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長久手市文化の家フレンズ

15年のあゆみ

前号の特集で文化の家の 15 周年を振り返りましたが、同じく15 周年を迎えた長久手市文化の家フレンズのこれまでの歩みを、
フレンズの皆さん自身に語っていただきます。

平成10年9月に長久手町文化の家フレンズ（以下フレン
ズ）友の会会員対象に役員募集があり、集まった8人からフ
レンズとしての活動が始まりました。
当時の事務局長から
「文化の家のサポートをお願いしま
す。」
と、
フレンズの規約と会費を託されました。
規約を読み込み、
フレンズとして何ができるか、文化の家
とどうかかわるのが良いのかを話し合い、フレンズ活動の
指針として
「文化の家がみんなに親しまれる場になること」
「地域の
文化に貢献すること」
「文化の家を拠点に地域の人たちと
の交流を図ること」を掲げました。
そしてそれにもとづいた具体的な活動として
①文化の家の活動の直接的なサポートである
「文化の家自
主公演時のフロント運営」
②町民である自分たちが参加したくなる「鑑賞、交流事業
（コンサート、
クリスマスパーティー等）の企画運営」
③文化の家の情報や、会員間の交流を掲載した「機関紙、
公演カレンダーの発行」
を進めることにしました。
当初は、役割担当は決めたものの、
どの活動をするにも
役員全員がかかわらざるを得ないため、継続が第一と無理
をしないよう、疑問が出た場合は、状況に応じて柔軟な対
応と活動を心がけました。活動として目に見える、公演サ
ポートのスタッフ募集を進める中で、機関紙の発行、事業の
企画に参加するスタッフが増え、４年目には、機関紙部、事
業部がスタートしました。
また、
スタッフからは、公演サポー
トの専門的な知識（シアターマネジメント）を学びたいとの
要望があり、文化の家の協力を得てプロの講師を招いた講
座が実現しました。
５年目には、フレンズ会員の交流もかねて、劇場ボラン
ティアの先駆けである、
「扶桑町文化会館・ふそう文化夢応
援団」
との研修交流会を行いました。それが今日も、会員間
の交流の機会としての市外研修として続いています。

また、公演サポートの機会のみでは、スタッフ間のつな
がりが希薄で連帯感につながらないため「スタッフサロ
ン」
として種々の研修・交流会を行いました。７年目からは
市外研修も含めた企画実施を行う
「研修部」がスタートし
ました。
文化の家10周年を前にして、
フレンズの活動を形にしよ
うと、2008年に｢シアターマネジメントマニュアル作成委員
会｣を立ち上げました。
それまで行った数回のシアターマネジメント講座をもと
に、ボランティアとしてのあるべき姿を加味して、11年目に
「長久手市文化の家シアターマネジメントマニュアル」が
完成しました。作成委員会はその後「マニュアル部」
として
独立し、活動に応じたマニュアルの見直しや、
スタッフの実
技・研修を行っています。
文化の家とともに15年あゆみ続けてきたフレンズです
が、
「市民にとって文化の拠点である
『文化の家』がどうあっ
てほしいのか」を、今後も市民として常に提案しサポートで
きるような活動を続けていきたいと思っています。

現在フレンズには役員会のもと以下のような専門部が
精力的に活動しています。
当日運営部
機関紙部
事業部
研修部
マニュアル部
次ページからは、それぞれの部会の活動をご紹介します。
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機関紙部
フレンズは1998年11月に、機関紙第１号を発行しました。
文化の家の開館はこの年７月ですから、開館して間もなく機関
紙発行をてがけ、文化の家やフレンズとともに、15年の歩みを続

岩倉市メナ

ード美術館

けてきたことになります。

見学

第１号発行以来15年が過ぎ、機関紙「フレンズ」は51号に達し、
また平成17年からはA4サイズの「フレンズミニ」の発行もてがけ
た結果、いまではA4・４ページ版と、ミニ版をそれぞれ年３回、計
６回発行しています。
年間６回の発行のために、毎年約20回以上の編集会議で、ど
んなテーマを掲載するかという企画から始まり、取材、原稿書
き、執筆依頼、文章整理などの編集作業を経て機関紙をつくりあ

見学

ノ工場

ハピア

ヤマ
掛川市

研修部
研修部はフレンズが発足して6年目の2004年にできました。そ
れ以前にも扶桑町や可児市に出かけ、ボランティアスタッフとの

げ、全会員の皆さんのもとへ発送しています。
こうした機関紙発行の傍ら、ときには機関紙づくりに必要な基
本を学ぶため、新聞社が主催する『広報紙つくりの講習会』に参
加したり、編集会議の場などを活用してパソコン操作の基本やデ

交流・研修を行ってきていました。その後は、知立市、阿久比町
にスタッフ研修で訪れています。
現在はフレンズ会員全体を対象とした市外研修と、スタッフ対
象のスタッフサロンの二本立てになっています。

ジカメの技術を習う機会も設けています。
15年前発行した機関紙第１号の『編集後記』には、開館直後の

会員全体を対象とした研修では、会員相互の親睦を目的とし

公演入場者数が思わしくなく「もっと文化の家に足を運んでいた

て、これまでに岡崎こども美術館の手塚治虫展、メナード美術

だきたい」ということ、そして会員になったからには「もっと公演

館、浜松楽器博物館、ヤマハ工場等の見学を行い、会員の皆様に

の情報がほしい」という、この二つの『願い』が機関紙発行の動

楽しんでいただける企画を行っています。
また、スタッフサロンでは、文化の家川上館長の案内で愛知県

機であると記されています。
今もこの願いを受け継ぎながら、さらに機関紙を通じて、フレ

陶磁美術館に出かけるのが恒例になっています。

ンズのさまざまな活動を会員にお知らせし、会員間の交流と親
睦を深める役割を果たすことを願って、機関紙作りに取り組んで
います。

当日運営部
文化の家の自主事業として催される公演の「ホールスタッフ」を担当するのが「当日運営部」の主な活動です。
文化の家で行われる公演などの事業は、アーティストと会館の担当者だけでは成立しません。アーティスト・観客・会館管理者・そして
観客の接遇に当たるホールスタッフの４つがきちっとかみ合ってはじめて公演が成り立ちます。フレンズは文化の家発足以来、ホールスタッ
フを担当し、公演を成り立たせるうえで、大切な役割を果たしてきました。2012年度では文化の家の48事業55ステージをのべ372人のス
タッフで担当。長久手市の事業では、９事業をのべ74人のスタッフによって担当してきました。
ホールスタッフの具体的な内容は、催し物の際にホール入口で入場券のチェック・もぎり・お客様へプログラムなどの手渡し・ホール扉の

当日運営部

１日の流れ

開演時間の 60 分前に集合、
事業担当者とミーティング
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フレンズスタッフで
さらに細かいミーティング

開場準備
扉を開放

マニュアル部
マニュアル部は、ホールスタッフが、接客についてスムーズに行

その後、マニュアル部として正式に発足して2年。新しくスタッ

動できるよう研修を行ったり、より質の高い接遇のためのマニュ

フに登録された人や長く活動を続けてきた人も含め「シアターマ

アルの内容を検討することなどにより、公演のサポート活動を陰

ネジメントマニュアル」に沿って正しい接遇ができるよう、年3回

で支えています。

定期的に研修を行っています。

1998年文化の家開館と同時に「長久手町文化の家フレンズ」
が誕生し、ボランティアスタッフとしての活動が始まりました。中

加えて、火災や地震などいつ発生するか予測できない緊急事
態に的確に対応できるよう防災訓練も行っています。

でも公演のサポートは、最初は手探りの状態で行っていました

文化の家の公演に来館されるお客様が気持ちよく過ごされるこ

が、きちんとした接遇を学びたいとの声が内部から上がり、責任

とを第一に、より良いフロント活動ができるよう、縁の下の力持ち

を持って活動をするために文化の家と協力して、専門家による「シ

としてこれからもより一層頑張りたいと部員一同考えています。

アターマネジメント講座」を実施し、全員がより高いレベルの接
客技術を持った集団になれるよう研修を重ねてきました。
そして2009年、文化の家10周年を機にこれまでの活動をまと

フレンズのつどい

め、スタッフ全員で共有し、活動を継続するための「シアターマネ

歌って踊る― HAND SIGN（ハンドサイン）―
〜目で聴くミュージック〜

ジメントマニュアル」を作成することにしました。
まず、当日運営部と研修部合同で「マニュアル作成委員会」を
立ち上げました。そして、シアターマネジメント講師・星乃もと子
さんの数回にわたる講座内容をもとに、特徴のある文化の家の
ホールにふさわしい対応の仕方や、ボランティアの限界なども視
野に入れて、ひとつひとつ話し合いを深め、形にしていきまし
た。
編集作業は大変でしたが、ホールスタッフとしての基本を活字
にまとめることにより、活動の柱ができたと思います。
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手話とストリートダンスを融合させた新しい世界観を発信するエン

ターテインメント集団。

日本でのダンスコンテストで優勝多数。
アーティストの登竜門といわ
れるニューヨーク アポロ シアターでもグランプリを獲得。
アポロ アマ

チュア ナイトの公式パフォーマーの称号を得、世界的に認められる。
日

時

2014 年7月27日（日） 開場 16：30 開演 17：00

会

場

長久手市文化の家

出

演

HAND SIGN（手話パフォーマー）

森のホール

（TATSU SHINGO ROY JiN OzA）
料

金

一般

2,500円 フレンズ会員 2,000円

小中学生 1,000円（全席自由）
※未就学児入場不可
発 売 日

フレンズ会員

2014年５月３日（土）

一般

2014年５月１０日（土）

関連情報

ダンス講習会 ６月２９日（日）、７月２４日（木）

主

長久手市文化の家フレンズ、長久手市

催

開閉・客席へ案内などを行う場内誘導・上演中の場内見守り・さらに非常時の入場者の安全確保などがあります。
文化の家に来館されたお客様に気持ちよく過ごしていただけるよう、ホールスタッフ担当者は、それにふさわしいマナーを身につけるこ
とが必要になってきました。文化の家の協力を得て開催された専門講師による接遇の講座に参加し、接遇の基礎を学んできました。
ホールスタッフを担当していると、お客様から「ありがとう」
「楽しかったわ」とよく声をかけていただきます。こうしたお声をいただくと、
スタッフとしてこの上ない喜びを感じ、いっそう頑張ろうという励みにもなります。

解散
お疲れ様でした。

チケットもぎり
客席誘導

開演中も、いざ という時に
備えます。

お客様のお見送りと忘れ物などのチェック
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事業部

「フレンズのつどい」15 年のあゆみ
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平成 10 年 7 月 15 日
長久手町文化の家開館
1

H18.12.17

15

新春箏曲の調べ
H11.1.21

2

14

H11.6.19

津軽三味線デュオ
「五能線コンサート」

H17 年 4 月〜 9 月
「愛・地球博」開催

第 1 回目のチラシは
手作り

ジャズ＆ポップス
コンサート
H12.6.17

魅惑のフラメンコ
中尾貴子の世界
6

13

5

喜 納昌吉＆
チャンプルーズ

12

H13.8.4

モリス弦楽四重奏

7

ＴＥＮＧＯ
情熱のライブ
H16.8.1

H13.12.16

シャンソンの妖精
〜世界の心を歌う〜

8

シャンソン de
クリスマス

伊藤昌司
ピアノコンサート

記念コンサート

11

H15.12.21

H14.8.3

H14.12.22

モンゴルの歌声と
リンベの響き
H16.12.12

H13.3.3

クリスマスパーティー

しゃる うぃ だんす
H17.12.18

H12.2.11

4

9
フレンズのつどい
第 10 回記念公演
森山良子
アコースティック
コンサート

10

H15.8.3

長久手市文化の家フレンズ平成26年度会員は、ただ今受付中です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

5

感動の和の響き
（津軽三味線）
H18.8.6

藤暁美
ハートフルコンサート
3

山名敏晴ライブ
みんなで歌おう

世界の音楽と
魅惑のタンゴ

30

17

H25.12.15

H19.7.22

〜弦の音色にのせて

フレンズ 15 周年記念
東日本大震災復興支援
八神純子 チャリティーコンサート

18

H19.12.16

19

クリスマス
ジャズコンサート

八神純子さんと記念撮影

H25.8.3

長久手市文化の家
開館１５周年

オペラ界の貴公子・錦織健
テノール・コンサート
H20.8.3

28

フォルクローレを聴いて
みんなで踊ろう

ヨーロッパ街角楽団
フィドルの世界
H24.12.2

20

魅惑のフラメンコ
〜情熱の世界へようこそ

H20.12.19

フレンズ 10 周年記念
錦織健テノールコンサート

29

27

H24.8.5

雪村いずみ
IN NAGAKUTE

21
新生「長久手市」誕生
H24.1.4

H21.7.26

22

26
箏の音色で
クリスマス

オカリナ・コンサート
H23.12.3

H21.12.5

ポリネシアン・ダンスショー

オペラユニット
LEGEND

23

25

H23.8.20

H22.8.1

みんなで歌う
クリスマスコンサート

24

H22.12.11

1999年1月21日、鑑賞・交流事業「フレンズのつどい」が始まりました。文化の家の公演プログラムにはなかった「日本
の音楽を聴きたいね」
と企画した『新春箏曲の調べ』に「参加していただいたお客様と出演者が交流できるといいね」の
提案で、森のホールでの演奏会と、展示室での親睦会が実現しました。
4年目からは、つどいの主目的である
「交流」
と
「集客の大変さ」を考慮して、森のホールでのコンサートが主の「夏のつ
どい」
と、お客様と出演者の交流も楽しんでいただける舞踊室での「冬のつどい・クリスマスパーティー」の2公演を位置づ
けました。
出演者にはできるだけこの地域のアーティストに依頼し、可能であればプログラム作成から参加して、地域や近隣大学
のサークル、異種のアーティストとのコラボレーションなどをすすめています。
また出演者と共に楽しめる参加型のコン
サートの要望も多く
「みんなで歌おう」形式や、事前にダンスなどの講習会に参加していただいて、当日、出演者とともに
ステージ上で演じていただく企画も恒例になってきました。新聞紙などで岩を作る、大道具作りにも挑戦しました。
2002年「フレンズのつどい第10回記念公演 森山良子アコースティックコンサート」、2008年「フレンズ10周年記念公
演 錦織健 テノールコンサート」に続き、今年度はフレンズ15周年記念公演として
「八神純子チャリティーコンサート」
に取り組みました。初めてのチャリティーの取り組みでしたが、多くのお客様に賛同していただいたお陰で、東日本大震
災の被災地へたくさんの寄付をすることができました。それに対し八神さんからは感謝の言葉とともに、寄付金も加えて
建てられた牡蠣工場の写真が送られてきました。
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創造スタッフ プロデュース

クリスマスアドベンチャー サンタのオルゴール

2013年12月15日（土）、創造スタッフプロデュース「クリスマス
アドベンチャー

ファンタジーな空間から一変、舞台はピノの部屋へと移ります。

サンタのオルゴール」が開催されました。午前

ピノが時計台のことを想像するシーンでは、不織布越しのスク

11時、午後1時、そして午後3時からの3回公演で、
どの回もたくさ

リーンに踊り子のシルエットが映り、色々な踊りを踊ります。客席

んのお客様が来てくださいました。

からは、
「この踊り好き！」や、
「きれい！」
といった声が。

毎年クリスマスの時期に行われるこの創造スタッフプロデュー

妖精たちが登場し、“パーツ”を配ります。不思議そうにその

スのイベント、今回は舞踊室から出発してガレリアへ移動する、
と

“パーツ”を手にする子どもたちを、妖精たちとピノは広場（ガレリ

いう新たな試みで行われました。

ア）へと誘います。

新たな試みに少々悩みつつも、
「創造スタッフプロデュース」
と

移動する道中にも色々な仕掛けが。不思議でヘンテコなポス

いうからには、やはり創造スタッフの持つ力を発揮しなければな

ターや立て看板、渡り廊下にはそれぞれに装飾のなされた４つ

らない！そんな創造スタッフ達の思いから、全員が表現者として

の門。子どもたちは、蔦の絡まった門から垂れる葉や蔓を楽しげ

の力を発揮できるような催しにしよう、
と試行錯誤が始まりまし

にくぐっていました。

た。現在の創造スタッフは、音楽系は山田亮（ピアノ・作曲）、高木

そして広場にたどり着くと、目の前には大きな時計台が。妖精

俊彰（チェロ）、田口美郷（パーカッション）。美術系は橋寛憲（造

たちの導きで、子どもたちが手に持った“パーツ”を次々に歯車へ

形）、小林大地（造形）。舞踊系は鈴木和佳枝（クラシックバレエ）

とはめ込んでいきます。全部で約80個もある“パーツ”を、ピノか

の計6名。今回はゲストとして、元名古屋おもてなし武将隊の宮田

らヒントをもらいながらはまる場所を探す子どもたち。

大樹さんを主人公に迎えて、果たしてどんな公演になったので
しょう･･･？

ようやく全てはめ終わると、時計から出ているゼンマイを巻く
ピノ。何が起こるのかと会場に緊張が走ります。でも時計台はピ

お話の筋は、
こう。ある日主人公の少年ピノは、サンタクロース

クリともしません。するとそこへ、職人風のおじさんがやってきて、

からオルゴールと手紙をもらいます。手紙には、オルゴールに

ピノに大きなレンチを渡します。そのレンチで歯車の軸をしっか

入っている“パーツ”をみんなに配って広場へ行きなさいとのメッ

りしめ、あらためてぜんまいを回すと･･･！

セージが。ピノは妖精たちと共にその“パーツ”をお客様に配り、
広場（ガレリア）へと向かいます。広場に待っているのは、大きな

大きな鐘の音が鳴り響くと共に、時計台の中から２体の人形が
出てくるではありませんか！鐘の音が止むとしっとりとした曲の演

時計台。止まってしまったその時計台の壊れた歯車に“パーツ”を

奏をし始めます。そして、更に時計台の中から踊り子が出てきて、

はめていくと、鐘が鳴り響きます。そして時計台の中から人形が出

ピノにサンタの帽子を被せてやると、音楽は楽しげでリズミカル

てきて、楽しげな音楽と踊りが始まります。なんと、時計台はオル

なものに変化！お客さんからの手拍子に乗って、
ガレリアを練り歩

ゴールになっていたのです！

く一同。そうして盛大な拍手のなか幕を閉じたのでした。

さて公演当日。開演時間になって妖精たちが物語の始まりを告
げると、暗転に。そしてその暗闇の中、音楽に合わせてぼんやりと
光る衣装を身に纏った踊り子が、お客様の周りをくるくると舞いま
す。幻想的な雰囲気に、お客様からは感嘆の声が上がりました。

開演を待つ子どもたち

いよいよはじまり

架空のお店のポスターも

素敵な音楽が飛び出した！
時計台に到着
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謎のパーツをはめていくと…

さあ、広場の時計台へ！

ー文化の家の自主事業から

夢さがし ★ 発見 ★ 実現 文化の家市民参画プロジェクト

文化の家の運営を、市民と行政が一緒に学びながら、企画・運営の課題を確認したり、具体的な改
善策を考えたりして、市民を交えた新しい施設の運営の形を模索するため、平成25年度に４本の柱
を立ててプロジェクトを行いました。

★ １ ワーキンググループ ★
当初、４本の柱となるイベントを核となって進めて行くことを担
って集まった約20名の市民と職員によるグループ。いざ話し合い
が始まると、
「自分たちの役割とは？」という根本から議論がスタ
ート。月に１回ある全体の会議、それに付随する話し合いを合わせ
ると、100時間は優に超えます。結果、役割は“文化の家の在り方
について話し合う場”と決まり、話し合うテーマを絞っていき、
「施
設利用と市民優先予約制度」についての報告書が完成しました。

２ アイデンカフェ
市民が主体となって文化の家のイベントを企画・運営し
ていくことを目的とする集まり。
「アイデア」と「アイデン
ティティ」を掛け合わせたカフェスタイルの会議で、お菓子
あり・飲物あり、ＢＧＭありで、皆さんが柔軟に発想できる
空間が演出されました。
昨年８月の「ながくて納涼まつり」にあわせてアイデン
カフェの企画として実施した「花火deナイト〜楽しまナイ
ト！」では、文化の家が花火の絶景スポットであることに着
目し、花火を見に来たお客様に、一緒にコンサートや軽食
を楽しんでいただきました。

３ ワークショップ

幅広く市民を対象に文化の家のことを知って、交流して
もらおうと、文化の家で 叶えたい夢を語り合うワーク
ショップ「しゃべり場」を開催しました。ゲストには世界的
アコーディオン奏者のcobaを迎え、世界から見た長久手
を語っていただきました。
また、長久手は、まちの文化マスタープランを制定した、
日本でも先駆けとなるまちです。制定にも関わった名古屋
大学の清水教授を招き、
マスタープランについて学ぶ勉強
会を行いました。

４ 舞台見学ツアー・市民モニター
■ 舞台見学ツアー

文化の家の「森のホール」の舞台可動装置が動く様子などを市民に見てもらい、施設の全容をお伝え
していくための見学ツアーを行いました。

■ 市民モニター

文化の家の公演などを実際に見学、体験してもらい、市民の率直な意見を聞くために、市民モニター
を募集しました。

今後は、この１年の取り組みの成果を基にプロジェクトを再編し、さらに文化の家のことを市民に
知ってもらえるような取り組みや、事業への市民参加を推進する仕組みづくりを検討していきます。
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劇団Ｂ級遊撃隊プロデュース/香港話劇團

連続公演

作：佃典彦

第50回岸田國士戯曲賞受賞作/香港舞台劇獎最優秀演出賞
★劇団Ｂ級遊撃隊プロデュース「ぬけがら」
と
香港を代表する劇団「香港話劇團」版「

■ 2014 年５月 31 日 [ 土 ]

６月 １日 [ 日 ]

2011 年香港話劇團公演より

」の2バージョンを上演！★

13：30「
」
終演後 ぬけがら演出家トークセッション
18：30「ぬけがら」
13：30「ぬけがら」
17：00「
」

■ 風のホール
本作は劇作家佃典彦が2005年5月に文学座に書き下ろし、2006年に演劇界の芥川賞と言われる『岸田國士戯曲賞』を受賞。
文化の家では2010年6月に文学座により上演し好評を博しました。
2011年には『香港話劇團』が翻訳上演を行い、香港最大の演劇賞である香港舞台劇獎の最優秀演出賞他、主要7部門を独占受賞。
今回の香港話劇團上演にあたり日本版の上演も決定。愛知の実力派俳優陣が集結し、作者である佃典彦が演出を兼ね上演します。

ストーリー
むかしの同級生との浮気が原因で妻に愛想をつかされ、家を
追い出された中年男が主人公。
何をやってもうまくいかない男は、妻に先立たれた82歳の父
親の面倒をみることになる。しかしその父親がトイレに入った
きりでなかなか出てこない。そこでおそるおそるトイレのドア
を開けてみると・・・・・・。

☆香港話劇團
香港で最も歴史があり規模の大きなプロ劇団。1977年に
創立、2001年に有限会社となる。香港特別行政区政府よ
り助成を受け、芸術監督、専属の演出家、俳優、舞台ス
タッフなど総勢約60人。30年以上にわたって積極的に活
動し、これまでに300以上の作品を制作しています。

「ぬけがら」は僕と父の実生活から生まれた作品です。
4年前に文化の家森のホールで文学座が上演しました。今回は、香港の劇団と連続公演という企画で名古屋の精鋭たちが集まってくれ
ました。
父も亡くなって3年になります。もう一度この作品を通して、なぜ僕がこの作品を書こうと考えたのか、それを見つめ直したいと
思っています。ご覧になられた方も、前回見逃した方もぜひご来場ください。
香港バージョン「

」も素晴らしい作品になっています。

佃典彦
「友達の集まり」
今、
「ぬけがら」香港版の稽古はもう始まったが、二年過ぎてから再び台本を出して芝居の稽古をし、チームの皆も私の心の中に
もまだ言葉では表現の出来ない激動がある。奇妙なことに、心の深いところにある躍動は常に温もりに包まれており、とても気持
ちが良く、これからはもう一度過去を大切にしながら自分の道について念入りに考えることになる。この奇妙な力は佃典彦さんか
ら与えられたと思い、
「日本一真心を持つ男」と私は大胆に佃さんのことを言う。彼の劇作で何度も心を打たれたからだ。彼がこ
の作品で巧妙な手法を用い、日本人の近代史を独特な視点から描き、恐らくこの時代から既に失われた奮闘する精神は全世界の
人類の憧れであるだろう。
以前から長久手市に万博にしか印象がないが、今回の貴重な演劇交流活動の後に美妙と奇妙な印を記憶に刻めればと強く願
う。香港と日本の演劇交流における体験はただ見て考えるところに止まらず、友達の盛大な集まりにあるべきだと考える。私はと
ても期待するし、そして私の両手を開き、長久手市市民一人ひとりに向かえようとする。
「ぬけがら」香港版「

」演出：司徒慧焯（ロイ・シートウ）
翻訳：林沛
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濂（アンソン・ラム）

フレンズ会員先行発売 4 月 5 日 [ 土 ] 一般発売 ４月 12 日 [ 土 ]
入場料（フレンズ会員・一般会員）
１公演券 日時指定 全席自由 3,500 円
セット券 （劇団Ｂ級遊撃隊プロデュース＋香港話劇團＋トークセッション）6,000 円
ぬけがら演出家トークセッション券 500 円

※未就学児入場不可

〜これからの自主事業から
感動やたび

愛と知のちからパートⅧ
筧忠治と素描・水彩の魅力展
愛知県に縁のある画家の作品を紹介している
「愛と知のちから」。
今回は没後 10 年となる筧忠治の素描を中心に
愛知ゆかりの画家たちや、特別出品として
ドーミエやジャコメッティなどの作品もご覧いただけます。

■ 2014 年 4 月 16 日 [ 水 ] 〜 4 月 24 日 [ 木 ]

展示室

■ 10：00−19：00 ■ 4 月 21 日 [ 月 ] 休館
■ 入場無料
■ 主催：長久手市 協力：樹樹画廊、株式会社名古屋画廊

筧忠治《自画像20》43.1×33.5cm、
1930年、インク・紙

[オープニング・ギャラリートーク]
4月16日（水） 10：30−11：00

赤塚一三（画家）、中山真一（郷土美術研究家・名古屋画廊社長）
会場＝長久手市文化の家 展示室 事前申込不要、聴講無料

長久手フォレスト合奏団
第10回記念演奏会 「絆」をつないで
■ 2014 年 4 月 20 日 [ 日 ]
■ 森のホール
■ 14：30 開演
■ 主催：長久手楽友会事業倶楽部

協力：長久手市

平成 16 年から毎年演奏会を行っている長久手フォレスト合奏団が記念すべき 10 回目の定期演奏会を迎えることになりました。
今回は「『絆』をつないで」と題し、日本の歌曲などバラエティー豊かなプログラムでお贈りいたします。
地元愛知県立芸術大学卒業生を中心としたメンバーの、卓越した演奏と繊細な弦の響きをお楽しみください。

入場料（全席自由）前売 一般 2,000 円 学生 1,500 円 当日 2,500 円
※未就学児入場不可

編
集
後
記

文化の家が誕生したのは全国的な文化会館建設ラッシュが一段落した頃でした。後発であることの利点は
ソフトの面でも活かされましたが、
「フレンズ」の立ち上げに関してはほとんど手探りで、各地に先行の「友
の会」はあまり参考にならなかったと思います。開館当初からフレンズスタッフというボランティアグルー
プを組み、フロントや客席案内から機関紙の発行、さらに自らの自主事業や研修会にも着手するなど、早い
うちから意欲的でかつ多面的な活動を展開しました。2009 年春に刊行された A4 版 37 頁の見事な冊子『長
久手町文化の家フレンズ シアターマネジメント マニュアル』などはその記念碑的な証といえるでしょう。
15 年来フレンズと館事務局はまさに車の両輪であり、敬意と感謝と、そして今後とも変わりなき平かな疾
走をと念じています。
文化の家 館長 川上 實
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