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この情報誌では文化の家が行う事業や文化の家で展
開されるさまざまな活動を紹介するとともに町の芸
術文化情報をお知らせします。�
�

　文化の家のメインストリートであるガレリア
の床は特殊な工法で作られています。大理石の
ボーダー（縁取り）の型に、人造石の材料と種
石を混ぜたものを流し込み固めていますが、固
まる途中に、表面を水で洗うことで種石が少し
だけ表面に出るようにしています。外部の歩道
と同じ素材を用い、さらに手を加えることで、
外部との連続性をもちながら、より丁寧でやさ
しい雰囲気が出るようにと考えられたものです。�
�

≪プロフィール≫�
　1993年、ゴルジ工房「ゴルジ博士の遺産」のドイツ公演を機に渡欧。各地で公演出演のオーディションを
受け、さまざまな振付家と出会い、活動の幅を広げていく。�
　ヨランダ・スネイス、サラマンダ・ダンデム（英・ノッティンガム）等との作品に参加後、帰国。振付家と
しての活動に力点を移す。�
　1997年より自身の行うプロジェクトに関してラブハウスの名称で行う。作品に「夜の卵」、「Old But Gold 
Fish」、「STONES AND A STONE」（2001年SPAC振付コンクール優秀作品）等。�

・公演を終えた感想を教えてください。�
　今回の公演は今まで私が中心になって行ったもの
としては最も規模の大きいものでした。舞台を作り
上げるにあたっては100名を超える、多くの人にさ
まざまな形で協力していただき、そのエネルギーを
集めてやっと実現できたという感じです。出演者の
方々はもちろん、舞台を支えるスタッフの方々の個
性や魅力も絡み合って、豊かな、奥行きのある舞台
になったと感じます。私自身の経験として本当に意
味のあるものでした。関係してくださったすべての
方に感謝しています。ありがとうございました。�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・ダンスワークショップの様子はどうでしたか？�
　ワークショップでは他の人の身体に触れるという
ことを中心に行いました。「気」というのでしょうか、
身体の持っているエネルギーの質が年齢によっても
大きく違うので、年齢差のある方と触れ合っていると、
交流している感じがつかみやすくて、私自身、とて
も気持ちが良く、楽しい時間を過ごしました。ワー
クショップには舞台に出演するための準備をすると
いう目的もありましたが、参加者の方々を通して、
舞台という目的以上に、今、一緒に踊ったり触れ合
ったりしているこの時間が貴重なものだと感じる瞬
間があり、新鮮な発見でした。�

・今回の公演で苦労したことは？�
　出演者の募集です。頭の中に人生の半ばを過ぎた
人々が何十人も新聞紙を撒き散らしながら笑いさざ
めいているというイメージがはっきり見えていたので、
できるだけ多くの人に出演していただきたかったの
ですが、出演を依頼するにあたって、自分が思い描
いているダンスの作品を説明することはとても困難
でした。�
　日ごろの稽古の成果やダンスの技術を披露する発
表会とは異なる、時間芸術としてのダンス作品とい
うものが、一般的ではなく、多くの人にとって見る
機会もないものであることを痛感しました。�
�
・今後の活動についてお聞かせください。�
　4月いっぱいは京都で行われる外国人のワークシ
ョップのアシスタントをしたり、講師をしているア
ートマネージメント講座の第1期終了公演があるので、
バタバタしていますが、それが終わったらまとまっ
た時間ができる予定です。アロマセラピーの講習に
通いたいなと楽しみにしています。�
　長久手町では10月に染色家 稲葉佳子さんの個展に
ともない、ギャラリーの前のスペースで踊る予定が
あります。また、文化の家から2006年の1月にダン
スの公演のお話をいただきましたので「蜜の歳月」
を踏まえ、じっくり企画の内容を考えたいと思います。�
�
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『密の歳月』の練習風景�
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　実際に体を動かしたり、音を出したり、モノを作り出すワーク

ショップ・体験型の関連企画は過去３年間に7事業ありました。�

　主なものとして平成１３年度には「劇団黒テント公演」の演劇

ワークショップ、１４年度には「スペイン慕情／ザ・ハープ・コ

ンソート」のダンスワークショップ＆レクチャー、１５年度には

カリンバコンサートの際に行われたカリンバワークショップ「カ

リンバを弾こう！」などがあげられます。�

�

多角的なアプローチ�
　　　文化の家の　　　　　　�

文化の家 54 文化の家�

特�
集�

Special edition

　�
�

　文化の家の自主事業は「ホール系」のものと「アートリビング

系」のものに大別されます。ホール系は森のホールや風のホール

で開催される事業で、演劇やコンサートのような招へい公演など，

アートリビング系は音楽室や舞踊室などアートリビング諸室を使

用して開催される事業で、通年、半期、短期の「アートリビング

講座」が主としてあげられます。�

　年間４０本前後のホール系事業では、公演をより多角的に楽し

んでいただくため、半数以上の公演に関連企画を開催してきまし

た。ワークショップなどの参加型企画や、講座、展示、プレ公演

などです。また、年間３０を越える「アートリビング講座」の中

に、ホール系事業と関連させた短期講座も開講してきました。�

　今回は、その取り組みを約６種にわたるタイプに分けて紹介し

ます。�

――ホール系公演・関連企画の過去３年間のデータ――�――ホール系公演・関連企画の過去３年間のデータ――�

　ホール系公演の関連企画は大きく表のように６つに分けることができます。この表は過去３年間の

データを元にまとめたものです。�
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　文化の家は実技指導、専門人材育成にも力を入れています。創

造スタッフの制度や町劇団座★ＮＡＧＡＫＵＴＥ、町合唱団ニュ

ーセンチュリーコーラスNagakuteの活動がその例です。�

　ホール系公演の関連企画として、２年に１度行われる「長久手

オペラ声楽コンクール」では希望者が審査員のアドバイスが受け

られる「カウンセリング」を行い、別日には審査員による「声楽

公開レッスン」も行っています。また、海外からアーティストを

招へいした公演の際にも、出演者による公開レッスンを行ってい

ます。主な例として平成１３年度、１５年度に行われた「タリス･

スコラーズ」公演には２団体が、平成１３年度に行われた「プラ

ハ弦楽四重奏団」には地元の新進演奏家ら３団体がそれぞれ公開

レッスンを受講しました。�

実技指導・専門人材育成型�
　～芸術のまち、長久手を目指して～�

ワークショップ・体験型�
　～参加する喜び～�

　文化の家では、ホール系事業の音楽や演劇の公演にあたって、
観客の皆さんに理解や親しみをより深いものにしていただくた
めにさまざまな「関連企画」を行ってきました。�
　今回は、その取組みについて「関連企画」を紹介します。�

カリンバコンサートの関連企画では、カリンバの紹介やカリンバを�
実際に手で触り演奏するというワークショップを行いました。�

「プラハ弦楽四重奏団」の公開レッスン風景�

長久手こども音楽劇場「月猫えほん音楽会」�

子ども演劇ワークショップ�

タ　イ　プ�

ワークショップ、体験型�

実技指導、専門人材育成型�

子ども参加型�

教養型セミナー、講座型�

展　　示　　型�

そ　　の　　他�

合　　計�

平成15年度�

2�

4�

6�

3�

3�

4�

22

平成14年度�

2�

6�

1�

2�

2�

2�

15

平成13年度�

3�

3�

3�

2�

4�

3�

18

内　　　　容�

芸術を実際に体験する�

実技指導を行ったり、芸術の専門家の育成を
目指す�

主に子どもを対象にする�

芸術の専門知識を学んだり、公演の予備知識
を学んだりする�

ホール公演に関連した内容のものを展示�

どの型にも属さないもの�

～ホール系事業の半数以上に関連企画を～�
�
�

『関連企画』�『関連企画』�～�～� ～�～�
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�
�
�
�
☆県内初の試みに☆�
　「タリス･スコラーズ」の指揮者ピーター･フィリ

ップス氏による公開レッスンでは、町合唱団ニュー

センチュリーコーラスNagakuteもレッスンを受け

ました。世界屈指の指揮者による熱心な指導は、発

声や発音の基本、音楽の楽しさや核心にまでわたり、

合唱団にとって大きな刺激となりました。特に平成

13年度の「タリススコラーズ公開レッスン」は県内

でも初の試みということもあり、多くの聴衆が集ま

りました。�

　文化の家では子ども向けの事業強化に努めています。

その関連企画として「子ども演劇ワークショップ」や

「バックステージツアー」など、子どもたちが自ら参

加できる企画を積極的に行ってきました。�

☆舞台に上る喜びを子どもたちに☆�
　「子ども演劇ワークショップ」では、その場で初め

て出会った他の子ども達と一緒になって、舞台上で体

を動かして演技することを体感しました。�

　ホール系公演「月猫えほん音楽会」では「君も猫に

なろう」と、一人ひとりに、フェイスペインティング

を行いました。また、子どもたちは公演中に舞台上で

演技するなどして、存分に楽しんでいました。�

教養セミナー・講座型�
　～ホール系公演をより深く知るために～�

その他　～アイディア勝負～�

子ども参加型　～楽しさを見つけよう～�

少し難しいけれど、人形を作ってみよう！� 人形ができたら、お気に入りの人形で人形劇を･･･�
上手に動かすことができたかな？�

人形劇団プーク「エルマーのぼうけん」では、人形作りと人形劇団プーク「エルマーのぼうけん」では、人形作りとその動かし方を体験するその動かし方を体験する�

「人形劇わくわくワークショップ」を行いました「人形劇わくわくワークショップ」を行いました。�

人形劇団プーク「エルマーのぼうけん」では、人形作りとその動かし方を体験する�

「人形劇わくわくワークショップ」を行いました。�

食文化室を使って行われた「ハンガリー料理講座」はハンガリーの�
生活や文化のお話を聞きながらシチューを作る楽しいひと時でした。�

彩り鮮やかな刺繍が展示された「ハンガリー紀行」�

歌舞伎で使用される役者の衣裳�
や道具などが展示された�
「見るカブキ」�

「劇王」のゲストトーク�

ろくろ車の仕掛けを実際に見ることのできた�
「八王子車人形展」�

「源氏物語朗読」では北ガレリアスペースを使って十二単の着付けの実演が行われました。�

展示型　～出入り自由な空間を生かして～�
　展示室や廊下のコーナー、あるいはホワイエを使って、それ

ぞれの公演に関連した品々を展示してきました。「展示」とい

う形態での関連企画は、誰もが自由に展示物を鑑賞することが

でき好評でした。�

☆海外の文化をお届けします☆�
　海外からの招へい公演では、それぞれのアーティストが活動

する国の文化や歴史などの資料の展示を行いました。「リスト

音楽院教授陣によるマスターコンサート」では、「ハンガリー

紀行」と題し、街並みや文化遺産などの写真、民族衣装などの

彩り鮮やかな刺繍の展示をしました。�

☆伝統を目の当たりにして☆�
　平成１３年度の「かぶきはともだち」公演の

関連企画「見るカブキ」では、展示室で歌舞伎

の小道具や衣裳、役者絵などを展示し、歌舞伎

の優雅な衣裳を見ていただくことができました。

また、「八王子車人形」公演の関連企画「八王

子車人形展」では、人形と写真の展示をし、公

演では見ることができない車遣いという特殊な

人形の構造を目の前で見えるように紹介しました。�

�

　関連企画はとても多様なため、以上に挙げたタイプには分類できない企画も

いくつかあります。「源氏物語朗読」公演では北ガレリアで十二単着付け実演、

「長久手演劇王国」公演では毎年、ゲストや審査員などの「トークイベント」

を関連企画

として行っ

ています。�

☆光のホールを使っての映画上映☆�
　また、平成１３年度の「タリス･スコラーズ」公演では公開レッスン

と開場時間までの間を使って、演目に関する上映会「スペインの風景

～街並と教会」を行い、「立川志らく独演会」では光のホールで立川

志らく自身が監督・脚本を務めた映画「ＳＦ小町」の上映会を行いま

した。�

　アートリビング棟は情報や学習、交流のスペースですが、この

多機能設備を持つアートリビング諸室を使って行われる芸術・文

化講座は、年間４０余りに及んでいます。ホール系公演の関連企

画としての短期講座もこの中で開講しています。通年、半期を通

して行われる長期講座とは違った個性溢れるアートリビング講座

が誕生してきました。�

☆特色ある関連講座☆�
「ハムレット」公演では「シェイクスピア講座」、「源氏物語朗読」

公演では「源氏物語講座」、「中国伝統音楽の調べ」公演では「中国

茶講座」、ハンガリーの「リスト音楽院教授陣によるマスターコン

サート」公演では「ハンガリー料理講座」など、そのテーマは歴史

や文化から、習慣、食生活にまで及ぶ幅広いものとなっています。�

華やかな舞台芸術の裏を垣間見るバックステージツアー。�
スポットライトで誰を追いかけてるのかな？�
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　平成１６年１月１７日（土）と１８日（日）に森のホールで長
久手ダンスシアター「蜜の歳月」公演を行いました。�
　�
　「蜜の歳月」は名古屋在住のダンサー・振付家の山田珠
実さんにより、「年を重ねることの美しさ」をテーマに台本
も何もないところから始められました。出演者は募集や口
コミなどにより集まった５０歳以上の男女３７名。９月から４ヶ
月間、森のホールや風のホールを使用して行われました。
ダンスワークショップでは、山田さんがダンス未経験の出
演者を指導し、ダンスの内容や演出などすべてがコミュニ
ケーションを通じて決まっていきました。�
　公演当日はダンサーになりきった出演者の皆さんの生
き生きとした姿が、観客に感動を与えました。�

　平成１６年１月３１日（土）から２月１日（日）にかけて風のホールで「劇王Ⅱ」を行いました。�
　�
　初日は日本劇作家協会東海支部所属の劇作家９人と、東北支部から１人がＡプログラム
とＢプログラムに分かれて短編戯曲の上演をし、それぞれのプログラム１位を審査員と観
客の投票によって決定しました。�
　２日目にはＡプログラム１位の品川浩幸さんとＢプログラム１位の平塚直隆さん、そして
昨年劇王となった杉本明郎さんの３作品による決勝巴戦を行いました。個性がぶつかり合
う各２０分間の真剣勝負を制し、第２回の劇王となったのは「元パパ」を書いた品川浩幸さ
んでした。�
　�
ゲストトーク�
　プログラムの合間には「劇王Ⅱ」のゲスト審査員を務めたラサール石井さんと銀粉蝶さ
ん、演劇評論家の安住恭子さんによるゲストトーク「私にとっての劇作家～黙ってられな
い９０分～」を行いました。また２日目の作品上演後には審査講評があり、厳しい言葉に出
場者、観客すべてが真剣に聞き入っていました。�

日本劇作家協会東海支部Jr.ライト級チャンピオンタイトルマッチ�

　『劇王Ⅱ』　―観客も順位決定に参加―�

シアターマネジメント講座�

『シャンソンdeクリスマス』�

國枝ミカ展�
「存在の距離感」�

左から安住恭子さん、銀粉蝶さん、ラサール石井さん�
ゲストトーク  「私にとっての劇作家～黙ってられない90分」�

公演の最後には、観客も舞台上にあがり、�
気持ちよく踊っていました。�

美しいハーモニーを奏でた�
隅田圭子さんと渡部みかこさん�

第２部のオペラ名曲選では色とりどりの�
スカーフを身にまといました�

開場前に行われる朝礼のシミュレーション風景�

　平成１５年１２月２１日（日）
舞踊室でフレンズのつど
いＰａｒｔ．１１「シャンソン
deクリスマス」が行われ
ました。�
　�
　第１部ではライブ歌手と
して活動している隅田圭
子さんと渡部みかこさん
のコンサートが行われまし
た。客席の後ろから登場し
た渡部みかこさんのソロ
からプログラムは始まり、
コンサート途中では姉妹ならではの美しいハーモニーが会場内に響き渡
り、来場者を癒しの空間へと誘いました。�
　第２部では、舞踊室がコンサート会場からパーティー会場に様変わりし、
出演者、フレンズスタッフ、来場者の皆さんで交流会が行われました。来
場者全員が参加して、文化の家についての○×ゲームなども行われ、会
場内は熱気に包まれました。�

　文化の家フレンズや県内の文化会館関係者など約８０名の参加がありました。
講師は劇場やコンサートホールのハウスマネジメントを専門として、フロント
スタッフの教育などを行っている星乃もと子さん。受講生はあいさつ、表情、
身だしなみ、言葉遣いなどホールのフロントスタッフには欠かすことのできな
い技術を学びました。�
　�

▲本番さながらのシミュレーションに･････････�
　森のホールで行われた実技編では、ホール公演の開場時の口上から、チケッ
トのもぎり、客席扉開閉のシミュレーション、会場案内の対応の仕方やフロアチ
ェックなど一つずつ順を追って、説明と実技を学びました。遅れ客対応では、ホ
ール内に入るタイミングから誘導の仕方、ペンライトの照らし方、歩き方など、
細かいところまで指導がなされました。�
　講習の最後には実際に参加者がフロント役とお客様
役にわかれ、朝礼から終礼までのシミュレーションを行
いました。公演中を想定し、客席の照明を落として暗
闇の中での遅れ客の会場案内、休憩中に飲食したお客
様への声がけ、さらに開場ベルや影アナウンスなども
実際に使用し、本番さながらの設定で行われました。�
　参加者からは「簡単に考えていたフロントスタッフ
の奥の深さを感じた」などの声がきかれました。�

長久手ダンスシアター�

「蜜の歳月」�

　平成１６年２月６日（金）から１５日（日）まで展示室で、國枝ミカ展「存在
の距離感」を行いました。�
�
　鏡に絵を描き、鏡面を残す
ことで観る者も作品の一部
となり、そして照明を当てる
ことにより、壁一面に影が映
し出され、展示室全体を作品
の世界としてしまう、幻想的
な展示会でした。�

長久手町合唱団�
ニューセンチュリーコーラスNagakute　第６回定期演奏会�
長久手町合唱団�
ニューセンチュリーコーラスNagakute　第６回定期演奏会�
　平成１６年２月２２日（日）に森のホールでニューセンチュリーコーラスNagakuteの第６回
定期演奏会を行いました。�
�
　第１部は「故郷」「春の小川」など日本の四季折々のなじみ深い名曲を、ピアノ伴奏に綺麗
なハーモニーを乗せて。第２部からはオーケストラ「シンフォニッシェ・アカデミートーキョー」
とニューセンチュリーコーラスNagakuteの１００名余りの出演者による壮大な演奏会となり
ました。幾層にも重なった歌声や、管弦楽器が会場内に響き渡り、観客を魅了しました。�
　また、スカーフを効果的に使った第２部のオペラ名曲選にかわって、第３部のミサ曲では、荘
厳な雰囲気の中、歌声がステンドグラスからこぼれ落ちる色とりどりの光のように会場を満た
しました。�

長久手町劇団　座★NAGAKUTE　第１０回定期公演「羊の宇宙」�
　２月２８日（土）、２９日（日）に森のホールで長久手町劇団　座★NAGAKUTEが第
１０回公演「羊の宇宙」を行いました。原作は夢枕獏の小説。佃典彦さんが演出、脚本
を手掛け、不思議な宇宙感漂う舞台となりました。�
�

　ストーリーは、中国を旅する物理学者アインシュタインと
その助手カール。旅の途中にカザフの羊飼いの少年と出会
います。３人は石の落ちる理由や宇宙について語り合います。�
　そして、今回の目玉は長久手の子どもたちによる子羊。�
２１名の子どもたちが２組に分かれて団員演じる大人の羊と
ともに熱演し、客席からは、思わず「かわいい」と声があがり
ました。�

平成１６年１月２０日（火）～２４日（土）まで、森のホールと光のホールで�
シアターマネジメント講座を行いました。�
�
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　平成１６年１月１７日（土）と１８日（日）に森のホールで長
久手ダンスシアター「蜜の歳月」公演を行いました。�
　�
　「蜜の歳月」は名古屋在住のダンサー・振付家の山田珠
実さんにより、「年を重ねることの美しさ」をテーマに台本
も何もないところから始められました。出演者は募集や口
コミなどにより集まった５０歳以上の男女３７名。９月から４ヶ
月間、森のホールや風のホールを使用して行われました。
ダンスワークショップでは、山田さんがダンス未経験の出
演者を指導し、ダンスの内容や演出などすべてがコミュニ
ケーションを通じて決まっていきました。�
　公演当日はダンサーになりきった出演者の皆さんの生
き生きとした姿が、観客に感動を与えました。�

　平成１６年１月３１日（土）から２月１日（日）にかけて風のホールで「劇王Ⅱ」を行いました。�
　�
　初日は日本劇作家協会東海支部所属の劇作家９人と、東北支部から１人がＡプログラム
とＢプログラムに分かれて短編戯曲の上演をし、それぞれのプログラム１位を審査員と観
客の投票によって決定しました。�
　２日目にはＡプログラム１位の品川浩幸さんとＢプログラム１位の平塚直隆さん、そして
昨年劇王となった杉本明郎さんの３作品による決勝巴戦を行いました。個性がぶつかり合
う各２０分間の真剣勝負を制し、第２回の劇王となったのは「元パパ」を書いた品川浩幸さ
んでした。�
　�
ゲストトーク�
　プログラムの合間には「劇王Ⅱ」のゲスト審査員を務めたラサール石井さんと銀粉蝶さ
ん、演劇評論家の安住恭子さんによるゲストトーク「私にとっての劇作家～黙ってられな
い９０分～」を行いました。また２日目の作品上演後には審査講評があり、厳しい言葉に出
場者、観客すべてが真剣に聞き入っていました。�

日本劇作家協会東海支部Jr.ライト級チャンピオンタイトルマッチ�

　『劇王Ⅱ』　―観客も順位決定に参加―�

シアターマネジメント講座�

『シャンソンdeクリスマス』�

國枝ミカ展�
「存在の距離感」�

左から安住恭子さん、銀粉蝶さん、ラサール石井さん�
ゲストトーク  「私にとっての劇作家～黙ってられない90分」�

公演の最後には、観客も舞台上にあがり、�
気持ちよく踊っていました。�

美しいハーモニーを奏でた�
隅田圭子さんと渡部みかこさん�

第２部のオペラ名曲選では色とりどりの�
スカーフを身にまといました�

開場前に行われる朝礼のシミュレーション風景�

　平成１５年１２月２１日（日）
舞踊室でフレンズのつど
いＰａｒｔ．１１「シャンソン
deクリスマス」が行われ
ました。�
　�
　第１部ではライブ歌手と
して活動している隅田圭
子さんと渡部みかこさん
のコンサートが行われまし
た。客席の後ろから登場し
た渡部みかこさんのソロ
からプログラムは始まり、
コンサート途中では姉妹ならではの美しいハーモニーが会場内に響き渡
り、来場者を癒しの空間へと誘いました。�
　第２部では、舞踊室がコンサート会場からパーティー会場に様変わりし、
出演者、フレンズスタッフ、来場者の皆さんで交流会が行われました。来
場者全員が参加して、文化の家についての○×ゲームなども行われ、会
場内は熱気に包まれました。�

　文化の家フレンズや県内の文化会館関係者など約８０名の参加がありました。
講師は劇場やコンサートホールのハウスマネジメントを専門として、フロント
スタッフの教育などを行っている星乃もと子さん。受講生はあいさつ、表情、
身だしなみ、言葉遣いなどホールのフロントスタッフには欠かすことのできな
い技術を学びました。�
　�

▲本番さながらのシミュレーションに･････････�
　森のホールで行われた実技編では、ホール公演の開場時の口上から、チケッ
トのもぎり、客席扉開閉のシミュレーション、会場案内の対応の仕方やフロアチ
ェックなど一つずつ順を追って、説明と実技を学びました。遅れ客対応では、ホ
ール内に入るタイミングから誘導の仕方、ペンライトの照らし方、歩き方など、
細かいところまで指導がなされました。�
　講習の最後には実際に参加者がフロント役とお客様
役にわかれ、朝礼から終礼までのシミュレーションを行
いました。公演中を想定し、客席の照明を落として暗
闇の中での遅れ客の会場案内、休憩中に飲食したお客
様への声がけ、さらに開場ベルや影アナウンスなども
実際に使用し、本番さながらの設定で行われました。�
　参加者からは「簡単に考えていたフロントスタッフ
の奥の深さを感じた」などの声がきかれました。�

長久手ダンスシアター�

「蜜の歳月」�

　平成１６年２月６日（金）から１５日（日）まで展示室で、國枝ミカ展「存在
の距離感」を行いました。�
�
　鏡に絵を描き、鏡面を残す
ことで観る者も作品の一部
となり、そして照明を当てる
ことにより、壁一面に影が映
し出され、展示室全体を作品
の世界としてしまう、幻想的
な展示会でした。�

長久手町合唱団�
ニューセンチュリーコーラスNagakute　第６回定期演奏会�
長久手町合唱団�
ニューセンチュリーコーラスNagakute　第６回定期演奏会�
　平成１６年２月２２日（日）に森のホールでニューセンチュリーコーラスNagakuteの第６回
定期演奏会を行いました。�
�
　第１部は「故郷」「春の小川」など日本の四季折々のなじみ深い名曲を、ピアノ伴奏に綺麗
なハーモニーを乗せて。第２部からはオーケストラ「シンフォニッシェ・アカデミートーキョー」
とニューセンチュリーコーラスNagakuteの１００名余りの出演者による壮大な演奏会となり
ました。幾層にも重なった歌声や、管弦楽器が会場内に響き渡り、観客を魅了しました。�
　また、スカーフを効果的に使った第２部のオペラ名曲選にかわって、第３部のミサ曲では、荘
厳な雰囲気の中、歌声がステンドグラスからこぼれ落ちる色とりどりの光のように会場を満た
しました。�

長久手町劇団　座★NAGAKUTE　第１０回定期公演「羊の宇宙」�
　２月２８日（土）、２９日（日）に森のホールで長久手町劇団　座★NAGAKUTEが第
１０回公演「羊の宇宙」を行いました。原作は夢枕獏の小説。佃典彦さんが演出、脚本
を手掛け、不思議な宇宙感漂う舞台となりました。�
�

　ストーリーは、中国を旅する物理学者アインシュタインと
その助手カール。旅の途中にカザフの羊飼いの少年と出会
います。３人は石の落ちる理由や宇宙について語り合います。�
　そして、今回の目玉は長久手の子どもたちによる子羊。�
２１名の子どもたちが２組に分かれて団員演じる大人の羊と
ともに熱演し、客席からは、思わず「かわいい」と声があがり
ました。�

平成１６年１月２０日（火）～２４日（土）まで、森のホールと光のホールで�
シアターマネジメント講座を行いました。�
�
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特�

【と　き】５月８日（土）午後７時開演、５月９日（日）午後２時開演�
【ところ】文化の家　森のホール�
【料　金】前売：2,200円、フレンズ：2,000円�
　　　　　当日：2,500円（全自由席）�
【対　象】小学生以上�

平成16年度　自主事業のみどころ�
（５月～７月）�

 ４回目となる若手落語家の会。今回は大阪より上方落語界の若きホ
ープ、林家染二の登場です。今が旬の上方落語をお楽しみください。�

【と　き】5月30日（日）午後2時開演�
【ところ】文化の家　風のホール�
【料　金】前売：1,000円、フレンズ：800円�
　　　　　当日：1,300円（全自由席）�

　弱冠18歳にして、今年２月にブルーノートレーベルから全米デビ
ューを果たした若き天才ジャズピアニストによるジャズライブ！ブ
ルース界のカリスマ・元憂歌団の木村充揮をゲストに迎え、スタン
ダードから松永貴志オリジナル曲まで多彩なプログラムを送ります。�

　「ビター」「大人」「ノスタルジー」をキーワードに劇作家・鈴
江俊郎、深津篤史が執筆。どちらも三人芝居、45分の短編です。�
　「いちごの沈黙。」は、ひっそり実を結びそして朽ちていくいちご、
そんないちごを思わせる都会の男女の物語。�
　「コイナデアル。」は風呂場に住む男と一組の男女のお話。地域
を拠点に活躍する劇作家と演出家がお届けする注目の舞台です。�

リージョナルシアター　国道、書類、風呂桶。�

－短編二作同時上演－�

「新しい波・2004」�
　Lumpen5／ルンプェン５〈溺れる楽しさ。〉�

松永貴志トリオ　with　木村充揮�
　　JAZZ　LIVE　in　NAGAKUTE

民族音楽シリーズ「二胡」～深遠なる調べ～�

「いちごの沈黙。」�
　作：鈴江俊郎（劇団八時半・京都）�
　演出：はせひろいち（劇団ジャブジャブサーキット・岐阜）�
　出演：佃典彦（劇団Ｂ級遊撃隊）、咲田とばこ（劇団ジャブジャ
　　　　ブサーキット）、中村美保（劇団八時半）�
「コイナカデアル。」�
　作：深津篤史（桃園会・大阪）�
　演出：泊篤志（飛ぶ劇場・北九州）�
　出演：江口恵美（桃園会）、寺田剛史（飛ぶ劇場）�
　　　　中野真希（ク・ナウカ・東京）�

文化の家開館６周年記念�

文化の家開館６周年記念�

若手落語家の会　其の四　林家染二独演会�

　既成概念を打ち破り、アンサンブルの新たな境地を追求している
木管五重奏団。豊かな音楽性と奇想天外なパフォーマンスに注目です。�

【と　き】６月27日（日）午後３時開演�
【ところ】文化の家　森のホール�
【入場料】前売：1,000円、フレンズ：900円、当日：1,300円�
　　　　　中学生以下（前売、当日共通）：500円�
【対　象】小学生以上�

羽 ば た き コ ン サ ー ト �

　アートは技術ではなくて心である、去る１月の半ばに森のホ－ルで行われた長久手ダンスシアター「蜜の歳月」
はこのことを教えてくれた。この公演はＮＨＫの夕方の番組でも紹介されるなど反響を呼んだが、出演者は町内
在住を中心とした中高年世代の、日ごろはダンスとは無縁の方々ばかり。「からだが動かなくなった時の思い出
づくりに」と応募された７２歳の女性など３７人の皆さんは４ヶ月余のワークショップを経て、素敵なダンサーに転
身された。若い人のような軽快でリズミカルな動きは足りなかったけれど､その表現には重ねた年齢ゆえの優美
な深みが秘められていて、多くの観客に感動を与えた。�
　指導に当たった若いダンサーの山田珠実さんは、「皆さんの今まで生きた全ての時間は､肉体の内側にあり
つづけ、湖のように揺れ、蜜のように静かな光を放ちつづけている」と、一人ひとりの心と深く触れ合うなかでそ
の「光」を引き出していかれた。70歳代の男性は、「この年になってあらためて人を信じ、頼ることを学んだ。舞
台では山田さんの催眠術にかかったようにして踊っていた」と述懐しておられた。　�
　文化の家は「関連事業」などを通して参加型への方向づけに力を注いでいるが、その意図での「蜜の歳月」
は、４ヶ月にわたったワークショップの意味の重さと、さらに意欲と生き生きと通う心さえあれば、だれもが人を感
動させるアーティストになれることを明かしていた。�

文化の家　館長　川上　實�

平成１５年７月３１日に行われた長久手事業倶楽部主催の地人会�
公演「朗読劇　この子たちの夏　１９４５・ヒロシマ　ナガサキ」�

「花ごよみ文化の家店」�

平成１６年度文化の家フレンズの会員を下記のとおり募集しています。�
【特典】�
１． 文化の家自主事業各公演のチケットの割引（約１０％割引）２枚まで
と先行発売�

２． 機関紙、情報誌、公演案内の配布�
３． フレンズ主催の文化事業、交流事業への参加などの特典があります。�
【会費・申し込み】�
個人･･･1,500円　（１０月1日以降の申し込みは1,000円）�
家族会員･･･1,000円　（個人会員と住所を同じくする家族）�
　ただし、上の特典２については対象となりません�
法人・グループ…15,000円　（１０月１日以降の申し込みは10,000
円）�
※会員有効期限は、４月１日から翌年の３月３１日までです。年度途中の
入会は入会日から最初に訪れる３月３１日までとなります。�

　文化の家事務室にて、所定の用紙に住所、氏名、電話番号を記入の上、
年会費を添えて申し込みください。�

フレンズのつどいPart.11「シャンソンdeクリスマス」の交流会�

平成１６年度フレンズ会員募集�

レストランが営業しています  花ごよみ文化の家店�
　文化の家１階にあるレストランが２月４日（水）にオープンしました。
経営する「たいこうフーヅ株式会社」は日本料理の老舗
店です。�
　旬にこだわり、ご飯にもこだわった会席料理から、日替
定食、さらにはアピタ長久手店でもおなじみの丼・甘味
等をご堪能いただけます。�
�
問合せ先：０５６１－６４－２０３０　花ごよみ文化の家店�
営業時間：午前９：００から午後９：００まで�
休業日：文化の家と同じ�

月曜日（祝祭日の場合は翌日）および年末年始�

　文化の家では文化事業に積極的に関わる人を育成するた

め、「事業倶楽部事業」を募集します。�

「文化の家事業倶楽部事業」募集�

条　件�

その他�

申し込み�
方　　法�

・「○○事業倶楽部」という鑑賞団体を組�
　織する。�
・事業の企画内容は、プロなどの公演とし、�
　関係者や自らが所属する団体・個人の公�
　演は対象としない。�

事業の実施決定については、関係委員会の�
審査の上決定します。�
�
文化の家で配布中の募集要項で条件などを�
確認のうえ、申し込みください。�

　公演チケットは、文化の家、アピタ長久手店２階長久手町サ
ービスコーナー（Nピア）、チケットぴあでお買い求めいただ
けます。�

　※　文化の家では電話予約もできますが、代金を１週間以内
　　にお支払いいただくか、現金書留で送金してください。�

●文化の家チケット専用電話　　　　　　　0561-61-2888�
�
○長久手町サービスコーナー（Nピア）　　0561-63-9200�
　　（アピタ長久手店２階）�
�
●チケットぴあ　　　　　　　　　　　　　0572-02-9999

チケット購入方法�

【と　き】７月10日（土）午後６時開演�
【ところ】文化の家　森のホール�
【入場料】（S席）　一般：4,000円　

　　フレンズ：3,500円�
　　　　　　　　　学生：3,000円�
　　　　　（A席）　一般：3,000円　

　　フレンズ：2,500円�
　　　　　　　　　学生：2,000円�

（全指定席）�
【出　演】松永貴志トリオ［松永貴志（ピ

アノ）、安ヵ川大樹（ベー
ス）、広瀬潤次（ドラム）］�
《ゲスト》木村充揮（ボー
カル＆ギター）�

【曲　目】嘘は罪、ALL OF ME、宿
題ほか�

【対　象】小学生以上�

「筑紫哲也NEWS23」のテーマ曲を手掛ける二胡奏者・曹雪晶によ
るコンサート。中国伝統音楽やクラシック、日本の楽曲など、ジャ
ンルを越えて二胡の世界を創りあげます。�
　�
【と　き】７月18日（日）午後3時開演�
【ところ】文化の家　風のホール�
【入場料】前売：1,000円、フレンズ：

900円、当日：1,300円�
　　　　（全自由席）�
【出　演】曹雪晶（二胡）、天野雅子 (ピ
　　　　　アノ)�
【曲　目】江河水、空山鳥語、夜想曲（F.
　　　　　ショパン）、荒城の月ほか�
【対　象】小学生以上�
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特�

【と　き】５月８日（土）午後７時開演、５月９日（日）午後２時開演�
【ところ】文化の家　森のホール�
【料　金】前売：2,200円、フレンズ：2,000円�
　　　　　当日：2,500円（全自由席）�
【対　象】小学生以上�

平成16年度　自主事業のみどころ�
（５月～７月）�

 ４回目となる若手落語家の会。今回は大阪より上方落語界の若きホ
ープ、林家染二の登場です。今が旬の上方落語をお楽しみください。�

【と　き】5月30日（日）午後2時開演�
【ところ】文化の家　風のホール�
【料　金】前売：1,000円、フレンズ：800円�
　　　　　当日：1,300円（全自由席）�

　弱冠18歳にして、今年２月にブルーノートレーベルから全米デビ
ューを果たした若き天才ジャズピアニストによるジャズライブ！ブ
ルース界のカリスマ・元憂歌団の木村充揮をゲストに迎え、スタン
ダードから松永貴志オリジナル曲まで多彩なプログラムを送ります。�

　「ビター」「大人」「ノスタルジー」をキーワードに劇作家・鈴
江俊郎、深津篤史が執筆。どちらも三人芝居、45分の短編です。�
　「いちごの沈黙。」は、ひっそり実を結びそして朽ちていくいちご、
そんないちごを思わせる都会の男女の物語。�
　「コイナデアル。」は風呂場に住む男と一組の男女のお話。地域
を拠点に活躍する劇作家と演出家がお届けする注目の舞台です。�

リージョナルシアター　国道、書類、風呂桶。�

－短編二作同時上演－�

「新しい波・2004」�
　Lumpen5／ルンプェン５〈溺れる楽しさ。〉�

松永貴志トリオ　with　木村充揮�
　　JAZZ　LIVE　in　NAGAKUTE

民族音楽シリーズ「二胡」～深遠なる調べ～�

「いちごの沈黙。」�
　作：鈴江俊郎（劇団八時半・京都）�
　演出：はせひろいち（劇団ジャブジャブサーキット・岐阜）�
　出演：佃典彦（劇団Ｂ級遊撃隊）、咲田とばこ（劇団ジャブジャ
　　　　ブサーキット）、中村美保（劇団八時半）�
「コイナカデアル。」�
　作：深津篤史（桃園会・大阪）�
　演出：泊篤志（飛ぶ劇場・北九州）�
　出演：江口恵美（桃園会）、寺田剛史（飛ぶ劇場）�
　　　　中野真希（ク・ナウカ・東京）�

文化の家開館６周年記念�

文化の家開館６周年記念�

若手落語家の会　其の四　林家染二独演会�

　既成概念を打ち破り、アンサンブルの新たな境地を追求している
木管五重奏団。豊かな音楽性と奇想天外なパフォーマンスに注目です。�

【と　き】６月27日（日）午後３時開演�
【ところ】文化の家　森のホール�
【入場料】前売：1,000円、フレンズ：900円、当日：1,300円�
　　　　　中学生以下（前売、当日共通）：500円�
【対　象】小学生以上�

羽 ば た き コ ン サ ー ト �

　アートは技術ではなくて心である、去る１月の半ばに森のホ－ルで行われた長久手ダンスシアター「蜜の歳月」
はこのことを教えてくれた。この公演はＮＨＫの夕方の番組でも紹介されるなど反響を呼んだが、出演者は町内
在住を中心とした中高年世代の、日ごろはダンスとは無縁の方々ばかり。「からだが動かなくなった時の思い出
づくりに」と応募された７２歳の女性など３７人の皆さんは４ヶ月余のワークショップを経て、素敵なダンサーに転
身された。若い人のような軽快でリズミカルな動きは足りなかったけれど､その表現には重ねた年齢ゆえの優美
な深みが秘められていて、多くの観客に感動を与えた。�
　指導に当たった若いダンサーの山田珠実さんは、「皆さんの今まで生きた全ての時間は､肉体の内側にあり
つづけ、湖のように揺れ、蜜のように静かな光を放ちつづけている」と、一人ひとりの心と深く触れ合うなかでそ
の「光」を引き出していかれた。70歳代の男性は、「この年になってあらためて人を信じ、頼ることを学んだ。舞
台では山田さんの催眠術にかかったようにして踊っていた」と述懐しておられた。　�
　文化の家は「関連事業」などを通して参加型への方向づけに力を注いでいるが、その意図での「蜜の歳月」
は、４ヶ月にわたったワークショップの意味の重さと、さらに意欲と生き生きと通う心さえあれば、だれもが人を感
動させるアーティストになれることを明かしていた。�

文化の家　館長　川上　實�

平成１５年７月３１日に行われた長久手事業倶楽部主催の地人会�
公演「朗読劇　この子たちの夏　１９４５・ヒロシマ　ナガサキ」�

「花ごよみ文化の家店」�

平成１６年度文化の家フレンズの会員を下記のとおり募集しています。�
【特典】�
１． 文化の家自主事業各公演のチケットの割引（約１０％割引）２枚まで
と先行発売�

２． 機関紙、情報誌、公演案内の配布�
３． フレンズ主催の文化事業、交流事業への参加などの特典があります。�
【会費・申し込み】�
個人･･･1,500円　（１０月1日以降の申し込みは1,000円）�
家族会員･･･1,000円　（個人会員と住所を同じくする家族）�
　ただし、上の特典２については対象となりません�
法人・グループ…15,000円　（１０月１日以降の申し込みは10,000
円）�
※会員有効期限は、４月１日から翌年の３月３１日までです。年度途中の
入会は入会日から最初に訪れる３月３１日までとなります。�

　文化の家事務室にて、所定の用紙に住所、氏名、電話番号を記入の上、
年会費を添えて申し込みください。�

フレンズのつどいPart.11「シャンソンdeクリスマス」の交流会�

平成１６年度フレンズ会員募集�

レストランが営業しています  花ごよみ文化の家店�
　文化の家１階にあるレストランが２月４日（水）にオープンしました。
経営する「たいこうフーヅ株式会社」は日本料理の老舗
店です。�
　旬にこだわり、ご飯にもこだわった会席料理から、日替
定食、さらにはアピタ長久手店でもおなじみの丼・甘味
等をご堪能いただけます。�
�
問合せ先：０５６１－６４－２０３０　花ごよみ文化の家店�
営業時間：午前９：００から午後９：００まで�
休業日：文化の家と同じ�

月曜日（祝祭日の場合は翌日）および年末年始�

　文化の家では文化事業に積極的に関わる人を育成するた

め、「事業倶楽部事業」を募集します。�

「文化の家事業倶楽部事業」募集�

条　件�

その他�

申し込み�
方　　法�

・「○○事業倶楽部」という鑑賞団体を組�
　織する。�
・事業の企画内容は、プロなどの公演とし、�
　関係者や自らが所属する団体・個人の公�
　演は対象としない。�

事業の実施決定については、関係委員会の�
審査の上決定します。�
�
文化の家で配布中の募集要項で条件などを�
確認のうえ、申し込みください。�

　公演チケットは、文化の家、アピタ長久手店２階長久手町サ
ービスコーナー（Nピア）、チケットぴあでお買い求めいただ
けます。�

　※　文化の家では電話予約もできますが、代金を１週間以内
　　にお支払いいただくか、現金書留で送金してください。�

●文化の家チケット専用電話　　　　　　　0561-61-2888�
�
○長久手町サービスコーナー（Nピア）　　0561-63-9200�
　　（アピタ長久手店２階）�
�
●チケットぴあ　　　　　　　　　　　　　0572-02-9999

チケット購入方法�

【と　き】７月10日（土）午後６時開演�
【ところ】文化の家　森のホール�
【入場料】（S席）　一般：4,000円　

　　フレンズ：3,500円�
　　　　　　　　　学生：3,000円�
　　　　　（A席）　一般：3,000円　

　　フレンズ：2,500円�
　　　　　　　　　学生：2,000円�

（全指定席）�
【出　演】松永貴志トリオ［松永貴志（ピ

アノ）、安ヵ川大樹（ベー
ス）、広瀬潤次（ドラム）］�
《ゲスト》木村充揮（ボー
カル＆ギター）�

【曲　目】嘘は罪、ALL OF ME、宿
題ほか�

【対　象】小学生以上�

「筑紫哲也NEWS23」のテーマ曲を手掛ける二胡奏者・曹雪晶によ
るコンサート。中国伝統音楽やクラシック、日本の楽曲など、ジャ
ンルを越えて二胡の世界を創りあげます。�
　�
【と　き】７月18日（日）午後3時開演�
【ところ】文化の家　風のホール�
【入場料】前売：1,000円、フレンズ：

900円、当日：1,300円�
　　　　（全自由席）�
【出　演】曹雪晶（二胡）、天野雅子 (ピ
　　　　　アノ)�
【曲　目】江河水、空山鳥語、夜想曲（F.
　　　　　ショパン）、荒城の月ほか�
【対　象】小学生以上�




