 3月 15日 ( 火 )



Ｐ２５　まち元気プロジェクト　資料編

中日新聞　2010 年 12 月 8日 ( 水 )

読売新聞　2010 年 12 月 14日 ( 火 )



Ｐ２６　まち元気プロジェクト　資料編

新聞掲載記事一覧

パートナーグッズ
目に見えにくい活動である「ala まち元気プロジェクト」への賛同の気持ちを

グッズを身につけることで市民の皆様に応援していただいています。

存在の表面化

ピンバッチ　５００円（税込） シリコンバンド　５００円（税込）

パートナーグッズ

プロジェクトを応援したい

プロジェクトの存在が見えるように

日付 媒体名 掲載内容

中日新聞 多文化共生プロジェクト2010

岐阜新聞 新日本フィルおでかけコンサート

中日新聞 『精霊流し』サポータ活動

中日新聞 森山威男ドラム道場

岐阜新聞 森山威男ドラム道場

中日新聞 多文化共生プロジェクト2010

岐阜新聞 多文化共生プロジェクト2010

InternationalPress 多文化共生プロジェクト2010

中日新聞 新日本フィルおでかけコンサート

岐阜新聞 新日本フィルおでかけコンサート

岐阜新聞 届け真心 ala朗読ポストマン

中日新聞 新日本フィル ホームカミング｢家においでよ！｣

岐阜新聞 新日本フィル ホームカミング｢家においでよ！｣

中日新聞 ala イルミネーション

読売新聞 地域創造大賞 受賞

岐阜新聞 新日本フィル 音楽クリニック2010

中日新聞 地域創造大賞 受賞

「わが町可児」

中日新聞 「わが町可児」

岐阜新聞 「わが町可児」

「わが町可児」岐阜新聞

中日新聞

5月16日(日)

6月12日(土)

7月10日(土)

7月16日(金)

7月25日(日)

7月28日(水)

7月31日(土)

11月25日(木)

11月28日(日)

11月30日(火)

12月3日(金)

12月3日(金)

12月8日(水)

12月14日(火)

12月15日(水)

12月17日(金)

1月14日(金)

3月11日(金)

3月13日(日)

4月16日(金)

3月15日(火) 「わが町可児」岐阜新聞

中日新聞



ala まち元気プロジェクト 2010　実績報告

プログラム
実施回数 実施会場数

(アーラ以外)(*印＝稽古含む)
参加人数
(延べ人数)

公演来場者数

1 届け真心ala朗読ポストマン｢父と母への手紙｣ 8 8 255

2 新日本フィルおでかけコンサート 6 6 660

3 文学座 ホームカミング｢家においでよ！｣ 2 2 33

4 新日本フィル ホームカミング｢家においでよ！｣ 1 1 60

5 プロの俳優と遊ぶ音読の世界 4 0 72

6 プロの俳優から学ぶ演劇術 4 1 68

7 平田オリザの｢対話を考える｣モデル授業 1 0 27

8 高校生のための2日間だけの演劇部 2 0 34

9 ワークショップリーダー養成講座 10 2 250

10 アーラユースシアター 38 0 1,178 120

11 歌舞伎とおしゃべりの会 9 1 334

12 森山威男ドラム道場 41 0 175

13 新日本フィル 音楽クリニック2010 1 1 21

14 『精霊流し』サポーター活動 28 0 784

15 アーラ映画祭2010 30 0 600 3,645

16 多文化共生゛つくって・つながる！プロジェクト2010゛公演『夏の夜の夢』 *28 1 988 421

17 地域の物語 音楽劇『わが町可児』 *50 2 4,464 1,127

18 新ヤングミュージックフェスタvol.2 15 0 180 231

19 アーラ・イルミネーション 50 0 1,250

328 25 11,433 5,544

創ろう

お届け

学ぼう
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