アーラが発信するコミュニティデザインのか
たち「ala まち元気プロジェクト」。人々が出会
い、思い出を共有し、お互いを理解する。繋が
ることで新しい絆が生まれ、生きる活力が湧い
てきます。お年寄り、子ども、外国人、障がいを
持った方、いろいろな方が住むこの可児市で、
アーラは文化芸術の持つ力で市民の皆さんに
元気と明日の希望を届けています。

劇場から発信する
コミュニティデザインのかたち
「ala まち元気プロジェクト」

「ラストリゾート
（最後のよりどころ）」としての
社会包摂型劇場経営へ向かう。
可児市文化創造センターala

図1

社会貢献型マーケティング

CAUSE RELATED MARKETINGの導入

（社会課題解決によるブランディングと顧客開発への外部環境づくり）

倫理的な継続的
・
道徳的顧客の開発
ETHECAL CUSTMER

創造鑑賞事業

館長兼劇場総監督 ／ 衛 紀生

社会課題解決

論理的な顧客(ETHECAL CUSTOMER)の創出
持続的・継続的な顧客開発 ⇒ 創客と支持者の開発。

アーラでは、2008年から「アーラまち元気プロジェクト」という名称で社会課題を解決に
向かわせる社会包摂型のコミュニティ・プログラムを実施しており、年間467回を数えるまで
になっています。そのことにより劇場の社会的価値化(Social Branding)は例を見ないほど
進んでおり、文化庁をはじめとする関係各機関からも高く評価されて、また可児市民からも
なくてはならない施設になっています。文化庁の公式文書でも、このような包摂型の劇場経
営を全国展開すべしとの文言が記載されるまでになっています。
一方で、全国の劇場音楽堂等には喫緊に解決しなければならない課題として、鑑賞者の
減少があります。その解決の方策として様々なセリング手法とマーケティングへの模索がな
されています。しかし、社会包摂プログラムにより公益的な事業展開と鑑賞者開発は決して
別のものではなく、それらがリンクして地域の人々に必要な施設となるものだと私は考えてお
り、現にその社会貢献型マーケティングの展開によって観客数、来館者数、会員数が増加を
続けています。包摂型事業と鑑賞者開発は決して別のことではなく、ともに最終受益者が地
域住民であることを考えれば、それらが相乗的に劇場の存在価値を高めていくことは自明で
あると思います。
（図１）

図2

ソーシャル・インパクト投資
喫緊課題

SROI(社会的投資収益率)による政策根拠の測定

県立東濃高校の事例・３０人の中途退学を防いだ。
⇒高卒者の生涯賃金

１億６０００万円×３０名⇒４８億円

⇒国民負担率

４３.４％

２０億８３２０億円

⇒租税負担率

２５.６％

１２億２８８０万円

⇒社会保障負担率

１７.８％

⇒社会保険受給率

N

⇒消費による経済効果

N

８億５４４０万円

・変数N(離職率・死亡転居・社会保険受給率)をどのような数式で設定するか。
・従来定性的にしか計測できなかった社会的効果を貨幣価値で算出する。

さらに最近は創造・鑑賞事業の売上による経済的波及効果のみならず、地域へのプログ
ラムの社会的インパクトを将来にわたって貨幣価値化して算出する研究が２０１０年から英
国をはじめとする先進各国の研究者によって進められています。そのSROI(社会的投資収益

この社会的インパクト投資の研究によって、ラストリゾートに向かう劇場経営手法が定

率)によって算出された演劇表現ワークショップ（P36参照）を行っている県立東濃高校のイ

性的な評価のみではなく、定数的に裏付けられる時代が到来していることも、公立劇場

ンパクト効果を例示しておきます。
（図２）

を経営する者にとっては追い風になると私は考えています。
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新日本フィルおでかけコンサートの様子（P6）

もくじ

P5-10

4

劇場をとびたして、
まちじゅうへ

P11-22

知的好奇心を刺激する学び × 体験 × 仲間

P23-36

感動を共有して繋がるココロ

P37-42
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01

02

新日本フィル
おでかけコンサート

文学座
おでかけ朗読会
アーラは「芸術の殿堂」ではなく、
人々の様々な思い出が詰まった「人間の家」で
ありたいと考えています。

03

そしてアーラの主軸である

04

＜まち元気プロジェクト＞は
アーラと市民を繋ぎ、
様々な思い出や感動が行き来する、

児童・生徒のための
コミュニケーション・
ワークショップ

劇場をとびだして、
まちじゅうへ

「窓」の役割を果たしています。

ホームカミング
うち

「家においでよ！」

劇場に足を運ぶことができない方にも文化芸術を届けたい。そんな想いから小学校や中学校をはじめ、障
がい者施設、老人ホームなど、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、文化芸術に接する機会の少ない方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、多くの“心の交流”が生まれました。

5

01

新日本フィルおでかけコンサート
劇場を飛び出し、本物のクラシック音楽を様々な場所にお届けする企画。
今回は、小学校の子どもたちのところに出向き、楽器のお話や演奏体験を交えて音楽をお届けしました。

子どもたちの「もっと知りたい」を引き出すアウトリーチに
新日本フィルハーモニー交響楽団のメンバーが市内の小学校に、特別授業をお届けしました。６月８日、９日は木管五重
奏（フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンの５名)が春里小学校、今渡南小学校キッズクラブ、土田小学校
に、また６月22日、23日には弦楽四重奏（ヴァイオリン２名、ヴィオラ、チェロの４名)が春里小学校、春里小学校キッズク
ラブ、帷子小学校にお邪魔しました。
音の出る仕組み、音域の違いなど初めて知ることに子どもたちは興味津々。ホルンのマウスピースの音が意外に高いこ
と、クラリネットやファゴットはリコーダーと違ってリードが無いと音が出ないことなど発見がたくさんありました。子どもた
ちが一番盛り上がったのは、楽器を自分で弾いてみる体験コーナー。いざ弾いてみると結構難しく、楽団員に教えてもらい
ながらいい音が出ると、
「おぉ〜」と笑顔と歓声が。きっと思い出に残る体験だったことでしょう。木管五重奏ではスト
ローとビンを管楽器に見立てて楽団員と「カエルの合唱」を合奏。弦楽四重奏では、全員がヴァイオリンやチェロを弾くこ
とに挑戦しました。
楽器や作曲家のことを聞き、楽器体験の後にプロの演奏を聴くことで、子どもたちは実感を持って演奏テクニックのす
ごさや、音楽の奥深さを感じているようでした。子どもたちからは「初めてヴァイオリンを弾いてすごく響いてびっくり」、
「今度はオーケストラを見に行きたい」などの声が聞かれました。クラシック音楽に楽しんで関わることで、文化芸術に関
心を持ち心の豊かさに繋げられるような活動を今後もしていきたいです。

日程／会場／参加者
6/8
6/9
6/22
6/23

春里小学校
今渡小学校キッズクラブ
土田小学校（3回）
春里小学校
春里小学校キッズクラブ
帷子小学校（3回）

計10回、延べ511人

6

出演
63人
50人
113人
74人
36人
175人

6/8、6/9

6/22、6/23

木管五重奏
フルート／野口みお
オーボエ／浅間信慶
ファゴット／坪井隆明 ホルン／田島小春
弦楽四重奏
ヴァイオリン／田村直貴・松崎千鶴

クラリネット／重松希巳江

ヴィオラ／川田留生

チェロ／多田麗王

02

文学座おでかけ朗読会
劇場を飛び出し、本格的な朗読会を様々な場所にお届けする企画。
今回は、中学校や特別支援学校の子どもたちのところに出向き、オリジナル朗読会を上演しました。

いつもの教室が小さな劇場に変わる
この企画は劇場に足を運ぶことが難しい方にもアーラの公演を楽しんで頂けるよう、公民館や福祉施
設など、様々な会場に公演をお届けしています。今年度は、俳優の中川雅子さんと市内の中学校３校と岐
阜県立可茂特別支援学校に出かけ、朗読会をお届けしました。また、同公演を親御さんや先生にも聴い
て頂こうと、アーラで特別公演を行いました。朗読した作品は、
『バルタン最後の日』
（作／加納朋子）と
母への手紙２編。中学生に届けたい中川さん選りすぐりのプログラムです。

賑やかな朗読会！？
この「おでかけ朗読会」はまさに一期一会。一回一回雰囲気が違い、面白いものです。そして、今回特別
印象に残っているのは、特別支援学校での朗読です。と言うのも、特別支援学校に朗読公演をお届けする
ことは、アーラにとっても一つのチャレンジでした。様々な個性の生徒がいる教室での約４０分の朗読、苦
痛に感じるのではないか。話の内容が伝わらないかもしれない。色々な心配もあり、公演前、中川さんも緊
張されている様子でした。そして、朗読会がはじまると、途中で声が出たり、飛び跳ねたりする生徒が…。で
も、これは想定の範囲内。少し騒がしくなってきた教室の中でも朗読に真剣に聴き入る生徒の姿を見る
と、やはり来て良かったと感じました。
「めったに聴くことがなかったので、すごい感動しました」、
「切なく
なった」と感想は様々でしたが、少し賑やかな雰囲気での朗読も悪くなかったのではないでしょうか。

日程／会場／参加者
6/8,9,10
6/11
6/12
計10回

蘇南中学校（6回）
可茂特別支援学校
西可児中学校（2回）
広陵中学校

出
315人
25人
120人
78人

演

中川雅子（文学座・俳優）

集

客

56人（6/11

ala 映像シアター）

延べ538人

7

03

児童・生徒のための
コミュニケーション・ワークショップ

85%の児童が「今までより
クラスのみんなと仲良くなった」
と感じるワークショップ

市内小学校の児童、中学校 特別支援学級の生徒を対象に実施。言葉ではなく“身体表現”で相手の気持ちを受け取り、

平成25年度のモデル校開催を経て、学校関

相手に自分を伝えるワークショップ。

係者からも「クラスづくりに効果がある」と期待
の高まりをみせる本ワークショップ。3年目の今
年度は、全28クラス・合計842人の児童・生徒
の皆さんにお届けしました。
ダンスアーティストで体奏家の新井英夫さん
の回では、
「今日は、体育のような、音楽のよう
な、図工のような、国語のような授業をします。
いつもは皆で同じ動きをしたり答えがひとつ
だったりすると思うけど、今日はみんなと違う動
きをしたり答えがたくさんあったりします。」と
説明がされます。そして子どもたちの心の中にこ
んな思いが芽生えます。「何だかいつもの授業
と違うぞ」。自分をさらけ出して思いきり表現し

日

程

4/23 〜 12/3

会

場

帷子小学校（10回）
桜ケ丘小学校（3回）
東明小学校（4回）
春里小学校（9回）
蘇南中学校特別支援学級（2回）

参 加者
講

8

師

生徒

計 28 回

延べ842人

新井英夫（体奏家／ダンスアーティスト）
Ten seeds（劇・あそび・表現活動団体）
アシスタント3人

いる？
りたい人
や
本
手
お
かぃ！
こんなに

たり、相手を良く見て呼吸を合わせてみたりする
と、新井さんから「凄い！みんな見て、〇
〇さんのここが素晴らしいよね」と声
がかかります。皆の前で褒められた
（認められた）児童は、溢れんば
かりに嬉しそうな表情にな
ります。そんな友だち
の姿を見て、他の子ど
もたちも追随します。
認め認められる正のループが90分間
というワークショップの時間の中でど
んどん波紋を広げていきます。

をする
現
表
情
感
全身で

こちら見守
る
保護者の役
！？

子どもたち

ランド！
ー
ゴ
ー
リ
メ

お互いの魅力を再発見する

― 相手を思いやるクラスづくりに

劇・遊び・表現活動団体のTen seedsさんの回は、
「よく聞く」、
「よく観る」、
「集中する」、クラス内を「シャッフルする」、
「力を合わせる」ための導入ワークを組み立てた先に、集成となる
「チーム対抗での表現活動」の時間があります。昔話をテーマにそれぞれのチームに与えられたお題を、メンバーで話し合いながら2つの写真（物語の象徴となるようなシーンをチームで身体
表現）で表します。“生活班”ではなく、その日偶然に作られたチームで表現することを通して、これまで見えていなかった、見ようとも思っていなかったクラスの仲間の新たな魅力を発見しま
す。チームで発表し、他のチームに何を表現しているのか伝わると、みんな飛び上がって喜びます。
子どもたちの変化を目の当たりした先生からは、
「想像以上の豊かな発想や表現力に驚いた」と声があがります。今年度のワークショップでは、実際に、
「保健室登校の子がワークショッ
プ終了後、みんなと一緒に教室に戻れた」、
「支援学級児童が最後には自ら挙手してみんなの前で自分の感想を発表できた」といった効果も見られました。これからも継続開催によって、ク
ラスづくりの一助となっていきたいと思います。

9

04

うち

ホームカミング「家においでよ！」
新日本フィルハーモニー交響楽団の楽団員と市民が音楽以外のことで交流し、演奏家をより身近な存在として
感じられることを目的とした企画。

体験を共有して、楽団員の人となりを知る
初めて会う人たちが、限られた時間で打ち解け、自然に会話が生まれる事業にするに
はどうしたら良いか。一緒に作業をして小さいながらにも、完成したものを共有できる

調理後は、岸田さんがヴァイオリン演奏を披露しました。おやじ塾の皆さんは

「料理」なら打ち解けられるかもしれない。そんなことを考えていた時、丁度今渡公民

間近に聴く音色の美しさにじっと耳を傾けて深く感動しているようでした。さっ

館さんが主催している中高年の男性を対象とした講座”おやじ塾”から「そば打ち体験す

きまで、気さくに話していた岸田さんの奏でる美しい音色と、音楽に真摯に取り

るので楽団員さんもいかがですか？」とお誘いいただきました。

組んでいる姿勢が一緒にそばづくりをした後の鑑賞だったこともあり、心にまっ

材料のそば粉をこねて、均等の厚みに伸ばして、それを大きな包丁でできるだけ細く

すぐ響いているようでした。これからも、クラシック音楽に対する見方が変わっ

切る…。楽団員の岸田さんも、おやじ塾のみなさんもそば打ちが初体験。初対面でした

たり、新日本フィルをより身近に感じてもらえる機会を作っていけたらと思いま

が、そば打ちの難しさや、ちょっとした失敗を冗談混じりに指摘し合ったりと自然に会話

す。

日

10

が生まれました。一緒に頂いた、そばは歪でしたが格別においしかったです。

程 1/27

会

場

福祉センター

参加者 今渡公民館講座おやじ塾生

22人

姫治そば同好会

8人

ゲスト

岸田晶子（新日本フィルハーモニー交響楽団・ヴァイオリン奏者）

知的好奇心を刺激する
学び×体験×仲間

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
講座を行いました。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、時にはお互いに切磋琢磨する。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宝物になったでしょう。

05

06

07

演劇ワークショップ実践編

朗読ワークショップ実践編

文学座と作る子ども向け芝居

文学座と作る子ども向け紙芝居

歌舞伎と
おしゃべりの会

08

09

10

11

アーラ・
常磐津教室

森山威男
ドラム道場

町が元気になる
処方箋

平田オリザの
「対話を考える」モデル授業

12

13

14

15

50歳から始める
芸磨き講座

親子de仲間づくり
ワークショップ

ココロとカラダの
健康ひろば

スマイリング
ワークショップ
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05

演劇ワークショップ実践編

ワクワクドキドキの演劇体験

文学座と作る子ども向け芝居

組みはないかという事で昨年度から始まった、子どもたちのための

演劇創作を通して、コミュニケーション力や表現力の向上など様々な場面で役立つ劇づくりの

小作品を作り発表する演劇ワークショップ実践編の第二弾。講師

ノウハウが学べるワークショップ

は昨年に引き続き文学座から演出家・高橋正徳さんとアシスタント

地元表現者の育成だけにとどまらず、成果を地域に還元できる仕

に新しく女優・永宝千晶さんをお迎えし、児童文学「泣いた赤鬼」
（作／浜田廣介）に挑戦しました。
演劇初挑戦の人から経験者まで、市内近郊の高校２年生から60
代までの紳士淑女の12名の参加者が集まり、全7回の稽古と2回
の発表会を行いました。年齢、経験値の他、参加理由も「演技の上
達」・「仲間づくり」・「自分を変えたい」・「仕事に繋げたい」・「子
どもが好き」等、皆さんバラバラでしたが初回から意気投合し、この
お芝居の特徴であるアンサンブルが稽古を重ねる事に深みを増して
いきました。

参加者にも子どもたちにも豊かな経験
発 表会は満員御礼。黒い壁にチョークで書かれた太陽や雲や
鳥、生演奏によるリズミカルな音楽、ロープが山や家に変身したり、
突然黄色いボンボンを持った応援団が登場したりとワクワクド
日

程

稽古／ 6/14 〜 7/19
公演／ 7/20

会

場

ala 演劇練習室ほか

計7回
計2回

キドキの舞台を作りあげました。開場中、怖がっていた子ども
たちも物語が始まるとぐっと前のめりになって真剣に見て
おり、アンケートでは「子どもも大人も楽しめまし

参 加 者

講

12

師

高校生〜60代の一般市民
出演者12人 延べ92人
高橋正徳（文学座・演出家）

た」、
「観劇は孫の初体験でした」等の感想を
頂き、大 成 功に終わりました。また、参 加 者も
「劇を作り上げる楽しさを知った」、
「色々な人と知り合え
た」等、発見の多いワークショップだったようです。
来年も参加者と子どもたちの豊かな経験の一つとなる様な体

アシスタント

永宝千晶（文学座・俳優）

験の場を創り上げていき、将来的には参加者が主体となり地域

集

163人

を巡回公演できるような仕組みを作っていけたらと思います。

客

06

地域の表現者が地域のためにできること

朗読ワークショップ実践編

文学座と作る子ども向け紙芝居

の楽しさを体験しながら互いの交流を深め、表現者としての意

文学座から演出家を講師に迎え、参加者と子ども向けの質の高い紙芝居作品を創作。地元表現者が

識と能力を高めること。そして、子ども向けの質の高い紙芝居を

紙芝居を通して、子どもたちに元気を届けるワークショップ。

創作し、自主的な公演活動でより多くの子どもたちに紙芝居の

このワークショップの目的は参加者の方たちが表現すること

魅力を伝えることです。演劇や朗読経験のある参加者の方で
も、紙芝居の創作は初めてであり、とまどいの連続でした。

チームで演じるド迫力な紙芝居で、
子どもたちを魅了
創作した作品は「ももたろう」や「シンデレラ」など誰もが
知っている紙芝居です。当初は既製品の紙芝居を使用する予
定でしたが、面白さを追求していく中で、絵や台本のアレンジが
必要となり、急きょ演じ手の稽古と並行して、オリジナルの紙芝
居を作ることになりました。短期間での創作は、まさに時間と
の闘いです。絵や工作の得意なボランティアも加わって、演じ手
の参加者と二人三脚で創作していきました。そうやって完成し
た作品が、複数人がチームになって演じる、これまでにない紙
芝居です。迫力ある音とセリフのアンサンブルや紙芝居から演

ょ！
うんとこし
ょ！
どっこいし
稽古日程

稽古会場

11/22〜12/19
計12回

ala 演劇練習室

参 加 者 16才以上
11人
ボランティア 5人
延べ242人
ほか

講

師 森さゆ里（文学座・演出家）

じ手や小道具が飛び出してくるなど、子どもたちを楽しませる仕
掛けがいっぱいです。本番では「とても工夫されてて楽しかっ

思わず力が
入る

た」、
「また子どもと来たい」など親子の喜ぶ姿に、これまでの
苦労が達成感へと変わっていきました。そして、発表会の後も、

公演日程／会場／集客
12/20
1/17
3/13
3/20

ala 演劇練習室 4回
花フェスタ記念公園 2回
ala 美術ロフト 2回
可児市福祉センター 1回

計9回公演

延べ493人

120人
199人
111人
63人

出前公演などで好評を博し、地域の方たちと触れ合っていく中
で、この活動の必要性を強く感じました。今後も地元表現者と
共に地域と連携しながらより多くの子どもたちに元気を届けて
いければと思っています。
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歌舞伎と
おしゃべりの会
伝承され進化を続ける歌舞伎の芸や技。
アッと驚くアイディアが詰まった歌舞伎の世界を様々な角度から学ぶ講座。

地元の方々に支えられ、12年
歌舞伎を様々な角度から学ぶことをテーマに開催している、
「歌舞伎とおしゃべ
りの会」は、１２年間続いているロングラン講座です。元々、可児市での地歌舞伎復
活を機に、歌舞伎を知りたいという地域の声に応えて始まり、可児歌舞伎同好会や
地域の歌舞伎ファンに支えられ、今日まで様々な講座を開催してきました。

歌舞伎を支え続け進化する芸や技の輝きに驚く
今年度は全9回、様々な講師やゲストによる講座を開催しました。歌舞伎の動き
を学ぶ講座、地歌舞伎の大向こうに挑戦する講座、元NHKアナウンサーの山川静
夫さんによる名優伝、役者・澤村藤十郎さんをゲストに迎えた講座など、参加者は
講師と共にさまざまな角度から歌舞伎について学びました。本講座参加者は６０代
〜７０代が中心ですが、１２月に開催した新作歌舞伎の舞台美術をテーマにした回
には、ゲストがスーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』の舞台なども手掛ける舞台美術家
の堀尾幸男さんということで、若者の姿も目立ちました。講座終了後、堀尾さんに
質問をしていた演劇部の高校生は大がかりな舞台装置の仕掛けに「衝撃」を受け
た様子でした。きっと、演劇部の今後の活動のヒントにもなったのではないかと思
います。歌舞伎が進化を続けているように、今後もアイディアの詰まった楽しい講座
を開催していきたいと思います。

14

日

程 通年

会

場

計9回

ala 映像シアター

ほか

集

客 延べ476人

講

師 吉田豊／金森和子／中村橋吾

ほか

08

アーラ・常磐津教室
“一流の芸を学ぶ”をテーマに、伝統音楽常磐津の語りにチャレンジする講座。講座の最後はアーラの舞台を使い、おさらい会を開催。敷居が高いと思われがちな伝統芸能の奥深さをゼロから
体験できました。

と き わ ず

常磐津ってなに？知らなかった世界に出会う喜び。
江戸時代に歌舞伎の伴奏音楽として流行したのが、常磐津という浄瑠璃音楽です。いかにも難しそうですが、それを初
心者が人間国宝の常磐津一巴太夫さんから学ぶという無謀（？）な企画が昨年度からアーラで始まりました。馴染みのな
い方が多い常磐津ですが、先生と生徒マンツーマンでゼロからスタートできる教室ですので、初心者の方にも挑戦して頂け
る内容です。今年は２年目の教室ですが、生徒の皆さんから愛された常磐津一巴太夫さんが昨年度ご逝去されたため、講
師を一番弟子の常磐津巴瑠幸太夫さんに引き継いで頂き、開催しました。

学びに年齢制限無し。重ねた人生も芸の魅力になっていく。
今年度の参加者は１２名。昨年度から継続を希望した１０名と、新しく参加した２名です。教室の内容は、月１回の稽古
を続け、約１０ヶ月で１曲を仕上げて発表するというものです。今回は、１２名全員が常磐津の難しさに悩みながらも、互い
に支え合い、おさらい会（発表会）にそろって出演しました。昨年からの参加者が、今年はもっと沢山のお客様に来て頂き
たいと地道に宣伝を行い、今年は去年の倍、約２００名のお客様がおさらい会にご来場下さいました。この教室を通して
改めて感じたことは、いくつになっても謙虚な気持ちで学ぶということが、人生をキラキラ輝かせるということ。舞台の上で
緊張しながらも苦労して学んだ一曲を披露する姿はみなさんとても輝いていました。知らなかった世界の入口にご案内し、
真剣になって学べる場をつくるというのもアーラの大切な役割の一つなのだと思います。

日

程

稽古／通年
おさらい会

計 10 回
計1回

会

場

ala 美術ロフト、小劇場

参 加 者

12人

講

常磐津巴瑠幸太夫

師

ほか

延べ128人

おさらい会
賛助出演

常磐津若音太夫、常磐津三之祐

集

204人

客
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森山威男
ドラム道場

演奏を支える基礎から、共演者といきいきとした
演奏を生み出すコツまで、
可児在住の日本が誇るジャズドラマー・森山威男が、
百戦錬磨のノウハウを伝えるドラムスクール。
受講生の日頃の成果を披露する
公開セッションも開催。

トッププレイヤーから百戦錬磨のノウハウを直伝
可児在住の日本が誇るジャズドラマー・森山威男さんが、初心者からプロを目指す方まで、一人ずつ指導する森山威男ドラム道場。レッス
ンでは練習の意図をしっかり伝え、一流のプレイヤーは観客を、共演者を、魅了するために何を考え、どう音楽を組立てプレイするのか？な
ど、東京芸術大学打楽器科を経て、長年にわたる第一線での演奏活動に裏付けられたドラム理論は、非常に明快、かつ奥深い内容。一般
のドラムスクールとは一線を画す内容に、小中学生から60代まで、岐阜・愛知はもちろん静岡や兵庫から通う方もいらっしゃいます。

学んだ成果を実践し、輪を広げていく
また特別編として公開セッションを開催。プロミュージシャンをゲストに迎え受講生が観客の前で演奏することで実践での経験を積
み、日ごろの成果を披露しています。即興性の高いジャズでは、演奏者同士の演奏前・演奏中のコミュニケーションが重要なため、そう
いったこともプロとの共演を通して学びます。そして道場の外でも、東海のみならず関東・関西でプロのミュージシャンとライブを行い、実
践経験を積む方々もいらっしゃいます。道場生同士での横のつながりも生まれており、互いに演奏方法を教えあいスキルを磨いたり、仲間
のライブを観に行くことも。
今年はひとつのテーマについて、森山さんが話し、道場生やそのバンド仲間が質問し、みんなで話合うことで考えを深めるトーク・セッ
ションを新たなチャレンジとして行いました。今後も、音楽に対する考えを深め、輪が広がるような企画を実施していきます。

日

程 講座／通年

毎週月曜日

計45回

公開セッション／計 3 回 ゲスト
6/26 渡辺ファイアー（as）、今岡友美（vo）、大森菜々（p）
7/17 川嶋哲郎（ts）、今岡友美（vo）
12/5 田中信正（p）

16

会

場

参加者

ala 音楽ロフト

ほか

道場生 20人 延べ177人
ゲストミュージシャン 延べ6人

講

師

森山威男（ds）

集

客

公開セッション

延べ240人

10

町が元気になる処方箋
アーラ館長がスペシャルゲストと共にまちづくりについて話し合う公開座談会

テーマは「学校と劇場とアーティスト」
文化芸術の力でまちを元気にするヒントを求めてアーラの館長とゲストが議論を交わす
公開座談会。今回は、
「学校と劇場とアーティスト」をテーマに、お馴染み平田オリザさん
と、堤康彦さんをゲストにお迎えし、濃厚なお話を聞くことができました。

アーティスト＝異分子・違い
堤さんが運営されているASIAS（エイジアス）では、アーティストと教師との共同作業によ
る授業づくり（＝WS）を行っておりこれまでに約3万2千人の子どもたちが体験してこられそ
うです。
学校では、同じであることが無意識のうちに強調されている場合があり、個性が仲間外
れの対象になってしまうケースも。その中にアーティストが入ることは“異分子・違い”が入る
ということ。すると「日常に新しい視点」が生まれ、WSを通じてクラスの雰囲気も良くなり、
創造力や他者理解、自己肯定感にもつながっていくというプロセスを体験談を交え伺うこと
ができました。
最後に、平田さんから「地域社会が崩壊し、学校以外コミュニティがなく同世代とうまく
関われない子どもたちはいじめられ、どんどん孤立してしまう社会になった。そういった子ど
もたちに対して、アーティストや劇場が存在する意味がある」とおっしゃっていました。
これからも様々な角度から、よりよいまちづくりに繋がる座談会を開き、文化芸術が果た
す役割について皆さんと考えていきたいと思います。

日

程 8/7

会

場 ala 映像シアター

出

演 平田オリザ
（劇作家／演出家／青年団主宰）
堤康彦
（NPO法人 芸術家と子どもたち代表）
衛紀生
（可児市文化創造センター館長兼劇場総監督）

集

客 48人

17

子どもが発言しやすい環境を
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。
「なぜ教育現場に演劇が？」、
「なぜコミュニケー
ションが必要なのか？」、その疑問を演劇のトレーニングにも使

11

われるゲームや短い台本などを使用したワークショップ（＝WS）

平田オリザの
「対話を考える」モデル授業

と、ホワイトボードを使用した講義を交え一つひとつ丁寧な解説
を加えるのが、このWSの特徴です。
平田さんは国外でも多数演劇公演やWSを実施されており、世
界から観た日本の子たちの特徴も交え、進んでいきました。
「日

現代におけるコミュニケーション能力とはなにか、

本の子どもたちは発言しにくい。」と平田さんは言います。特に思

演劇の手法を取り入れたワークショップを通じて教職員に体験してもらいます。

春期の子では、好きな食べ物さえ言えない事も。しかし、それはコ
ミュニケーションがとれないのでなく、質問や出題を変えるだけ
で、解決することであり、大事なことは、“発言しやすい環境をつく
ること”だと言います。

イメージすることの楽しさ、
イメージを共有することの難しさ、大切さ
集団で言葉と体を使ってイメージを共有する演劇には、コミュ
ニケーションのヒントが多く詰まっています。例えば、大縄跳びは
ほぼ全員が同じイメージを共有できても、キャッチボールのイメー
ジは皆チグハグに。そこには、ボールの大きさやその人個人の身
日
会

程
場

8/7
ala 美術ロフト

参 加者

可児市内で勤務する教職員 20人

講

平田オリザ（劇作家／演出家／青年団主宰）

師

てくれる
受け止め
要
信頼が重

体的能力の差など、様々な違いがあり、イメージの共有の難しさを
改めて実感することができたようです。
終了後のアンケートでは、
「今回の WS で今後どのようなことに
気をつけて指導していけばいいのか知ることができました」、「表
現するって楽しいこと、子どもとも今日学んだことを生かして活動
していけるといいなと思います」等、意欲的な意見を多く頂きまし
た。今後もアーラができる役割の一つとして実施していきます。

18
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50歳から始める芸磨き講座
世界一の高齢化社会の日本において、高齢者の課題は無視できない状況にある。
そんな高齢者を孤立化させないために、生きがいとコミュニティ作りを目的とした講座を開催。

超高齢化社会に向け劇場ができること
人口の４人に１人が65歳以上となり、高齢化社会を迎えています。一昔前のような地域コミュニティが無くなってしまった
今、人々が支え合う新しい地域コミュニティの場が強く求められています。そこで、文化芸術を通して高齢者たちの新たな賑
わいを取り戻すために実施したのがこの企画です。当センターの稼働率が低い平日の午前中を高齢者の方たちに開放し、そ
れぞれにニーズの高い５つの講座（フラダンス、合唱、落語、俳句、デッサン）を全4回で同時開催しました。そして、最後に
は参加者の方たち全員が集まって発表会を行うという企画です。

たくさんの出会いが喜びと生きがいを生む

日

程

講 座／ 8/24、8/31、9/7、9/14（各 5 講座）
発表会／ 9/14（合同）

会

場

ala 演劇練習室、音楽ロフト、
ワークショップルーム洋室、デジタルアート工房、
美術ロフト、レセプションホール

この講座の最大の特徴は120人もの参加者の方たちが毎回一堂に会することです。それはまさに高齢者の方たちの出会い
の場です。その参加した方たちの交流にひと役買ったのが、講座後に営業した知的障害者支援施設の利用者による「ニコニ

参 加者

フラダンス講座 18人
合唱講座 30人
落語講座 19人
俳句講座 22人
デッサン講座 31人
計120人（内運営ボランティア8人） 延べ480人

講

永野けい子（フラダンス）
貞平純子（合唱）
西澤秀彦（落語）
藤島咲子（俳句）
夏目重之（デッサン）

コ交流カフェ」です。カフェでは毎回、たくさんの参加者の方たちで大賑わい。新たに出会った同じ趣味を持つ仲間との会話
は講座のこと、プライベートなことなど尽きることはありません。
「いろんな人と仲良くなって楽しめました」、
「毎回大盛り上
がりで楽しかった」、
「今後もぜひ続けてください」など参加者の方たちからは好意的なご意見が多数寄せられました。今回
の成功の大きな要因は参加の幅を広げるため、特定のジャンルにこだわらなかったことでした。今後もこのように新しい地
域コミュニティの場としての役割を劇場が果たしていければと思っています。

師

19
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親子de仲間づくりワークショップ
核家族が常態化する中、乳幼児とその親が孤立することを防ぐことを目的に、コミュニケーション・
ワークショップを通して、創造力や感受性を育みながら、親子で仲間づくりが広がる空間づくりを
しています。

身体表現、演劇的手法を
用いた多様なプログラム
毎週水曜日の午前中、アーラには小さな子どもたちとお
母さんがやってきます。いつものお部屋に入ると、慣れた様
子で自分の名前が書かれたテープを自分に貼ります。…今
年度で3 年目の開 催となる「親 子 d e 仲 間づくりワーク
ショップ」は、親子の絆や仲間同士の繋がりを深めること
を目的に開催しています。アーラが主催する企画である特
徴のひとつが、講師がアーティストであるという点。ダンス
アーティストの新井英夫さんは、子どもたちが思わず触りた
くなるような色んな楽器を使って、感じるがままの身体表
現で、いつの間にか親子そして友だちとの距離がぐっと近
づくワークを展開します。演劇的手法を用いた、劇・遊び・
表現活動を行うTen seedsさんは、身近なものを楽しい遊
び道具にしてしまう達人。自宅にもあるようなものを使う
ので、子どもたちは、ここで遊んだことを家に帰っても喜ん
でやっているそうです。

日

会

通年 計 21 回
お試し／4 月
前期／ 5 月〜 7 月の水曜日
後期／ 10 月〜 12 月の水曜日
ala レセプションホール、水と緑の広場、他

参 加者

可児市内在住の0〜3才児とその親
お試し／31組 前期／43組 後期／37組
延べ869人
※2チームに分かれて実施

師

新井英夫（体奏家／ダンスアーティスト）
Ten seeds（劇・あそび・表現活動団体）
アシスタント3人

回数を重ねる毎に、子どもたちそしてお母さんたちの表
情が和らぎ、仲間の輪が広がっていきます。ワークショップ
が終わった後も、部屋の中や、外の水と緑の広場で一緒に

まる
自然と始
ション
即興セッ

場

講
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程

子ども同士が遊び、
親同士の交流が生まれる場

お弁当を食べる姿が見られます。この空間が親子にとって
安全で安心できる場となっていると実感する、心が温かくな
る光景です。
「この企画がなかったら、ずっと子どもと2人き
りで家に閉じこもっていたと思う」お母さんの言葉が胸に
響きます。これからも参加者一人ひとりの言葉に耳を傾け
ながら、ワークショップを展開していきたいと思います。

14
日

程 通年

ココロとカラダの健康ひろば
60才以上の方を対象にコミュニケーションワークショップを実施。継続的な参加によって、
楽しみながら健康維持と、新たなコミュニティづくりの場となることを目的としています。

計21回

お試し／4月

アーラでは催物がない日でも、オープンスペースのロビーや水と緑
の広場で毎日たくさんの市民の方が思い思いの過ごし方をしていま

会

場

ala レセプションホール、
水と緑の広場、ほか

前期／5月〜7月の水曜日
後期／10月〜12月の水曜日

楽しみながら健康維持と
交流ができる場を提供

参加者 60代以上の方
お試し／7人
前期／18人
後期／13人
延べ199人

講

師 新井英夫
（体奏家／ダンスアーティスト）
Ten seeds
（劇・あそび・表現活動団体）
アシスタント3人

す。一方、高齢化社会において家に閉じこもりがちな高齢者の方が
潜在的にいらっしゃることも現実です。
「芸術の殿堂」ではなく「人
間の家」でありたいと考えるアーラでは、そのような方々の居場所づ
くりのため、そしてワークショップを通してココロとカラダを解放して
明日への活力となるきっかけを作る場として、60代以上の方を対象と
したワークショップを開催しています。

閉じこもりがちだった気持ちが、
外の世界へ向くように
今年度で3年目の開催となりますが、初めて参加される方もたった
1時間という時間の中で、緊張と警戒の鎧が解き放たれ、各々が「あ
りのままの自分」を出し始めます。 講師の新井さん、Ten seedsさん
のワークショップには、運動・知的活動・コミュニケーションの要素
が組み込まれています。無理のない範囲で体を解して、チームで協力
しながら知恵を出し合い、発表をする。短い時間で集中して“本気で
遊ぶ”体験は、大人になってからはなかなかない時間なのではないで
しょうか。ワークショップ終了後の「お茶のみおしゃべり」の時間に
は、笑い声と共に、時折ポロポロと日常生活で不安に思っていること
なども漏れ出ます。自
分 の 気 持 ちが 共 有 さ
れ、来たときよりもスッ

大人になっても忍者
ごっこは面白い

キリとした表情で「また
来週！」と明るい挨拶で
毎回のワークショップ
は終了します。
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ワークショップを通して知る自己表現
様々な事情から学校に行きたくても行けない子どもたち
が通う教室、可児市教育研究所のスマイリングルーム。学
校でも家でもない居場所がここにあります。コミュニケショ
ンゲームをしたり、演劇やダンスの要素を取り入れた表現
に取り組むうち、自然にココロとカラダがほぐれていきま
す。今年度で実施3年目。今では学校に通えるようになった
子どもが講師に会いに、ワークショップに参加しに来る姿
が見られ、子どもと講師との間にそれほどの信頼関係が築
けていることを知り、これまでの成果を実感できる一場面
もありました。いつもワークショップに一緒に参加して下さ
るスマイリングルームの先生からは、
「子どもたちのこんな
伸び伸びした表情は見たことがない」とのこと。普段の教
室ではなかなか難しい、自由な感情表現ができている証で
はないでしょうか。

時間をかけて育む自己肯定感
始めは大人しく遠慮がちだった子ども達から徐々に硬さ

15

スマイリングワークショップ
学校へ行きたくても行けない児童・生徒の通うスマイリングルームで通年のワークショップを実施。
演劇やダンスの要素を用いて自分を表現し、それぞれのペースでコミュニケーション力を育みました。

が取れて笑顔の回数が増え、積極的に自己表現ができるよ
うになる姿を目にすると、このワークショップに関わる意義
を感じます。気持ちの変化を表現できるようになるまでに
は時間がかかり、個人差もありますが、この経験を自分の
力にしていってほしいと感じます。毎回のワークショップで
生まれる小さな変化の積み重ねが大きな一歩になる瞬間が

日

会

22

程 通年 計 10 回
前期／ 5 月〜 7 月の木曜日
後期／ 10 月〜 12 月の木曜日
場 教育研究所

スマイリングルーム

参加者 スマイリングルームへ通う児童・生徒
講

延べ31人

師 新井英夫（体奏家／ダンスアーティスト）
Ten seeds（劇・あそび・表現活動団体）
アシスタント3人

あります。以前は親御さんと一緒にワークショップに来てい
た生徒が、いつの間にか一人で来られるようになっていたこ
とがありました。改めて自分のペースで少しづつ前に進む
子どもたちの力を信じてサポートしていきたいと思います。

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」

感動を共有して
繋がるココロ

を持った人々が出会い、語り合い、分かり合うためのプログラムを実施しています。
お互いを認め合うことで「違い」は個性になり「豊かさ」に変わっていきました。活動を通じて、参加者の間に芽生え
たものは確かな絆でした。また、アーラでは繋がる楽しさを再認識してもらえる場を提供することで、素敵な思い出づ
くりとともに繋がることの重要性や思いやりの心を感じてほしいと考えます。
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16

多文化共生プロジェクト２０１５
「おはなし工作ものがたり３」
国籍、年齢、障がいの有無などに関係なく集まった市民が、みんなで考え、物語、衣裳、舞台美術

日

程

ＷＳ・稽古／ 5 月〜 8 月
公演／ 8/23

会

場

ala 小劇場、演劇ロフト

参加者

などの演劇要素を体験しながら、子供も大人も楽しめる演劇作品をつくるプロジェクト。

計 25 回

出演者 25人
（日本人15人、ブラジル人4人、
フィリピン人 5 人、ペルー人 1 人）
サポーター 13人
（日本人４人、ブラジル人８人、ペルー人１人）
延べ 626 人

スタッフ

作・演出／森さゆ里（文学座・演出家）
美術／大島広子（舞台美術家）
アシスタント／佐藤里真（俳優）
松崎亜希子（俳優）

集

170人

客

世代、国籍、障がい、様々な違いを個性として受け入れる
全国的に見て、外国籍居住者が多い可児市と周辺地域では、文化の違いによる様々な課題を抱えています。本プロジェクトでは、外国籍コミュニティを中心に生活する人々が、舞台作品
を作ることをきっかけに新しい人々と出会い、交流する場を作り、新たなコミュニティを生み出すことを目的としています。
今年で8年目を迎えたこのプロジェクト、演出は昨年に引き続き文学座の森さゆ里さんにお願いし、3才から大人までが楽しめるステージを目指して作品づくりがスタートしました。台本
や演出が最初から固まっているわけではなく、参加したみんなでつくっていくのがこのプロジェクトの特徴。参加者からの言葉、アイディアからストーリーが紡ぎだされ、台本となっていきま
した。そして舞台美術や衣装は自分たちで工作し、演劇をつくるあらゆるものを自分たちで創り上げていきました。

24

舞台作品をつくる体験がもたらす、
新しい関係
舞台公演をつくる過程において、子どもたちは工作や、演
劇体験を通じて、創造的な活動をたくさん積み重ねてきまし
た。こうした時間を共有することで、日常生活では出会えな
い人たちが出会い、心を通わせてひとつになっていきます。そ
して学校生活とは違う、新しい“自分“にも出会えているよう
です。
今後もアーラでは、多文化共生という地域の課題と向き
合い、演劇づくりを通じて、お互いの個性、価値観の違いを
認め合い、そこで生まれた作品を、多文化共生のメッセージ
として多くの市民の皆さんに伝えていきたいと思います。

初めて出会った人と、稽古を通じて仲間になっていく
今回は、初めて参加する日本人の子どもたちが多く集まり、外国の子どもたちの化学反応の場でした。
7才から50代の方まで、ブラジル人、フィリピン人、ペルー人、日本人あわせて25名が舞台に立ちまし
た。最初の5月からのプレワークショップなども合わせると総勢50人近くの方が参加してくれました。
今回は、タイトル「むかし昔のそのむかし」、人と妖怪の里の物語です。仲良く暮らしていた「人の
里」と「妖怪の里」が、お互いの欲望によって争いが起こってしまう。その争いの中、傷ついてしまっ
た狐を助けるために、争いを止めお互いが協力し合うというストーリーでした。
「飢えたくない」
「渇きたくない」などといった日本古来の難しい台詞が多い中、台詞を深く理解
するため、自分たちのお腹がすいたときの体験談などをみんなの前で話して意味を共有していき
ました。ワークショップや稽古時間を通じて、何でもみんなの前で言い合える環境になってい
ると実感できる嬉しい瞬間でした。また以前このプロジェクトに参加してくれた方々が稽古
場に顔を出し、代役や工作などのお手伝いをしてくれたことも、今回の嬉しい出来事でした。

25

17

大型市民参加公演オーケストラで踊ろう！運命
クラシック音楽とコンテンポラリーダンスの融合による新しい芸術表現を行うことで、市民による芸術活動の活性化を図る市民参加型公演。

参加者の個性を尊重、潜在能力を引き出すダンス
ベートーヴェン作曲の「運命」の生演奏に合わせて、ダンス経験の有無に関

「この作品には自分が必要なんだ」と気づくことで起こる
化学変化

係なく集まった９歳から７７歳の参加者が約４ヶ月間の稽古を経て無事に本

市民参加事業に長期間関わることで見えてくるものは、参加者に起こる変化です。はじめは

番をやり遂げることができました。
「思わず涙が出ました」という感想を何度

知っている友達がいないと不安で、作品を創ることより友達と一緒に居られる安心感や楽しさ

か耳に挟み、改めてこの作品の魅力とはなんだったのだろうと考えさせられる

に気が向いていた子どもたち。稽古が本格化してきて、大人や他の子の真剣な雰囲気を感じる

事業となりました。

と自然に自分もそれに馴染み、顔つきもだんだんと変わっていきました。舞台の上では、一人ひ

振付・構成・演出担当の森下真樹さんが、普通の人たちだからこそプロのダ
ンサーには出せない魅力があると思うと話されたことがありました。それはダ

とりの小さな動きや、立ち振る舞いから滲み出る作品に対する想いが一目瞭然となります。そ
れが、作品全体の質に大きく関わるんだと気づいた時、参加者の意識はさらに高まりました。

ンス経験がないから上手く踊れないという視点ではなく、その人が元来持つそ

作品作りに自分も参加しているという意識も参加者を変えていきました。最初は全体の一部

の人にしかない個性が引き出されれば全く次元の異なる表現が生まれるとい

しか見えずにどんな作品になるのかも分からない、同じところばかり練習してつまらないと感じ

う意味だったのではないでしょうか。プロではない参加者を前に、どこまで出

ていた参加者もいましたが、根気よく、稽古を重ねていくうちに、森下さんの考えている世界が

来るのか手探りの状態ではありましたが、森下さんには一貫して参加者の個性

見えてきて、それを一緒に作ることが楽しくなり、もっとこうしようという意見もたくさん出るよ

を尊重し、またその潜在能力を信じるという姿勢がありました。

うになりました。クリエーションの過程が、どんな年代の人にとっても、ある種の挑戦であり、新
しい自分と出会う機会となっていました。
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ⓒsergiotanigut

ⓒsergiotanigut

信頼関係を大切にした、クリエーションが生み出すもの
公演を終えて、
「こんな私でもいいんだ」と百人百様の表現が私を自身へと導いてくれる

個性を尊重するというと堅苦しいですが、森下さん自身が参加者が持つ個性に刺激を受
け、またそれを素敵だと感じていた、それが参加者にも伝わりいつの間にか信頼関係が築

のです。という森下さんがおっしゃった言葉がとても印象的でした。何かに挑戦してみたい、

かれていたのだと思います。森下さんの頭の中にあった地図が全員に共有され、この「運

できるかわからないけど踊ってみたいという様々な想いを持って集まった出演者のみなさ

命」は出演者みなさんの、そう、普通の人たちの物語そのものなんだと分かった時、このプロ

ん。楽しいばかりではない稽古を重ね、プレッシャーにも負けずに本番をやりきった姿から

ジェクトに関わる人すべての結束が強くなったように感じました。

元気や何かに挑戦する勇気を貰った人がいてくれたらとても嬉しいです。

日

程

稽古／11月〜3月 計32回（市民ダンサー）、計12回（市民オーケストラ）
公演／ 3/5・3/6 計 2 回

会

場

ala 主劇場、演劇ロフト

参加者

市民ダンサー／ 38人
可児交響楽団 ／ 62人
市民サポーター／ 5人
延べ1868人

スタッフ

振付・構成・演出／森下真樹（舞踊家）
指揮／古谷誠一（指揮者）
美術／大島広子（舞台美術家）
振付助手／鈴木美奈子、酒井直之（ダンサー）
映像／ヤマワキタカミツ（427FOTO・フォトグラファー & アートディレクター）

集

776人

客

ほか
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ⓒ427FOTO

18

ala Collectionシリーズvol.8
「すててこてこてこ」サポーター活動
プロの現場を市民が支える全国的にも珍しい市民サポーター活動で質の高い演劇作品を市民と共に創作します。
普段は決して体験できないプロの俳優と市民が交流を育むことで、演劇コミュニティの拡大を目指す。

地域で作品を作るということ。
7月11日、第一回目の市民サポーター会議。
「久しぶり！元気だった？」など会場はまるで同窓会のような雰囲気に包まれていました。それは市民サ
ポーターのおよそ９割の方が市民サポーター経験者か、当財団主催事業の参加経験者だからです。演劇をやっている方、演劇を観るのが好きな方、
人と関わることが好きな方、定年を迎え地域と関わろうとする方など、参加する理由は様々です。しかし、
「何かこのプロジェクトに関わりたい」とい
う参加者に共通する想いがあるからこそ、上下関係や利害関係のない人間関係を築きあい、何時しか信頼し合える仲間となって、9割というリピー
ター率の高さに繋がっているのだと思います。7月から10月までの約3か月の間には実に様々な活動が行われています。企画や工作が得意な方とは、
関連企画や公演PR方法などを一緒に考え、看板やチラシなどを製作したり、料理が得意な方とは、俳優さんやスタッフさんのおもてなし企画を考え、
手作り料理を差し入れしたりと、それぞれの得意分野を活かしてプロの俳優さんやスタッフさんと交流を育みながら演劇創作の現場を支えています。

地域力を活かすということ。
これまでのサポーター活動を通して、地域には様々な能力のある市民が沢山いらっしゃるということを改めて実感しました。それは劇場だからと言っ
て芸術に偏った能力に限ったことではありません。料理の上手い方、縫物や工作の得意な方など、様々な能力を持つ市民が私達にとっては何よりの財
産であり、その市民の能力を引出し、市民と協同して事業を展開していくことがこのように地域の活性化に繋がります。市民の能力を引き出すキッカケ
作りの場をより多く生み出し、地域のニーズや課題に対して地域力を活かして改善することが地域の劇場には求められているのだと感じました。
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日

程 7/11 〜 10/3

計 35 回

会

場

ala 演劇ロフト、製作室、小劇場ほか

参加者 市民サポーター24人

延べ140人
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ROCK FILL JAM in ala 2015
充実した音響・照明の劇場型音楽フェス。今回はROCK FILL JAM GARDENを新設。アコースティックライブ、
手作りマルシェ、ヤイリギター試奏体験など、地域・音楽・食・アートが融合した、年齢問わず気軽に音楽を楽しめる空間に。

より幅広い来場者が訪れたGARDENエリア新設
メインの RAINBOW STAGE では、選考を勝ち抜いた東海エリアのアーティストが、プロ同様の充実した音響・照明で、
熱いステージを繰り広げました。それを支えているのが地元の若手による制作委員会。1 年近く前から準備を進め、来場者に
楽しんでもらうために、演劇ロフト、小劇場ホワイエに入場無料の GARDEN エリアを新設。アコースティックな演奏が楽し
める「GARDEN STAGE」、地域のクリエイターの作品が購入できる「てづくりマルシェ」、
「FES CAFE」、
「ヤイリギター試
奏体験ブース」などを展開。さらに GARDENSTAGEは国際園芸アカデミーの協力により植物で装飾し、雰囲気のある音
楽空間をデザイン。可児出身のアート集団 Tomasonも場内を飾るとともに、子どもとも積極的にコミュニケーションを取っ
ており、楽しそうな子どもたちの笑顔が印象的でした。

地域へ浸透したイベントを目指して
GARDENエリアは初開催でしたが、多彩なコンテンツにより幅広い多くの来場者で賑わい、地域・音楽・食・アートが融
合した、年齢問わず気軽に音楽を楽しめるフェスになりました。
今 後 は 、R A I N B O W STAGEをより多くの人に楽しんでいただけるものへと充実させ、地域へ浸透したイベントへとし
て成長させていくために制作委員が取り組んでいます。それを実現するために制作委員の充実、さらに外部との連携が必要
と考えています。

日

程 12/20

会

場

ala

小劇場、演劇ロフト

参加者 ROCK FILL JAM 制作委員会／14人
延べ142人
集

客 RAINBOW STAGE／291人

RAINBOW STAGE／9組

GARDEN STAGE／9組

マルシェ・ホワイエ参加団体／15組

GARDEN STAGE／400人
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10周年を祝して

アーラ映画祭2015
市民から結成された映画祭実行委員会が企画から運営までをこなす手作りの映画祭。

「映画館のない町に映画館を！」という合言葉から始
まったアーラ映画祭も今回で10周年を迎えることができ
ました。今年は例年に比べるとコンパクトにはなってしま
いましたが、インパクトのあるラインナップと、豪華なゲ
ストお二人を迎え、日本映画だけに留まらず洋画も含め
た全4作品を3日間にわたり上映いたしました。特に最終
日に上映した「蜩ノ記」の小泉堯史監督は今回3度目の
ご登壇！実は10周年に相応しいゲストをお招きしたいと
いう思いから、1年越しに実現した作品でもあります。ま
た、小泉監督ご自身が作品の関連グッズ（貴重な品の
数々！）をたくさん持ってきてくださり、急遽トークショー
後にグッズが当たるじゃんけん大会が繰り広げられると
いう粋な計らいもあり、10周年の節目に相応しいフィ
ナーレを迎えることができました。

わが町の映画館として。
小学生のお母さんだったスタッフは、今では受験生の
母親になりました。10代で入ったスタッフは今では父親
になりました。映画を通して出会った仲間、一人ひとりに
映画のようなドラマがあります。お客様の中にも同様
に。毎回いらっしゃるお客様、トークショーで熱心に質
問されるお客様、アンケート紙面いっぱいに映画の感想
を書いてくださるお客様、映画を通して過去の経験を
語ってくだったお客様。私たちは、お一人おひとりを覚え
日

会

程 会議／通年20回
映画祭／ 10/30 〜 11/1
場

ゲスト
計8回

ています。また、逆に今回からいらっしゃらなくなったお
客様も。継続していくことで得られる幸せと寂しさ、それ
を繰り返した10年間でした。そして11年目。お客様から

ala 小劇場

参加者 アーラ映画祭実行委員／22人
延べ123人

30

伏原健之（映画監督）
小泉堯史（映画監督）
松岡ひとみ（司会者）

集

客 856人

の「これからも楽しみにしています」という言葉を胸に、
これからもお客様と映画を結ぶ架け橋であり続けます。
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アーラ・イルミネーション
毎日1組のお客様にイルミネーションの点灯ボタンを押していただく「点灯式」を開催。
家族で楽しめるイベントであると同時に初めてアーラに来ていただくきっかけづくりを
目指します。

冬のイベントとして地域に定着
イルミネーションの点灯期間中の夜は、水と緑の広場が地域の人たちで賑わいます。毎
晩の点灯式参加者の姿には、地元中学の仲良しな女の子二人組が、点灯式の後にも自分
たちで記念撮影をしていつまでも楽しそうに過ごす姿が見られたり、お子様のお誕生日を
祝うご家族や、ご夫婦の結婚記念日で参加される方もいらっしゃいました。点灯式に立ち
会う私たち職員も、その姿を見る度にあたたかい気持ちになります。今年も申込を開始した
翌日には最終点灯日までの予約がいっぱいになるほどの人気で、アーラ・イルミネーション
を毎年楽しみにして下さっているみなさんの期待を感じました。

今年のテーマは「冬のぬくもり」！
アーラで活動するNPO法人alaクルーズの方たちにより、今年のテーマ「冬のぬくもり」
にちなんだ力作の「傘地蔵」がイルミネーション中央部分に設置されました。心優しいおじ
いさんがお地蔵さんに傘をかぶせる場面が電飾の切り替えを用いて表現され、来場者の目
をひいていました。また、NPO法人alaクルーズと共催し、毎年好評の紙粘土とLEDを使っ
てオリジナルランプを作るワークショップを開催し、69名の親子に参加を頂きました。作
品はイルミネーションの点灯に合わせてお披露目を行いました。点灯した瞬間、子どもたち
がいっせいにイルミネーションに向かって走り出し、その様子を見てこちらまであたたかい
気持ちになりました。このイルミネーションをきっかけにアーラに訪れる方がさらに増え
ればと思います。

日

程 点灯式 12/6〜2/13 計53回
工作ワークショップ 12/6

会

場

参加者

点灯式 延べ500人
工作ワークショップ 69人

ala美術ロフト

ala 水と緑の広場
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アーラ未来の演奏家プロジェクト
将来有望な演奏家が可児市で初めて出会い、5日間の滞在の中で、市民の皆さんとの様々な音楽交流プログラムを
通して、クラシック音楽の魅力を広げていく企画。
演奏家にとっては、濃密な経験を重ねることで可児市に愛着を感じてもらうことを目指しています。

日

程 6/10〜6/14
計19回

会

場

ala 館内、
桜ケ丘小学校

参

加 延べ530人

出

演 斎藤龍（ピアノ）
三浦明子（ヴァイオリン）

コーディ
佐野秀典（作曲・編曲家）
ネーター

人間の家、劇場へ
佐野秀典（コーディネーター、作曲・編曲家） 特別寄稿
どこからか流れてくる生演奏にふと足を止め柔らかな表情で耳を
傾ける人、初めてピアノの下で演奏を聞いてびっくりしコンサートに
来たら目の色を変えて音楽を真剣に聴く子、中学生に教えたあとに自
分の至らない点に気づき夜遅くまで一人真剣に練習する、リハーサル
可児で初対面の演奏家2人

を自分の事のように頷きながら聴いている人を見て安心感を覚える

コーディネーターの佐野秀典さん

演奏家、どんな風に楽しくするか考えながら芝生に寝転ぶ自分自身、
きっと誰もが何かを得てここから帰っていきます。思いを刻む場所、
こんなたくさんの光景が岐阜県可児市に、人間の家であるアーラに
はあります。
未来の演奏家プロジェクトは、様々な交流を通じてみなで音楽を
作り上げていく、このような近未来のアーティストのあるべき姿を、
アーラや衛館長に触発され考え動き出しました。芸術は決して一人で
市内小学校へおでかけコンサート

は成し遂げられません。多種多様な人々と出会い、その皆さんと一緒
に喜びや悲しみを分かち合う仲間となり、大きな家族のような人との

訪問した小学校の先生が児童のみなさんからのお礼の手紙
を届けてくれました。

繋がりをもって、作り上げていくことが重要な要素なのです。人間の
家で仲間や家族と共に作り出した音は、様々な気持ちと想いがたくさ
ん詰まった、とても思い出深い逸品になります。この素晴らしい経験
は、音楽家を大きく成長させ、自己肯定感をもたらし、多くの人の記
憶にずっと残ると思います。そして可児、アーラはかけがえのない一
つの大事な居場所、故郷の家になることでしょう。
予告なしに館内でサプライズコンサート
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今後、このような劇場を中心として、地域の方々と音楽家が一緒に
幸福を求めていくという姿を多く実現できると信じています。

集大成となるコンサート。満員の観客の中、可児で生まれた
音楽を届けました。
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東日本大震災復興支援
祈りのコンサート
２０１６
〜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の鎮魂と被災者の一日も早い心の復興を
祈るチャリティーコンサート。震災を風化させない「忘れない」をテーマに、
震災以後毎年継続開催しています。

日

程

３/１１

会

場

ala 主劇場

出

演

ヴァイオリン／田村直貴、田村安紗美
（新日本フィルハーモニー交響楽団）
ヴィオラ／西村友里亜

ナビゲ
ーター

佐野秀典（作曲・編曲家）

グッズのチャリティー販売を呼びかける高校生たち

集

305人

思いよ届け！
「私たちは忘れない」

客

東日本震災後、
「何かしなくては」
という思いから
始まったコンサート

今年は、新日本フィルハーモニー交響楽
団から、田村直貴さんと田村安紗美さんの
お2人、ヴィオラ奏者の西村友里亜さん、
ナビゲーターの佐野秀典さんにご出演頂

マグニチュード9.0の大地震と巨大津波

き、厳かで美しい音楽とともに震災の記

が甚大な被害をもたらし、日本中に大きな

憶、今も被災地で頑 張っていらっしゃる

衝撃を与えた東日本大震災から５年。アー

方々に思いを寄せました。また今回から、

ラで開 催を続けている「祈りのコンサー

開催日を3月11日に移し、震災発生時刻に

ト」も５回目となりました。

あたる午後2時46分には、哀悼の意を込

この「祈りのコンサート」を初めて開催

め、アーラ全館で黙祷を行いました。

したのは、2011年5月11日、震災から2ヵ

今回の集客は305名。会場が満席にな

月後のことでした。遠い可児にいても何か

る人数ではありませんでしたが、震災の年

できないかという悶々とした思いを抱き、

から毎年来て下さっている方も多く、客席

できるだけ早く可児市民の思いを届けたい

の温かい気持ちが舞台にも伝わっている

と担当者が奔走したことを思い出します。

という雰囲気がありました。アンケートに
は「来年も必ず来ます」、
「来年はもっと友
達を連れてきます」という今後の開催への
激励の言葉も多くありました。
「わたしたち
は忘れない」を合言葉にアーラとしてこの
コンサートを継続していきたいと強く思っ
ています。
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新日本フィルハーモニー交響楽団員による

オープン・シアター・コンサート
障がい者の方、小さなお子さんがいるご家族など、普段は劇場に出かけることが難しい方でも気軽に
クラシックを楽しめる、誰にでもオープンなクラシックコンサート。

誰にでも、オープンなコンサート
本物の音楽を、劇場で気軽に楽しんでほしい
このコンサートをはじめるきっかけとなったのは、音楽アウトリーチで聞かれた「障がいがあっても劇場に
出かけて、本物の音楽を楽しみたい」という親御さんの声でした。静かにじっとして聴かなければいけないと
いうイメージが、障がい者の方や小さいお子さんがいるご家族が劇場に足を運ぶハードルを上げています。そ
のため、このコンサートでは「周りの目を気にすることなく、自由に楽しんで大丈夫ですよ」、というメッセージ
を発信しました。場内には、オーケストラピットの部分の客席を取り払い、カーペットを敷いて小さなお子さん
がのびのび鑑賞できる席や車いす専用ゾーンを設けました。コンサート当日は、659名という予想を超える多
くの方々が足を運んでくださり、
「子供が泣いても騒いでもいいと言われてとても安心できた」、
「子どもが産
まれてから初めてコンサートに行けてうれしかった」、
「いつも飛び跳ねたり声を上げる利用者が静かに聴い
ていた」、
「目を輝かせて、真剣に聴いていた」という声が聞かれました。
この様な試みはアーラにとっては初めてで、当初はうまくいくのか心配でした。しかし来場された方々が喜
ぶ姿から、
「誰もが楽しめる空間にしたい」という演奏者や携わった劇場スタッフの想いが届いたコンサート
となったのではと感じられました。
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日

程 10/22

会

場

ala

出

演 弦楽八重奏
ヴァイオリン／ビルマン聡平、鶴野紘之、
柏木かさね、真野謡子
ヴィオラ／濱本実加、川田留生
チェロ／中西哲人
コントラバス／片岡夢児

集

客 659人

主劇場
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私のあしながおじさん
プロジェクト
私のあしながおじさん
プロジェクト For Family

地元企業・団体が子どもたちの舞台芸術鑑賞機会を応援！
2007年度のトライアルを経て、2011年度より本格開始した本プロジェクトは、未来を担う子
どもたちのしなやかな心に、地元企業・団体・個人の皆さんの協力のもと、音楽や演劇といった
あしながおじさんからのチケット贈呈の様子

生の舞台の「感動」を届けるプロジェクトです。
対象公演チケットを、寄附金（一口30,000円）という形で購入いただき、地域の子どもたち
へ鑑賞機会をプレゼントします。
チケットプレゼント対象は、可児市内在住・在学の中高生をはじめ、不登校・いじめ等子ども

For Familyで鑑賞した方からのお手紙

たちの諸問題に対応したスマイリング・ルームや特別支援学校に通学する子どもたち、そして昨
年度からは可児市協力のもと、ひとり親家庭などで経済的支援を受けているご家庭（「私のあし
ながおじさんプロジェクト For Family」）へも対象を広げました。
鑑賞後は、子どもたちが公演を観てどんな感想を持ったのか、どんな気持ちになったのかを手
紙という形であしながおじさんにフィードバックします。

して
〜ジャズコンサートを鑑賞
行
仕事や子 育てのことで悩み、
の
き詰って心に余 裕がない 状態
、初
中、プロジェクトのことを知り
ー
めて子どもたちと一緒にコンサ

なっ
トを鑑賞しました。小学 生に

目が
た 2 人の 子どもたちの 一言

参
会

加

者

対象9公演

場

ala

協力企業・団体

鑑賞者延べ

主劇場・小劇場

15 団体

174人（内 For Family 65人）

が
「すごい！！」でした。2人の瞳
って
輝き1つ1つの楽 器に興味を持

を
くれました。本当に貴 重な体験
いま
させていただきありがとうござ
した。感謝を感じる1日でした。

〜演劇公演を鑑賞して

貴重な時間を過ごさせて頂き感謝
します。メッセージ性のあるお芝
居で、五感をフル活用した気分でし
た。本当に大切なもの、受け入れ
る事の大切さ、その中でも自分とし
ての考えも持つべき、心構えが大
切、今までの自分と家族、今後の
行き先も考えさせられました。
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県立高校改革
リーディングプロジェクト推進事業
演劇表現ワークショップ
演劇の手法を取り入れ、生徒の自己表現力とコミュニケーション能力の向上を図ることを目的に実施。
従来の学校生活の中にない活動の場を作ることで、自分では気づけない自己を発見し、自己肯定感を持てるようにします。

漢方のように

日

程 4/16、4/17、5/28、5/29、7/7、7/8

会

場

計6回

岐阜県立東濃高等学校

参加者 1年生

120人

延べ360人

出演者 西川信廣（文学座・演出家）
富沢亜古（文学座・俳優）
星智也（文学座・俳優）
金沢映子（文学座・俳優）
佐川和正（文学座・俳優）
堀江ありさ（俳優）
志村昌彦（Fun fan ala）

西川信廣（文学座所属／日本演出者協会会長）特別寄稿

御嵩町の東濃高校へコミュニケーション・ワークショップに行くようになって、今年で5年目になる。その頃の学校
の状態は、荒れてはいないのだが、自己肯定感が持てず元気がなかったり、先が見えず夢を持てない生徒が多いとい
うことだった。そこで、進学校に追い付け、追い越せではなく、18才で社会に出る生徒に必要なことはなにかと考え
て、学校関係者とアーラの衛館長らが話し合って、演劇的手法を取り入れたらどうかということになったという。
初めて生徒と向かい合って驚いた。話をするから集まってと言っても、だらだらしていて迅速には集まらない。話をす
るから座ってというと、何人かは床に寝ころび、いくつかのグループは勝手に話をしてこちらを向かない。その中の何
人かは部屋の片隅で膝を抱えてじっとしている。集中力に欠け、すぐにふざけたり、話をしてじっとしていられない。
それでも、身体を動かすシアターゲームから入っていって、いくつかのエクササイズを繰り返すと、生徒の中から事
前に反応が起こり始め、ムキになる子がでてきたり、おとなしくうずくまっていた子が意外な能力を発揮したり、初め
は参加を促しても「無理、無理」と言っていた子どもたちが、終わる頃には自ら手を挙げて積極的に参加するように
なった。その変化は私の想像を超えて激変だったし、改めて演劇の力を教えられて勇気をもらった気がした。
演劇的手法は強制するものではない。あくまで、本人の中で眠っているもの、閉ざしているものを自然に目覚めさ
せ、開かせるための手法である。薬に例えれば、抗生物質のような特効薬ではなく、自然治癒力を高める漢方薬のよ
うなものだと、私は考えている。
3年目を迎えた頃、毎年40人ほどいた転校生・中退者は9人に減ったと聞いた。東濃高校の例は、地域の劇場と演
劇人と教育関係者が手を組めば、子どもたちの内なる力を引き出す「漢方薬」のような役割を果たせる証である。演
劇人と地域劇場が地域で果たす役割がまだまだたくさんあると思っている。
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2015年4月24日（金）中日新聞

37

2015年6月11日（木）中日新聞

2015年6月12日（金）岐阜新聞

38

2015年6月24日（水）岐阜新聞

2015年8月9日（日）岐阜新聞

2015年8月3日（月）岐阜新聞

2015年7月22日（水）岐阜新聞
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2015年12月8日（火）中日新聞

2015年9月19日（土）岐阜新聞

2015年3月23日（水）中日新聞
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新聞掲載記事一覧

2015年度

実績報告

4/24（金） 中日新聞 児童・生徒のためのコミュニケーション・ワークショップ

プログラム

実施回数

参加数

集客数

1

新日本フィルおでかけコンサート

10

511

-

岐阜新聞 ココロとカラダの健康ひろば

2

文学座おでかけ朗読会

11

538

56

5/14（木） 中日新聞 ココロとカラダの健康ひろば

3

児童・生徒のためのコミュニケーション・ワークショップ

28

842

-

5/19（火） 岐阜新聞 私のあしながおじさんプロジェクト

4

ホームカミング「家においでよ」

1

30

-

6/10（水） 朝日新聞 新日本フィルおでかけコンサート

5

演劇ワークショップ実践編 文学座と作る子ども向け芝居

9

92

163

6/11（木） 岐阜新聞 文学座おでかけ朗読会

6

朗読ワークショップ実践編 文学座と作る子ども向け紙芝居

21

242

493

6/11（木） 中日新聞 文学座おでかけ朗読会

7

歌舞伎とおしゃべりの会

9

-

476

6/12（金） 中日新聞 歌舞伎とおしゃべりの会

8

アーラ・常磐津教室

11

128

204

6/12（金） 岐阜新聞 アーラ未来の演奏家プロジェクト

9

森山威男ドラム道場

48

177

240

6/14（日） 岐阜新聞 アーラ未来の演奏家プロジェクト

10

町が元気になる処方箋

1

-

48

6/16（火） 中日新聞 アーラ未来の演奏家プロジェクト

11

平田オリザの「対話を考える」モデル授業

1

20

-

6/20（土） 岐阜新聞 児童・生徒のためのコミュニケーション・ワークショップ

12

50歳からの芸磨き講座

20

480

-

6/24（水） 中日新聞 新日本フィルおでかけコンサート

13

親子de仲間づくりワークショップ

21

869

-

6/24（水） 岐阜新聞 新日本フィルおでかけコンサート

14

ココロとカラダの健康ひろば

21

199

-

7/22（水） 岐阜新聞 私のあしながおじさんプロジェクト

15

スマイリングワークショップ

10

31

-

26

626

170
776

4/29（水） 岐阜新聞 県立高校改革 リーディング推進事業 演劇表現ワークショップ
5/9（土）

8/3（月）

岐阜新聞 多文化共生プロジェクト2015

16

多文化共生プロジェクト 2015

8/5（水）

岐阜新聞 私のあしながおじさんプロジェクト

17

大型市民参加公演

46

1868

8/7（金）

中日新聞 町が元気になる処方箋

18

ala Collectionシリーズvol.8「すててこてこてこ」サポーター活動

35

140

-

8/9（日）

岐阜新聞 町が元気になる処方箋

19

ROCK FILL JAM in ala 2015

20

142

691

8/21（金） 中日新聞 多文化共生プロジェクト 2015

20

アーラ映画祭 2015

28

123

856

9/12（土） 中日新聞 森山威男ドラム道場

21

アーラ・イルミネーション

54

500

69

9/16（水） 中日新聞 50歳から始める芸磨き講座

22

アーラ未来の演奏家プロジェクト

19

530

-

9/19（土） 岐阜新聞 ala Collection シリーズ vol.8 「すててこてこてこ」サポーター活動

23

東日本大震災復興支援 祈りのコンサート

1

-

305

24

新日本フィルハーモニー交響楽団員による
オープン・シアター・コンサート

1

-

659

25

私のあしながおじさんプロジェクト

9

174

-

26

県立高校改革 リーディング推進事業 演劇表現ワークショップ

6

360

-

467

8622

5206

9/27（日） 中日新聞 ala Collection シリーズ vol.8 「すててこてこてこ」サポーター活動
10/20（火）中日新聞 オープン・シアター・コンサート
11/6（金） 中日新聞 歌舞伎とおしゃべりの会
12/8（火） 中日新聞 アーラ・イルミネーション
12/15（火） 岐阜新聞 ROCK FILL JAM in ala 2015
1/28（木） 中日新聞 アーラ・常磐津教室
2/2（火）

中日新聞 アーラ・常磐津教室

2/9（火）

中日新聞 大型市民参加公演

オーケストラで踊ろう！運命

2/21（日） 岐阜新聞 大型市民参加公演

オーケストラで踊ろう！運命

3/3（木）

中日新聞 大型市民参加公演

オーケストラで踊ろう！運命

3/8（火）

岐阜新聞 大型市民参加公演

オーケストラで踊ろう！運命

3/8（火）

岐阜新聞 東日本大震災復興支援 祈りのコンサート

3/9（水）

中日新聞 東日本大震災復興支援 祈りのコンサート

3/23（水） 中日新聞 大型市民参加公演

オーケストラで踊ろう！運命

合計

※WS・稽古・会議含む

オーケストラで踊ろう！運命
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ala まち元気プロジェクト
パートナーグッズとは

プロジェクトの存在が見えるように

「ala まち元気プロジェクト」への賛同の気持ちをグッズとして身につけることで
市民の皆様に応援していただいています。

パートナーグッズ

プロジェクトを応援したい

パートナーグッズ紹介

ピンバッチ

42

500 円（税込）

シリコンバンド

500 円（税込）

マグカップ

700 円（税込）

クリアファイル（2 枚 1 組） 100 円（税込）

アーラが目指す「劇場」の定義
We are a bout people, not ar t.

私 たちは崇 高な芸 術ではなく 、
「 人 間 」についての 仕事をしています 。
W e o ﬀ e r ex p e ri e n c e s , n o t s h o w s .

私 たちは興 業ではなく 、
「 体 験 」を提 供しています 。
英 国 芸 術 評 議 会 の「 優 れた 劇 場 の 定 義 」

アーラの市民参加事業に関わった市民、スタッフが年に一度再開する「ala みんなの同窓会」より

アーラは「 芸 術 の殿 堂 」ではなく 、人々の 様々な思い出が 詰まった「 人 間の家 」でありたいと考えています 。
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