
 ＮＰＯ法人森の劇場プロジェクト 2021 年活動年間スケジュール               Ｎｏ．１ 

 

活動推進事業  ・・・・・森の劇場プロジェクトの活動をリアルな現場で感じ・考え・すすめていく・・・・・ 

【森劇活動説明会】･････毎年 4 月に、森劇活動がスタートした経緯、現状、今年の活動計画を共有します。               (担当：リーダー会) 

日程 4 月 24 日（土）AM  

参加者 ✦会員全員に、土台確認のため参加を願いしています。 

✦興味のある方はどなたでも参加いただけます。メンバーになっていただくためのゲートとなる情報共有会です。 

参加費 なし 

案内 会員とその年出会えた方々にご案内しています。 

 

【森劇ｓｔｕｄｙ】…‥日常では共有しにくい「発見」や「不安」を題材に意見交換したり、                    （担当：笠松・森松） 

           必要に応じて、活動報告・文化政策情報の共有も行います。 

日程 5/27（木）、6/24（木）、7/22（木）、8/26（木）、9/30（木）、10/28（木）、12/16（木）、1/27（木）、2/24（木）   主に AM 

参加者 どなたでも 

参加費 500 円程度 

案内 会員に約 10 日前、テーマや場所、参加費などの案内を配信 

 

【森劇総括会】‥‥年間の総合的な振返り事項 と 次年度事業計画を共有。                           （担当：リーダー会） 

日程 2022．3/13（土）AM 

参加者 会員全員に、年間の活動内容共有のため参加をお願いしています。/ 一般の方も参加可能 

参加費 なし 

案内 会員に約 10 日前、詳細事項の案内配信 

 

 

 

子どものための文化芸術体験事業  ・・・・子どもたちの生きる力の成長に助力/津市文化創造事業・・・・ 

【子ども里山そうぞう学校 2021】‥‥芸術・自然体験、表現活動の成長期に重要な役割となる実体験講座。集大成に舞台発表がある。～白山総文～（担当：長野、長田、小川） 

自然体験 【8/1（日）水と遊ぶ<美杉竹原>】 【9/12（日）田んぼで遊ぶ<白山三ケ野>】 【10/17（日）山で遊ぶ<白山二俣>】 10～15：00 

芸術・表現活動 【11 月】3（水・祝）、7（日），14（日）.21（日）.28（日）＊11 月中 AM   /   【12 月】3（金/舞台稽古）.4（土/舞台稽古）.5（日/舞台本番）．19 日（日/振り返り会）  

対象 市内の小学生 （定員：8 名抽選） 

参加費 30000 円 （＊舞台経費の実費負担があるかもしれない。３０００円前後） 

案内 全小学校にチラシ配布 

 

   ☟ ✦✦✦ ！！半貢献スタッフ募集（6 名/単発可能）  ＊スタッフは、各回 9：00～13：00 です。可能日程を連絡ください！  ✦✦✦  ☟     

【子ども里山そうぞう学校コロナ禍 SP】「みんなのシアター・共栄座」】‥‥芸術映像鑑賞と劇場体験「想像世界をたのしむ」… ～白山総文・しらさぎホール～（担当：長野、伊藤） 

① 8/8（日）１０：００～１２：００ ミュージカル映画「オズと魔法使い」 （ゲスト）佐波真奈己さん：ソプラノ歌手 

② 9/５（日）   〃 演劇映像（青年劇場）「きみはいくさに征ったけれど」 （ゲスト）秋田雨雀・土方与志記念青年劇場の俳優さん 

③ 10/10（日）  〃 バレエ映像「ジゼル全幕」 （ゲスト）篠原聖一さん：公益社団法人日本バレエ協会理事 

対象 市内 小中学生（各回定員：約 100 名先着順）    

参加費（各回申込制・先着） なし                     

案内 全小中学校に配布 

 

【そうぞう学校自然体験専科】‥‥人と自然の営みのあるフィールド（「山地酪農」珠の牧）で、全身で感じ・自分で考え・たのしさを生みだす。… 

                                                                              （担当：井谷、尾﨑、長野） 

全三回 ① 8/22（日） ② 9/23（日）  ③10/24（日） 

内容 麓の元取よりトレッキング往復、山の材料でベンチつくり、、、、、、（キャンプ含む）、、、、etc、実施しながら子どもたちと計画を練ります。 

対象 子ども里山そうぞう学校経験者（定員：8 名先着順） 

参加費 1３000 円 （参加費１０００円 と 活動費用 4000 円×3 回）  ＊雨天中止時、参加費返却あり 

案内 経験者への DM 

 

【そうぞう学校舞台表現専科】‥‥自分の脚で日本の歴史をひも解いてみよう。自分の考え、伝えたいことは何だろう。‥‥  ～白山総文～ （担当：長野） 

調査探検 7/11（日）25（日）、  8/11（水・祝）２９（日）、  9/19（日）28（日）、 10/11（月・祝）31（日）   ＊１０：００～１５：００頃 

表現練習 11/3（水・祝）、11/7（日），11/14（日）.11/21（日）.11/28（日）＊11 月中 PM．  12/3（金/舞台稽古）.12/4（土/舞台稽古）.12/5（日/舞台本番） 

内容 （７～１０月）日本の生活文化や風習を調査に出かける。 その中から舞台表現内容も決定していく。 練習時間も内容により変更があると予想します。 

対象 子ども里山そうぞう学校経験者（定員：４名＊定員超えたら選考） 

参加費 ４７５００円 （＊各自 舞台経費の実費負担が発生するかもしれない。） 

案内 経験者への DM 



大人のための文化芸術体験事業  ・・・・大人の生きる力の再生に助力・・・・                       Ｎｏ．２ 

   ☟☟ ☆彡☆彡☆  参加者大募集  気軽に、思い切って！参加申し込みください(*^^)v お待ちしています！ ☆彡☆彡☆ ☟☟ 

【大人も里山そうぞう学校：山の風 club】 ‥‥舞台表現に触れ、そこでの役割を精いっぱいたのしむ。‥‥                （担当：伊藤） 

練習日 ７/１０・２４、 ８/１４・２８、 ９/１１・２５、 １０/９・２３、 １１/６・１３・２０・２７     ＊左日程すべて（土）14：00～１５：３０ 

12/3（金/舞台稽古）.12/4（土/舞台稽古）.12/5（日/舞台本番） 

内容 現時点では未定ながら、日本の地域文化・風習に関する表現 

対象 高校生以上 （定員 8 名 先着順）       ♡高齢者歓迎♡  ♡男性も歓迎♡  ✨経験不問✨ 

参加費 22000 円  （＊各自 舞台経費の実費負担が発生するかもしれない。） 

案内 口コミ 

 

 

市民による舞台芸術創造事業   ・・・・みんなで未来をそうぞう（想像×創造）する市民芸術祭を一からつくる・・・・ 

【舞台芸術部（作品制作・演出技術）】            現在メンバー ： 伊藤・小川・尾﨑・笠井・笠松・長野（責）    

！募集！ 舞台の進行  衣装つくり  小道具つくり  大道具つくり  映像編集 etc 興味のある方は取りあえず長野まで連絡ください。 

 

【空間活用部（複合空間活用企画・運営）】          現在メンバー ： 市川・森松（責）                          

！募集！ 中庭やギャラリー・ホワイエなどを素敵に活用してみましょう。  興味のある方は、森松まで連絡ください。 

 

【受け付け部（参加者を気持ちよく迎え送りだす）】  深田（責）  

！募集！ 受付の演出や実践についてじっくり構想してくださる方。 是非とも、深田まで連絡ください。 

 

【単発スタッフ】   会場係や受付フォローetc 楽しく芸術祭を盛り上げてくださる方 

！募集！ 12/3（金）・12/4（土）・12/5（日）の都合のつく時間を長野まで連絡ください。 

 

 

そうぞう活動アウトリーチ事業   ・・・・創り出す面白さの輪を広げたい・・・・・・ 

【河芸公民館講座：声を楽しむ創作倶楽部】：長野  ５/１、６/５、７/３、８/７、９/４、１０/２、  ＊全 6 回  土曜日の９：３０～１１：３０ 

【河芸公民館：ありがとうを伝えるくす玉つくり】：久世  7/15（木）９：３０～１１：３０ 

【河芸公民館：精油を使った弾ける入浴剤つくり】：深田  2021.1/20（木）９：３０～１１：３０ 

 

☆！！！♡そうぞう活動アウトリーチ事業の担当者募集。興味を持っていただける方あれば、お声掛けください。♡！！！・・・周知・活動調整など・・・ 

☆！！！♡ アウトリーチ活動を希望する方♡大募集♡ 是非 お知らせください。♡！！！ ・・・芸術・文化のそうぞう（想像×創造）性ある内容・・・ 

☆！！！♡ ボランティア活動の提供募集 ♡ お知らせください。 ♡！！！ ・・・好きなことを提供する・仲間内での WS の実践練習、などに・・・ 

                                                         ご連絡⇒長野まで 

 

その他、自立活動  ・・・・文化・芸術の力を介した企画・運営・・・・ 

1 ⃣  （リニューアル）ラジヨガ 参加者募集～♡ （担当：野崎） 

日程   

場所   

内容   

 

                                                                        

2 ⃣  （NEW 企画）Well being Tour メール会員を募集します      （担当：長野、他）       ＯＧグループ 何か興味あるあるかな？ 

‥… 時間を忘れて、愉快に生きる自分自身を応援しよう  … 

  みんなのシアター アテンダント？ 

  畑部？？ 

  芸術祭？？？ 

 

 

 

3 ⃣  amagaL（市民文化政策勉強会） これからの時代の地方自治体文化政策の中で果たせる市民の役割 （主宰：長野）  

… 必要事項は、スタディーで共有していきます… 

期間 令和３年 3 月 ～ 令和 4 年 2 月    1 回/月    3 時間 

アドバイザー 中川幾郎（公共文化政策） 

令３メンバー 井谷・伊藤・尾﨑・笠松・畑中・東尾・長野 

 

日程 だいたい毎月一回、１W～２・３日前までには、おもしろ企画の提案をします。 

対象 森劇メンバー、森劇メンバー紹介者、 ＊こども OK など条件も毎回メールでお知らせします。 

参加費 これも毎回違うでしょう(*^-^*) 

申し込み 興味と体力のタイミングが合った時に、申し込んでください。 


