08
REPORT

01

10周年の感謝をこめた
「芸術体験ひろば」

芸能花伝舎はこの夏より
10年目の改修を行います

5 月5日、芸能花伝舎で「芸術体験ひろば」が開催されました。芸

芸能花伝舎は、2005 年の開場からはや10 年目を迎えまし

能花伝舎開場以来、花伝舎入居団体や芸団協会員団体、地域の方々

た。稽古場やセミナー、ワークショップ等の利用で、現在では年

とともに開催し、10 周年の今年は過去最高の延べ約 5,100 人が来

間延べ15 万人が行き来する場となりました。ご利用いただい

場。校庭には「こいのぼり」が空いっぱいに泳ぎ、地元の淀橋町会は

ている多くの皆様に、心より感謝申し上げます。

じめ近隣の商店会の各種模擬店や東北の物産などが出店し、地域の
お祭りとしても賑わいました。

小学校の雰囲気が残る建物ですが、日本財団の助成も得て、
この夏から、大規模な改修を行います。特に、エントランスとな

音楽・人形劇・演劇・演芸・マジックなどの鑑賞や、アクション・

る本校舎1階は、展示や発表の場としても活用できる空間とし

バレエ・伝統芸能などの体験プログラムのほか、乳幼児向けプログ

て、また、芸能花伝舎の新たな「顔」として生まれ変わります。そ

ラム、体育館での Special LIVE をあわせ、合計 28 プログラムを実

の他、各稽古場、水まわりの改修、外壁や校庭のお化粧直しも行

施。今回は芸団協CPRA（実演家著作隣接権センター）とコンピュー

い、より多くの皆様との出会いや新たな創造、発信の場となる

ターソフトウェア著作権協会によるクイズラリーも開催され、参加

よう整備いたします。

した親子約100 名に実演家の存在や著作権・著作隣接権、肖像権に
ついて知っていただく機会となりました。
どの教室も元気な子どもたちの笑顔と熱気に満ちていましたが、
「0・1・2 歳と家族のゆったりルーム」で、パパ、ママと赤ちゃんと

工期は、本年 7 月から12 月までを予定していますが、スペー
スの利用やイベント等との日程調整を図りながら、工期中も休
まず営業しておりますので、ご利用を希望される際はお気軽に
お問合せ下さい。

でふれあう姿、体育館の Special LIVE では、おじいちゃん、おばあ

この改修を機に、さらに皆様にご利用いただきやすい施設と

ちゃんとお孫さんという組み合わせもたくさん見られました。子ど

して、また、
「芸能の花が咲く」場として発展していくよう、関係

も達に生の芸能に触れ、感動を味わってほしいという願いからつく

者一同、力を尽くしてまいります。今後とも引き続きよろしくお

られている「芸術体験ひろば」
。今年もたくさんの思い出とともに終

願いいたします。

了しました。

「芸術体験ひろば」の様子
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今年度の「キッズ伝統芸能体験」は、
「伝統芸能☆ミカタ計画」ほかを新設！
小学生から高校生までを対象に、能楽・長唄・三曲・日本舞踊を一

2013年度は、都内8カ所、17コースで、315人の子どもたちが

定期間にわたりお稽古し、その成果を舞台で発表する「キッズ伝統

参加。3月には宝生能楽堂で能楽、浅草公会堂で長唄・三曲・日本舞

芸能体験」
。7年目の今年は、定番の長期プログラム（9月〜 3月）に

踊の発表会が開催されました。この日のために頑張ってきた子ども

加え、中学生・高校生が対象の特別コース「伝統芸能☆ミカタ計画」

たちの晴れ姿を見ようと、多くの方が来場し、会場は満席に。本番前

（11月〜 3月）や、修了生が対象のコース（12月〜 3月）
、夏休みの

には「緊張する…」と俯いていた子も、舞台に上がると背筋をぴんと

短期コース（7・8月）と幅広いラインナップでお届けします。7月5

伸ばし、堂々と発表していました。芸道を通して和の心を学ぶ子ども

日
（土）
・6日
（日）
には芸能花伝舎でお試し体験・見学会を開催します。

たちの目覚ましい成長に、会場は温かい拍手と笑顔で包まれていま

詳細・お申込みについては、下記ウェブサイトよりご確認ください。

した。
6年目を終え、
修了生はこれまでに約1800人を数えています。
＊本事業は、東京都、東京文化発信プロジェクト室、東京発・伝統WA 感動実行委員会が

http://www.geidankyo.or.jp/kids-dento/

主催し、芸団協はその実行委員会の一員であるとともに、事務局を担っています。

「キッズ伝統芸能体験」2013 年度発表会の様子

芸能花伝舎は多くの皆様に支えられています。
ご支援ありがとうございました。（2013 年度）

＊敬称略

■芸団協サポート会員（団体会員）
特定非営利活動法人 ACT.JT

公益財団法人 新国立劇場運営財団

ぴあ株式会社

株式会社ＴＢＳテレビ

学校法人 東成学園・昭和音楽大学

株式会社 俳優座劇場

株式会社 フジテレビジョン

富士ゼロックス株式会社 新宿支店

有限責任事業組合アートサポート

表現教育花伝舎倶楽部

Vocal Arts Service Center

■芸団協サポート会員（個人会員）
白津 守康

吽野 定男

太田 耕二

岡田 澄子

小泉 直樹

斎藤 寿孝

崎元 讓

千葉 和美

羽津 和子

藤間 浩菊

藤間 勘洋雪

丸山 ひでみ

安江 美加

横山 啓子

■寄付者（団体）
一般社団法人 演奏家権利処理合同機構 MPN

株式会社 電通

株式会社 共栄会保険代行

京懐石 柿傳

一般社団法人 コンサートプロモーターズ協会

特定非営利活動法人 時代劇振興協会

公益財団法人 東京二期会

株式会社 二期会 21

淀橋町会

淀橋幼稚園

「芸能実演家・スタッフの
活動と生活実態調査」を
行います
芸団協では、５年に一度、芸能に関わる人々
の状況を把握し、資料として政策提言などに

匿名 4 団体

役立てるため「芸能実演家・スタッフの活動

■寄付者（個人）
今村 草玉

小泉 博

三遊亭 小遊三

棚野 正士

田村 悳

常磐津 東蔵

芳地 博光

米山 文明

海老澤 千代

清水 泰郎

溝上 裕夫

匿名 12 名

と生活実態調査」を実施しております。
今年は第 9 回目となり、主に会員団体の構
成員に無作為抽出でアンケートを送付いたし

■震災復興に文化芸術を基金
株式会社 エス・シー・アライアンス

公益財団 法人日本伝統文化振興財団

鈴音 彩子

棚野 正士

●On Line 寄付サイト経由のご寄付

ます（無記名回答）
。7 月下旬〜 8 月の発送を
予定しており、お手元にアンケート用紙が届

朝倉 由希

石川 泰

岩崎 みどり

小林 恵美子

柴沼 晃

鈴木 進

竹内 潔

いた方は、ぜひご協力のほどよろしくお願い

中村 敏彦

平本 欣司

藤本 明義

許 安紀

前川 尚美

丸山 ひでみ

宮川 祐文

いたします。

美山 良夫

ほか匿名寄付多数
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