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　夏のあいだ、旅行にでかけたり帰省したりしてリフレッ

シュする方は多いと思いますが、まとまって休みがとりやす

い夏だから開催される夏期講習も多いです。ここ、芸能花伝

舎でも、７月・８月はセミナーシーズン。芸団協セミナーで

は、マネジメント関連だけで７種のプログラム、実演家対象

では、俳優向けのリフレッシュコースや、表現教育指導者養

成講座など、多彩なプログラムが並んでいます。芸団協主催

以外にも、いろいろな団体がワークショップを開催していて、

今号のニュースレターには研修情報がたくさん並んでいます。

　

　芸団協セミナーは１９９６年からスタートしていて、芸能に関

わる人々のための専門研修事業として、これまでにもいろい

ろな種類のセミナーを実施してきました。２００５年から芸能花

伝舎で開催するようになって、セミナーのメニューがより多

彩になったといえますが、ここにきて、ひとつひとつのセミ

ナーに参加する方々の顔ぶれが多彩になってきたのを感じま

す。

　たとえば、一口に俳優といっても、お仕事の場にはいろい

ろあります。演劇の舞台だけをとっても、商業演劇から新劇

系、小劇場といろいろありますし、児童・青少年演劇が専門

の方には、人形操演や影絵劇に出演する方もいます。俳優を

対象としたセミナーでは、こうしたさまざまな俳優さんが一

堂に会して、一緒にワークショップを経験することになりま

す。仕事の場や得意分野は違っても、俳優としての原点は共

通している……ひとたび協働作業をすれば、共通点を実感し

たり、あらためて違いを意識したりされるようです。

　また、マネジメントシリーズでは、レクチャー形式のもの

ではなく、参加者同士がフランクに交流できることを重視し

た交流企画やゼミナールを増やしています。舞台芸術をめぐ

る環境は厳しく複雑だから、同じような立場にいる人たちが

どんな見かたをしているかを知るのは大事なこと。先輩の経

験談に教えられることが多いのは想像に難くありませんが、

若手の発するちょっとした疑問符も大事な情報となります。

あるゼミナールで、たまたま新人の某事務局職員と隣り合わ

せになった年配の参加者が、意見交換の時間に「若いのにす

ごくしっかり考えている」ことに大いに感銘を受けて発奮し

たと感想を述べていたこともありました。ジャンルや年代を

超えて交流することで、お互いが刺激をし合う──芸能花伝

舎は、そういう学びの場となりつつあります。
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ジャンルを超えて、世代を超えて、クロスオーバー
芸能花伝舎での夏の研修

さまざまなセミナーやワークショップの様子
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芸団協セミナー
＜俳優のためのリフレッシュ＞

現役の俳優のためのリフレッシュコースＶｏｌ.２

●昨年度３月実施して好評だったコースを今年

度は７月に開催。Ｊ.ストックウェルによる「Ａｃｔｉｎｇ 

ｗｉｔｈｏｕｔ Ａｃｔｉｎｇ（つくらない演技）」をはじめ、

新国立劇場演劇研修所の講師陣を中心に、自分じ

しんに向き合うトレーニングを実施します（若干

名追加募集実施）。

　日時　　７月９日（月）～７月２０日（金）（ただし、１４・

１５・１６日を除く）　１０：００-１７：３０

　講師　　Ｊ．ストックウェル、池内美奈子、橋本佳子

ほか

　受講料　　８４,０００円

俳優のためのリフレッシュセミナー
「朗読のことば」

　日時　　７月２７日（金）　１４：００-１６：００

　講師　　舟木淳（俳優・演出家・名古屋放送芸能家

協議会理事長・芸団協理事）、大原穣子（俳優・

日本俳優連合「ドラマの方言を考える会」世話人

代表）

　司会　　丸山ひでみ（俳優・日本俳優連合常務理事）

　参加費　　３,０００円（ただし、共催・広報協力団体会

員の俳優等は１,５００円）

　主催　　芸団協／　　共催　　日本俳優連合

　広報協力　　日本新劇俳優協会／日本劇団協議会／

日本児演・青少年演劇劇団協同組合／日本映画俳

優協会／日本演出者協会／全国専門人形劇団協

議会／日本劇作家協会／日本芸能マネージメン

ト事業者協会

芸団協セミナー＜表現教育指導
者養成２００７夏の講座＞

表現教育の現在と未来Ⅱ

●「実演家よ、学校へ行こう！」というかけ声の

もと、芸団協では２０００年から、表現活動にかか

わるセミナーを開催し、実演家たちが学校や地域

で子どもたちを対象としたワークショップ指導

をする活動を応援してきました。演劇的手法をも

ちいた授業や表現活動は各地で広がっています

が、まだまだ情報や経験が広く共有されていると

はいえない状況です。昨年に続いてこの夏は、実

演家以外の関係者の方も含めて、経験交流とネッ

トワーク拡大のためにシンポジウムと交流会を

開催します。今年は、主として小学校での実践が

テーマです。学校にどのような形で「演劇」が活

かされているのか、どのような取り組みが考えら

れるのか、事例報告や実践的講座、さらにはワー

クショップ体験とレクチャーもあります。これか

ら表現活動にかかわりたいという人も、すでに経

験のある人も、実演家も、教師も教育関係者、文

化行政関係者も、地域の文化・教育コーディネー

ターも、いっしょに経験を分かちあい、交流を広

めていきませんか？

プログラム１■シンポジウム

子どものための「演劇教科書」は可能か？　　

～演劇と教育の今日的課題を整理するための公

開編集会議

●昨今、学校教育の中に演劇的手法を取り入れる

動きが進んでいます。学校に演劇を導入するとは、

子どもたちに「演劇」を教えることなのか？　従

来の学校劇づくりとの相違点・共通点は？　学校

現場の実情と、これまでの実践経験を踏まえ、主

として小学校における「演劇」の導入をめぐって、

課題や可能性について整理していきます。児童青

少年演劇ジャーナル『げき』で連載されている

「演劇教科書」編集会議録の番外編、公開会議と

して、同誌で展開されてきた論点も踏まえて議論

します。

　日時　　８月７日（火）　１４：００-１６：３０

＊終了後、交流会　１７時まで

　パネリスト　　ふじたあさや（劇作家・演出家）、水野

　久（晩成書房代表）、川村ミチル（俳優・劇団う

りんこ）、熊谷保宏（日大芸術学部演劇学科准教授）

　参加費　　１,５００円

プログラム２■実践報告

小学校に演劇を導入する～調べ学習の発表に演

劇の手法を用いた区立小学校の実践

●世田谷区立京西小学校での昨年度の取り組み

について、かかわったファシリテータと担任の先

生から報告していただきます。

　日時　　８月８日（水）　１３：００-１５：００

＊終了後、交流会１６時まで　

　報告者　　すずきこーた（演劇デザインギルド理事・

ファシリテータ）ほか

　参加費　　１,５００円

プログラム３■実演家のための実践講座

学芸会の指導を頼まれた、さあ、どうする？！

～脚本・演出・演技指導のポイント

●小学校の先生から、学芸会の指導を演劇の専門

家に手伝ってもらいたいという要望がしばしば

劇団に寄せられますが、どう応えたらよいので

しょう？　時間はそれほど割けないし、指導のツ

ボはどこ？　本セミナーは、学校でゲスト講師の

実践経験は多少はあるけれど、より改善したいと

考えている実演家のための実践講座です。学芸会

のいくつかのパターンを例にアプローチの方法

を考えていきます（受講者は、事前に課題をお渡

ししますので読んできてください）。秋に実際に

学校での実践に参加したい方は、ぜひ受講をお薦

めします（実演家限定、学生不可）。

　日時　　８月９日（木）　１０：００-１５：３０

　講師　　西田豊子（劇作家・演出家・玉川大学芸術

学部非常勤講師）

　受講料　　４,０００円

ワークショップ体験とレクチャー［１］

「リーダースシアターの導入ワークショップの

手法に学ぶ」

　日時　　８月２８日（火）　１０：３０-１２：３０

　指導とレクチャー　　かめやまゆたか（楽劇団いちょう

座代表）

　受講料　　３,０００円

お問合せ、申込書のご請求、お申込みは、下記

担当まで。

■日比谷／米屋

ｔｅｌ：０３-５９０９-３０６０　　ｆａｘ：０３-５９０９-３０６１

Ｅメール：ｓｅｍｉｎａｒ＠ｇｅｉｄａｎｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ

06年の「表現教育の現在
と未来」のセミナー後の交
流会の様子。昨年は高校の
教育関係者と芸術関係者
が出会って話に花が咲い
た。

かめやま
ゆたか氏

芸能花伝舎で学びあう――プロのための学校――
セミナー 
ワークショップ 
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ワークショップ体験とレクチャー［２］

「インプロ・ワークショップについて知る」

　日時　　８月３０日（木）　１３：３０-１６：３０

　指導とレクチャー　　絹川友梨（俳優・インプロバイ

ザー・インプロワークス代表）

　受講料　　３,０００円

　主催　　芸団協　

　共催　　児演協／日本演劇学会「演劇と教育」研究

会　

　協力　　（社）日本劇団協議会／（社）日本児童演劇協

会／日本演劇教育連盟／日本演出者協会／日本

劇作家協会／世田谷パブリックシアター

　後援　　社団法人企業メセナ協議会／新宿区教育委

員会／世田谷区教育委員会　

＊２００７夏の講座のプログラム１，２は、関心のあ

る方はどなたでもご参加いただけますが、プロ

グラム３は実演家限定、ワークショップ体験は

実演家優先です。

芸団協セミナー
マネジメントシリーズ

制作者のためのテーマ＆トーク　Ｖｏｌ.５
「制作者のキャリアについて」

●経験１年以上の制作者を対象に、交流のきっか

けを提供しようという交流企画。５回目は、とも

に劇団、民間劇場、公共劇場と、異なる創造現場

を経験してきたゲストをお迎えして、劇団と劇場

の違い、民間と公共セクターの相違点、共通点、

転職にあたって考えたことなどについてお話い

ただきます。これからの制作者としてのキャリア

のあり方を、ご一緒に考えてみませんか？

　日時　　８月７日（火）　１９：００-２１：００

　ゲストスピーカー　　蔭山陽太（まつもと市民芸術館・

プロデューサー兼支配人）、高萩　宏（世田谷パブ

リックシアター・制作部長）

　参加費　　１,８００円（茶菓代を含む。要事前申込み。

ジャンルは問いませんが制作経験１年以上の方

に限ります。）

マネジメント・ゼミナール１「子どものため
の芸術活動は、誰がどう支えるべきか」

●今年２月に閣議決定された第二次「文化芸術の

振興に関する基本的な方針」の重点項目のひとつ

は「子どもの文化芸術活動の充実」です。本ゼミ

ナールでは、文化政策の基本理念への理解を深め

つつ、その実現の方策を考えます。地域での具体

的な取り組みの事例について聞き、現状の課題や、

これからの展望、そして芸術にかかわるものとし

て、芸術団体や実演家等が、今後どのように活動

していけるか、いろいろな視点から考えます。芸

術団体の制作者、文化施設・文化行政担当者、文

化や教育にかかわるコーディネーター、そして子

ども対象の教育普及事業に関わる実践家の方々

を対象としています。

　日時　　８月６日（月）　１０：３０-１６：００

　講師　　河井章夫（日立市教育委員会・教育長）、中

山俊恵　（日立市生活環境部・参事）、柴田英杞　（鳥

取県文化振興財団副理事長兼文化芸術デザイ

ナー）

　コメンテーター　　中尾知彦　（静岡文化芸術大学文化政

策学部・専任講師）

　ファシリテータ　　米屋尚子（芸団協・芸能文化振興部

キャリアサポート担当部長）

　受講料　　４,０００円　

　定員　　２０名（現職者のみ）

マネジメント・ゼミナール２「社会に支持さ
れる芸術団体～その経営ビジョン」

●芸術活動の経営基盤を強化するには、まず芸術

団体としての理念とビジョンの確立が肝心。経済

基盤が脆弱な芸術団体だからこそ公的助成の獲

得や観客・支持者の拡大には戦略的な取り組みが

求められます。本ゼミナールでは、企業の社会貢

献や広報の考え方、また、昨今公的セクターで重

視されている評価をめぐる状況などに学びなが

ら、それぞれの団体のビジョンと広報の方向性に

ついて考えていきます。

　なお、昨年に引き続き、遠方に居住する方対象

の遠方割引があります。

　日時　　８月２０日（月）、２１日（火）　１０：３０-１７：１５、

２２日（水）　１０：３０-１６：００

　講師　　片山泰輔（静岡文化芸術大学文化政策学部・

准教授）、嶋田実名子　（花王株式会社コーポレート

コミュニケーション部門ＣＳＲ推進部長）、吉本光

宏　（株式会社ニッセイ基礎研究所芸術文化プロ

ジェクト室長）、山見博康　（山見インテグレーター

株式会社・代表取締役）、山岸淳子（日本フィルハー

モニー交響楽団・制作部長）

　ゼミナールディレクター　　大和　滋・米屋尚子（芸団協・

芸能文化振興部）

　受講料　　１３,０００円（テキスト代１,６８０円を含む）

＊遠方割引４,０００円（ＪＲで東京駅から１００キロ以

上のところに居住の方対象、３名様まで。多数

の場合は書類選考あり。締切り７月３１日）

　定員　　２０名（経験３年以上の芸術団体の制作者）

広報セミナー「芸術団体をひろく知っても
らうために～ＰＲの本質とメディアの活用」

●本セミナーはゼミナール２のカリキュラムの

一環ですが、このセミナーのみ単独受講ができま

す。ビジネス界で幅広くコンサルティングを手が

けてきた山見博康氏が、広報戦略の基本的な考え

かたを分かりやすくレクチャーし、オーケストラ

の実務を担当されてきた山岸淳子氏とともに説

明していきます。芸術団体の経営責任者にぜひ、

聞いていただきたいセミナーです。

　日時　　８月２２日（水）　１４：００-１６：００

　講師　　山見博康　（山見インテグレーター株式会

社・代表取締役）、山岸淳子（日本フィルハーモニー

交響楽団・制作部長）

　受講料　　４,０００円（テキスト代１,６８０円を含む）

プロモーション・ワークショップ■演劇・ダン
スのプロモーションを考えるワークショップ

●公演の企画は、あらゆる要素がプロモーション

につながります。実際に演劇やダンスなどを創作

しているカンパニーで制作経験のある方を対象

に、具体的な公演事例をもとに、より効果的なプ

ロモーションの進め方を参加型で考えていきま

す。

　首都圏域の演劇の集団の場合、１公演の観客数

が３００-５００人以下で、それを１０００人くらいまで

拡大したいという公演規模にある方は、２３日の小

規模コース。現在１０００人前後の観客数で、３０００

人くらいまで拡大したいという方が、２４日の中規

模コース。地域、分野によって規模の評価には異

同がありますので、ここに例示した観客規模はひ

とつの目安ですが、最近の公演企画の具体的事例

を題材にワークショップをします。必ず事前に各

人が経験した過去の公演の具体例について必要

事項を記入してお申込みください（所定の用紙は

Ｗｅｂサイトからダウンロードするか、担当までご

請求ください）。お申込みにあたっては、コース

分けの書類選考を行います。

　日時　　小規模コース：８月２３日（木）／中規模コー

ス：８月２４日（金）　いずれも１０：３０-１６：００

　ファシリテータ　　荻野達也（ｆｒｉｎｇｅプロデューサー）

　受講料　　４,０００円　

　定員　　各２０名（制作経験者のみ）

マネジメント「基本のき」シリーズ
芸術団体の組織の基本

●舞台芸術の公演をしようという集団が、芸術支

援をうけたり企業協賛を依頼したりするときに、

最低限、明確にすべきことは？　組織としての体

制を整えるとはどういうことか、法人格は必要な

のか、もし法人格をもつとしたら、どういう組織

が相応しいのか？　公演活動の宣伝をするとき

に、明らかにしておかなければならないこと、

知っておかなければならないことは？　芸術団

体の制作をはじめて間もない人や、いずれ法人化

を考えていきたいという制作者のためのビギ

ナーズ・セミナーです。午前中は「申請書を書く

前にクリアにすべきいくつかのこと」、午後は「公

演の宣伝をする前に考えるべきいくつかのこと」

と題して整理していきます。

　日時　　９月７日（金）　１０：３０-１５：３０　

　講師　　大和　滋（芸団協・芸能文化振興部長／調査

お問合せ、申込書のご請求、お申込みは、下記

担当まで。

■日比谷／米屋

ｔｅｌ：０３-５９０９-３０６０　　ｆａｘ：０３-５９０９-３０６１　

Ｅメール：ｓｅｍｉｎａｒ＠ｇｅｉｄａｎｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ

Ｗｅｂサイト：

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｅｉｄａｎｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ/１２ｋａｄｅｎ/０４ｐｒｏ

/ｉｎｄｅｘ_ｂ．ｈｔｍｌ
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研究部長）、中尾知彦（静岡文化芸術大学文化政

策学部　専任講師）

　受講料　　３,０００円

　定員　　４０名

新公益法人制度の導入に備える

●２００８年度中に公益法人制度が変わり、登記に

よって財団や社団が設立できるようになります。

現在の財団・社団法人は、法人格を選択して移行

手続きをすることが必須です。他の法人格の団体

にとっても、新公益法人を選択することが可能に

なります。新法人制度の特長と注意点について知

り、新制度への移行に備えましょう。現在、文化

芸術関係の財団・社団の公益法人で、まだ新制度

について知らない方はぜひ受講してください。

　日時　　９月１４日（金）　１０：３０-１２：３０

　講師　　大和　滋（芸団協・芸能文化振興部長／調査

研究部長）

　参加費　　無料、ただし必ず事前にお申込みくださ

い。

　定員　　４０名。申込み多数の場合は同一団体の参加

人数を制限させていただきますので、あらかじめ

ご了承ください。

会計セミナー
芸術団体経営のための会計実務

●制作者のマネジメントの基礎知識として財務・

会計は必須科目。本講座は、忙しい芸術団体の

方々のために、そのエッセンスを短時間で学べる

ようにカリキュラム開発された芸団協セミナー

の定番講座です。基礎編は芸術団体の経理をする

うえで基本となる簿記の考え方、貸借対照表につ

いて、複式簿記の原理から決算整理事項までの要

点を学びます。資金繰り編では、資金の見通しを

たてるための基礎知識、資金繰り表の作り方、読

み方の基本を学びます。

■基礎編

　日時　　８月２２日・２９日、９月１２日・１９日（水）　

１８：３０-２１：００

　講師　　田坂　公（共栄大学国際経営学部　准教授）

　受講料　　１２,０００円（４回分。テキスト代を含む）

■資金繰り編

　日時　　９月２６日（水）　１８：３０-２１：００

　講師　　楢�政章（財務コンサルタント）

　受講料　　４,０００円（教材テキスト代を含む）

アート・マネジメント

淀橋文化政策研究会

●大学院生・若手社会人対象の会員制の文化政策

ゼミナール。毎月１回開催予定で、研究会は年会

費制だが（社会人　６,０００円／年、学生　３,０００円／

年）、非会員の単発、当日参加も可。

　日時　　７月２１日（土）　１３：３０-１５：３０（１６：００～１９：

００：日本アートマネジメント学会関東部会と共催

の研究会）

　８月１８日（土）　１３：３０-１７：００

　主催・講師　　片山泰輔（静岡文化芸術大学　准教授）

　参加費　　非会員は５００円／回

　問合せ・申込み　　ｔｅｌ：０５３-４５７-６１８６（片山研究室直通）

　Ｅメール：ｔ-ｋａｔａ＠ｓｕａｃ．ａｃ．ｊｐ

実演家のためのワークショップ

マイズナーテクニックの基礎

●サンフォード・マイズナー氏が考案したメソッ

ド。欧米では多くの俳優たちに、リアリティーの

ある演技法として認知されています。

　日時　　７月７日・１４日・２１日・２８日　毎土曜日　

１０：００-１３：００

（８月以降のスケジュールについては、お問合わ

せください）

＊体験予約者が多数の場合、見学のみとなること

があります。ただし当日キャンセルなどがある

場合は体験も可能ですので、遠慮なくお問い合

わせください。

　講師　　伝法谷敦志

　受講料　　１,５００円／１回（月謝会員５,０００円）

　主催・問合せ　　Ｎ・Ｙ　アクターズワークショップ

　ｔｅｌ：０４８-４９９-０９８３

　Ｅメール：ｒｅａｌ＠ｎｙ-ａｃｔｏｒｓ．ｃｏｍ

　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｙ-ａｃｔｏｒｓ．ｃｏｍ

なかのダンスセミナー

●若手舞踊家育成のための夏期研修会。バレエ

レッスン、レクチャー、そしてあらかじめ作って

きた自作品の発表を行います（未完成も可。作品

の詳細については要問合せ）。それに対して７人

の講師から７通りの講評シートがもらえます。

　日時　　８月３日（金）　１０：３０-１７：００

　参加費　　ジュニア（児童～中学３年）３,０００円／

シニア（高校生年齢以上）５,０００円

　主催・問合せ　　なかの洋舞連盟　担当：宮崎

　ｔｅｌ：０９０-５８２１-４７１５　　ｆａｘ：０３-３３６７-６３８３

　Ｅメール：ｍｉｙａｚａｋｉ＠ｎａｋａｎｏ-ｄａｎｃｅ-ａ．ｃｏｍ

ブラッシュアップ演劇集中講座
「デバイジング」って何？

●演劇の集団創作による実践的アプローチ。イギ

リスから講師を招き、デバイジングという芝居作

りの手法を紹介する５日間２クラスのワーク

ショップです。昨年好評だった３日間のワーク

ショップを拡大しての開催です（Ａ,Ｂは同内容）。

　日時　　Ａクラス：８月１９日（日）～２３日（木）

　１１：００-１８：００

Ｂクラス：８月２５日（土）～２９日（水）　１１：００-１８：００

　講師　　ドリュー・ポウツ（イギリス）

　参加費　　２５,０００円（見学のみ５,０００円）

　主催　　日本劇団協議会　

　問合せ　　劇団一跡二跳　担当：岸本

　ｔｅｌ：０３-３３１６-２８２４

　Ｅメール：ｉｎｆｏ＠ｉｓｓｅｋｉ．ｃｏｍ

鴻上尚史のオープンワークショップ

●劇作家の鴻上尚史が、演技の基礎、そして演技

力向上のための各種エチュードを２日間ハイス

ピードで行います。具体的には、「正しい発声と

は何か？」「身体を意識するとはどういうこと

か？」という基本的なことから、「動きの発見」

「ラバン・システム」などのムーヴメントへのア

プローチ、「スタニスラフスキー・システム」「サ

ブテキストの発見」などの演技の基礎、そして演

技力向上のための各種エチュードを２日間でか

なりの速度で行う予定です。

　日時　　８月２８日（火）・２９日（水）

　各日とも１３：００～２１：００

　講師　　鴻上尚史

　受講料　　２０,０００円（税込・２日間通し）

　定員　　３０名（要予約・先着順）

　主催・問合せ　　サードステージ

　ｔｅｌ：０３-５７７２-７４７４（平日１２～１９時）

　Ｅメール：ｏｆｆｉｃｅ＠ｔｈｉｒｄｓｔａｇｅ.ｃｏｍ

「シン・ソマティクスＲ」ムーヴメントレッスン

●自分のカラダを知って、姿勢や動きの質を高め

るために、パフォーマーのためのムーヴメント

レッスンです。

　日時　　１クラス目：１８：００-１９：３０／

　　　２クラス目：２０：００-２１：３０

　７月１４日・２１日・２８日（土）

　９月８日・１５日・２２日（土）

　講師　　岸田明子（ＩＳＭＥＴＡ公認ソマティックムー

ヴメント教育者＆セラピスト）

　料金　　２,０００円／１クラス。５回、１０回パス割引

あり

　主催　　（株）ソマティクス＆ボディーコンディショ

ニング

　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ１．ｏｄｎ．ｎｅ．ｊｐ/ｅｗ-ｓｏｍａｔｉｃｓ-ｊｐｎ/

　申込み・問合せ　　ｔｅｌ：０９０-６０２６-２７４３

　Ｅメール：ｓｏｍａｔｉｃｓ＠ｗｏｒｋ．ｏｄｎ．ｎｅ．ｊｐ

以上、芸団協セミナー・マネジメントシリーズ

は、現職者研修のため原則として学生の受講は

できません。お問合せ、チラシ・申込書のご請

求（Ｗｅｂサイトからダウンロードできます）、

お申込みは下記担当まで。

■日比谷／米屋

ｔｅｌ：０３-５９０９-３０６０　　ｆａｘ：０３-５９０９-３０６１

Ｅメール：ｓｅｍｉｎａｒ＠ｇｅｉｄａｎｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｅｉｄａｎｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ/１２ｋａｄｅｎ/０４

ｐｒｏ/ｉｎｄｅｘ_ｂ．ｈｔｍｌ
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悠遊ライフ芸能講座

わがままに楽しむオペラの世界～実相寺
ワールド「魔笛」から始める新オペラ体験

●モーツァルト「魔笛」を取り上げ、手ほどきか

らオペラ劇場での舞台鑑賞までエスコート。稽古

場見学も予定。ナビゲーターはパパゲーノを持ち

役とする久岡昇氏。

　日時　　講座：７月１１日・１８日（水）　全２回

　各１９：00開講（於：芸能花伝舎）

オペラ鑑賞：７月２６日（木）　１８：３０開演または

７月２７日（金）　１６：００開演（二期会公演鑑賞は新国

立劇場オペラ劇場にて、どちらかの日にちを選択）

　参加費　　１６,０００円（講座２回とＡ席チケット代を含

む）

　ナビゲーター　　久岡昇（二期会バリトン歌手）

　主催　　（社）芸団協／ 　共催　　新宿区

三味線音楽の違いを知ろう

●どこがどう違うのかうまく説明できない三味線

音楽のいろいろ。義太夫・地歌・長唄を取り上げ

て、質の高い演奏とお話で違いを納得する講座で

す。

　日時　　①７月１７日：義太夫ってなに？　

②７月２４日：地歌ってなに？　

③７月３１日：長唄ってなに？　

毎火曜日・各１９：００開講。すべて芸能花伝舎にて

　講師　　①竹本越孝、鶴澤三寿々／②米川裕枝、中

川敏裕／③今藤政貴・今藤長一郎、今藤政太郎・

今藤長龍郎

　ナビゲーター　　（各回共通）竹内道敬（元国立音楽大

学教授）

　参加費　　７,０００円（３回セット券）

オペラを歌ってみよう［第１期］

●全幕のオペラは見たことがなくても、何となく

知っているあのメロディー。オペラ歌手の指導で

実際に歌ってみれば、オペラがより身近になるは

ず。昼・夜の２コースあり。

　日時　　①９月１２日、②９月１９日、③９月２６日、

④１０月３日　毎水曜日　

　昼コース：１４：００開講

　夜コース：１９：００開講。すべて芸能花伝舎にて

　講師　　二期会所属の歌手を予定

　参加費　　１２,０００円（４回分）

落語体験入門［第６期］

●扇子や手ぬぐいの使い方から、落語の楽しみ方

までエスコート。充実した講師陣で人気ナンバー

ワンの連続講座の第６期（初級編全７回）。昼・夜

の２コースあり。

　日時　　①１０月４日、②１０月１８日、③１１月１日、

④１１月８日［末広亭で鑑賞］、⑤１１月１５日、⑥

１１月２９日、⑦１２月６日［発表］　毎木曜日

　昼コース：１４：００開講／夜コース：１９：００開講

（４回目以外は芸能花伝舎にて）

　講師　　山遊亭金太郎・桂小文治・桂小南治・春風

亭柏枝・三遊亭遊之介・桂平治・桂右團治・橘ノ

圓満（いずれも（社）落語芸術協会所属の噺家）

　参加費　　１６,０００円

花伝シリーズ

一龍斎貞水（講談）

●レクチャーと実演を通して、人間国宝の技と人

柄に身近に接する花伝シリーズ。３年目となる

２００７年度の第一弾は講談界初の人間国宝・一龍斎

貞水師をゲストに迎えます。演目は、１９７５年芸術

祭で優秀賞を受賞した記念の演目「鉢の木」。対談

の相手は、演芸の世界に詳しい俳優の矢崎滋。

　日時　　８月８日（水）　１９：００開演　

　ゲスト　　一龍斎貞水（講談）、矢崎滋（俳優）

　参加費　　５,０００円（２００７年度予定の花伝シリーズ４

回セット券は１６,０００円）

こんな企画もあります

花伝舎アコーディオン教室

●毎月２回、原則として隔週の金曜の午後（月に

よって若干変更もあり）、芸能花伝舎でアコーディ

オンの個人レッスンが受けられます。初心者でも

可。

１３：００～１６：３０の間で予約制（１レッスン３０分）

　日程　　７月６日・２０日、８月３１日、９月１４日・

２１日

花伝舎で楽しむ―― 芸能に触れる場 ――
芸能に 
触れる 

悠遊ライフ芸能講座・シリーズ、今年は“わがまま体験”がキーワード
　今秋からオープンする芸能花伝舎の新創造スペースで、オペラやバレエの稽古がスタートするのを機に、手ほどきから鑑賞ま

でエスコートする企画として好評を得ている「悠遊ライフ芸能講座」のなかに、オペラとバレエが加わります。本公演そのまま

のセットを組んだ稽古場があったり、舞台を目指して研鑽を積んでいる若い歌手やダンサーたちの姿を日常的に目にできたりす

る環境で、新たな体験と学びの視点を提案したいと考えています。「わがまま体験」の命名のゆえんは、その人その人ごとに、自

分に合った芸能の楽しみ方を発見して欲しいという思いをこめています。

　また、この夏からは定例でアコーディオン教室も始まります。初心者でも大丈夫、演奏にトライしてみませんか？
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

一龍齋貞水師（左）と矢崎滋さん（右）

　主催　　（社）芸団協／　共催　　新宿区

　問合せ　　芸団協・芸能文化振興部

ｔｅｌ：０３-５９０９-３０６０　　ｆａｘ：０３-５９０９-３０６１

Eメール：ｉｎｆｏｐｅ＠ｇｅｉｄａｎｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ　

以上、芸団協主催事業にメールでお申込みの場

合、それぞれ件名を「オペラ体験」「三味線音楽」

「オペラを歌ってみよう」「落語体験入門」「花伝シ

リーズ」と明記してください。詳細は、

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｅｉｄａｎｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ/１２ｋａｄｅｎ/０５ｉｖ

ｅｎｔ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ
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　受講料　　５,０００円（＊楽器貸出あり。ただし別途有

料）

　講師　　松永勇次　

　主催　　花伝舎アコーディオン教室

　後援　　日本アコーディオン協会　

　問合せ　　ｔｅｌ：０９０-４４５５-０５２９（吉田）または

　ｔｅｌ：０３-５９０９-３１８７（ＪＡＡ新岡）

朗読劇「女の一生」公開稽古

●９月７日から９日に四谷区民ホールで上演され

る、故北村和夫演出による朗読劇「女の一生」。公

演を２カ月後に控え、淡島千景、白石奈緒美、真

船道朗ほかによる公開稽古を行います。

　日時　　７月１７日（火）　１３：００集合　１３：３０-１５：３０

　費用　　無料、ただし先着５０名様

　主催　　朗読劇「女の一生」を上演する会

　共催　　新宿区／芸団協／日本俳優連合

　問合せ　　新宿区文化国際課文化国際係

　ｔｅｌ：０３-５２７３-４０６９

芸能花伝舎落語会

●恒例の芸能花伝舎落語会は、下記の日程で開催

されます。

暑中見舞い寄席

　日時　　７月１９日（木）　１８：３０開演

八月落語会

　日時　　８月２７日（月）　１８：３０開演

九月落語会

　日時　　９月１８日（火）　１８：３０開演

　主催・問合せ　　落語芸術協会

　ｔｅｌ：０３-５９０９-３０８０

「１年１組」パペットシアター

●芸能花伝舎ですっかりおなじみになった土曜の

午後の人形劇場。スタンプが５つ貯まると次回以

降の公演につかえるクーポン券がもらえます。新

宿区在住者はスタンプ２倍の優遇あり。とくに近

隣の方はお見逃しなく。

人形一座ホケキョ影絵芝居「アメ玉」ほか

　日時　　９月８日（土）　１４：３０ 開演

　料金　　おとな・こども共通：前売り １,３００円／

当日 １,５００円

　主催　　全国専門人形劇団協議会

　問合せ　　ｔｅｌ/ｆａｘ：０４７０-２２-２７９６　

　Ｅメール：ｈｏｋｅｋｙｏ＠ｒｉｏ．ｏｄｎ．ｎｅ．ｊｐ

大人の文化祭
～ゴールデンエイジ・フェスタ２００７～

●芸能花伝舎が「大人の小学校」に大変身！　楽

しい授業や懐かしい給食など、面白いイベントが

盛りだくさんの二日間です。

　日程　　９月２８日（金）～２９日（土）

　主催　　ゴールデンエイジ・フェスタ実行委員会（ク

ラブツーリズム、朝日新聞、その他）

　問合せ　　同実行委員会　担当：高橋・立石・阿良

（アロウ）　ｔｅｌ：０３-４３３５-６２９１

　Ｅメール：ｇａｆ．ｔｏｉａｗａｓｅ＠ｃｌｕｂ-ｔｏｕｒｉｓｍ．ｃｏ．ｊｐ

　新宿区主催「こども文化体験プログラム」は、この夏は9種類のプログラムが並んでいますが、そのうち3つに芸団協

が協力し、ここ芸能花伝舎で開催されます。参加募集は区報を通じて公募されています。各プログラムとも、参加者は保

険料等のために100円をご負担いただきます。

「こども文化体験プログラム」の一部をこの夏も花伝舎で！

人形劇

　日時　　①７月３０日（月）　１０：３０-１２：００　

　　  ②７月３１日（火）　１３：３０-１５：００

　対象　　３歳～小学３年生程度　＊親子で参加できます。

　定員　　①、②とも各３０名

　指導　　鎧　龍光（あ・ぶ・ぶ人形劇場）

●靴下を使っていろんな人形を作ってみよう。どんな人形ができ

るかな？！　人形作りを楽しんだあとは、人形を動かすポイントを

学んで演じてみます。

落語

　日時　　①７月３０日（月）　１３：３０-１５：００

　　  ②７月３１日（火）　１０：３０-１２：００

　講師　　桂歌若（かつら・うたわか）、三遊亭遊雀（さんゆうてい・

ゆうじゃく）、春風亭べん橋（しゅんぷうてい・べんきょう）

　定員　　各３０名

　対象　　小学生～高校３年生

●プロの噺家から手拭と扇子の使い方を学んで小噺に挑戦。寄席

の開演を告げる太鼓の打ち方体験も予定しています。ちびっ子噺

家の誕生です。最後に本格的な落語の鑑賞付き。

尺八づくり

　日時　　８月６日（月）・７日（火）　１０：３０-１２：３０　

＊２日間通して実施。

　講師　　川瀬順輔・田中忠輔（尺八演奏家）

　定員　　３０名

　対象　　小学生～高校３年生

●竹を使って自分だけの尺八作りに挑戦。絵の具でペイントした

り、色糸で装飾したり。Ｍｙ尺八ができあがったら、プロの実演

家に指導してもらって音を出してみます。

＊上記以外のプログラムについては、新宿区担当係にお問合せください。

お申込み
方法 郵送またはＦＡＸで、必要記入事項を明記のうえ宛先までお申込みください。

　必要記入事項　　参加希望プログラム名・希望日時・住所（郵便番号）・氏名（フリガナ）・性別・電話番号・学年・保護者氏名
　宛先・問合せ　　〒１６０-８４８４新宿区歌舞伎町１-４-１　新宿区地域文化部文化国際課「こども文化体験プログラム」
　ｔｅｌ：０３-５２７３-４０６９　　　ｆａｘ：０３-３２０９-１５００

　応募締切り　　２００７年７月９日（月）必着！

＊応募者が多数の場合は抽選になります。結果は７月２０日ごろに発送します。なお、定員に空きがある場合は、７月１１日以降に先着順で受け付けます。
　空き状況については電話でお問合せください。
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　校庭の一画、２５ｍプールがあったところに１階建て２室の

稽古場を建設しています。工事は３月からスタートしており、

現在、着々と工事は進行中。９月にはオープンの予定です。

　学校として使われていた頃、プールは敷地の有効活用のた

め、プール使用の期間以外は鉄板でふさがれて校庭の一部と

して使えるようになっており、夏の利用時期に鉄板を取り外

して使用していたとのことです。花伝舎のオープン以来、１

トン超の鉄板が３０枚以上しかれたまま（写真①）でしたが、

工事が始まってまず天板が外され、中の鉄骨を解体し、プー

ルサイドも掘削をしました（写真②）。そして新しい稽古場の基

礎コンクリートが打設されました。プールサイドを含め、元

プールの敷地をいっぱいに使って建てられます（写真③）。

　５月下旬、上棟式を行って、建物の要となる鉄骨が組まれ

始めました。鉄骨組みが終わると、全体の雰囲気、ボリュー

ム感がわかるようになりました（写真④）。

　６月にはいって、周囲には足場とネットが張られ、屋根板、

壁板の取り付けが行われています。外壁は、まわりの建物と

調和がとれるような色になるように選ばれました。工事は８

月いっぱい続き、内装工事が終れば、引渡しとなります。９

月には新稽古場として利用が開始されます。

　稽古場①はリノリウムの床で広さは１６１�（４８.７坪）［幅１４.０

ｍ×奥行き１１.５ｍ×高さ５.３ｍ］、稽古場②はフローリングの床で

広さは１３８�（４１.８坪）［幅１２.０ｍ×奥行き１１.５ｍ×高さ４.７ｍ］

となり、天井の高い稽古スペースとなります。主にバレエ、

オペラの研修機関が使用しますが、一部の時期・時間帯につ

いては広く貸し出しを行う予定です。

　具体的な貸出期間、料金、スペースの詳細等については、

７月後半を目処に芸能花伝舎ホームページ、メールニュース

等でお知らせします。

新稽古場の建設に伴いいくつかの改善を行っています

■１Ｆ渡り廊下にスロープを設置しました（写真⑦）。

　今まで、本校舎と特別棟を結ぶ渡り廊下には、小学校の時

に使われていた板のスノコと階段があり、特に搬出入の際に

はご不便をおかけしてきましたが、コンクリートのスロープ

を取り付けたことにより、台車での搬出入や車いすの方の出

入りもスムーズに行っていただけるようになりました。

■校庭門の幅を拡張し大型車の出入りをスムーズに行えるよ

うにします（写真⑧）。

　校庭側の道幅と校庭門の間口が狭いために、４トン以上の

大型トラックの場合、隣接のビルの敷地に乗り上げつつ切り

返しをしながら出入りしなくてはならず、その度ごとに警備

員が段差スロープを置いて対応してきましたが、新稽古場の

工事を機に門の間口を拡張することといたしました。現在は

［写真④］鉄骨が組まれる ［写真⑤］全体の構造が見えてきました ［写真⑥］屋根板、壁板の取り付け

［写真①］校庭の元のプールの姿 ［写真②］天板を外し掘削 ［写真③］コンクリート打ち

創造スペース 

芸能花伝舎の新稽古場、９月オープンの予定です
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仮設の門が取り付けてあり、新しい門扉は新棟が完成する頃

に設置いたしますが、現在でも、警備員の立ち会いのみでス

ムーズに出入りできるようになっています。

■本校舎１Ｆ男子トイレを改装しました。

　古い管の詰まりによって、流れが悪い状態となっていまし

た。もはや管の洗浄だけでは対応できず、便器・配管をまる

ごと交換、自動洗浄タイプにしました。

　今後も、使えるところはできるかぎり使い続け、必要に応

じて修理、交換いたしますが、ご利用いただく皆様にご不便

をおかけすることがないよう心がけてまいります。

　日本映画テレビ照明協会は、１９５９年に日本映画照明新人協会と

して発足。その後、名称を変えていますが、日本の映像に関わる

照明技術者の組織として４８年の活動歴を持っています。機関誌

『映像照明』（年２回）や、会報『スポット』（２カ月毎）を発行

し、今年で３８回を迎える「照明まつり」では、映画・テレビドラ

マ・記録映画・ＣＭの中から、毎年、照明技術の優れた作品を

「照明技術賞」として選出・表彰しています。

　花伝舎３－６の住人になったのは、２００５年の１１月から。以前

の事務所は新宿２丁目にありましたが、狭くて会議があるとぎっ

しりで大変だったとか。それがゆとりの空間がたくさんある校舎

にはいって、ゆったりできるようになって常勤のスタッフの皆さ

んはとても喜んでいるそうです。「いやぁ、環境がよくなった」と

説明してくれながら、嬉しそうに事務局長の酒匂さんが見せてく

れたのは、冬の日の花伝舎の廊下の映像でした。北側の廊下に、

向かいのマンションのガラスに反射した光が木々のこずえを映し

だしながら揺れています。その光景をみて思わず嘆声をあげたと

いうのは、さすが照明技術者、目のつけどころが違います。光と

影を操る専門の技術を生かして、今年の５月５日の「芸術体験ひ

ろば」ではアマチュアのための照明教室を開催し、ちょっとした

光の工夫で写真が変わるデモンストレーションをしました。「照明

について知ってもらうために、今後もこういうことを若い世代を

巻き込んでやりたい。それに、照明まつりを体育館でやりたい

ねぇ」と、これからの事業の夢も膨らみそうです。現在、会員は

５１０名。日本映画の活況は嬉しいけれど、中堅・若手は現場が離

れられず、なかなか協会の活動に参加できないのは残念。が、デ

ジタル化の進展で照明技術の継承がちゃんとなされていくのかと

いう課題も山積で、こういう時代だからこそ若手育成は協会の大

事な仕事。次世代を巻き込んでいく活動のために花伝舎が活用さ

れればよいですね。

　同協会が住人になってから、花伝舎のお花見は校庭門のそばの

桜がライトアップされるようになりました。イベントのライトの

仕込みにアドバイスをいただくことも。芸能はスタッフの専門性

に支えられているんだと、改めて教えられることが多いです。

日本映画テレビ照明協会

　芸能花伝舎は、芸団協が文化芸術振興事業を進めること、

さらに新宿区の文化振興を図ることを内容とした文化協定

を新宿区と結び、廃校となった旧新宿区立淀橋第三小学校

を賃料を払い借り受けたものである。廃校利用の最大メ

リットは西新宿のロケーションにしては安いこと。新築ビ

ルだとその価格は測りしれない。最大のデメリットは老朽

化による設備不具合の発生である。花伝舎に生まれ変わる

とき、耐震補強による建物補強、稽古場としての活用のた

めに床張りなどの改装工事、不足電源の補強などを行って

いるので、このあたりはここ２年ではガタはこない。

　花伝舎の弱みは水回りである。ある日届けられた水道料

金請求書、前回の２倍に跳ね上がっていた。急遽原因の究

明。敷設水道本管が破れ大量の水漏れ。さらに長年使い続

けた配水管、トイレの詰まりと続いた。このコストは馬鹿

にならない。大家である新宿区との協議であるが、なかな

か渋い。

　芸能花伝舎の開場に当たっての改修費。理想を追い求め

た設計注文の見積もりに仰天。涙を飲みつつ工事を半分に

削減した。そして思いついた方針は「芸能花伝舎は成長す

る施設である」。行政が使われない御殿のような文化施設を

つくるのとは正反対の民間の知恵であると。

　稽古場への鏡張り、昨年は一階トイレの改修、さらに今

年、資材等の搬入に不便をかけていた特別棟に通じる階段

をスロープに改修した。胸を張っていいかな？

［写真⑦］本校舎と特別棟を結ぶ渡り廊下
にスロープを設置
［写真⑧］校庭門の幅を拡張します。

芸能花伝舎の
住人たち⑩

事 務 局

か ら


