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令和二年度「群馬の文化」支援事業 渋川市提案型市民協働事業



渋 ミ ュ 紹 介 ノ 巻

ミュージカルを軸に渋川を盛り上げるべく発足した渋川若者子ども
未来創造プロジェクト。その活動はミュージカルという枠を超え、
さまざまな花を渋川を中心に咲かせています。
この巻ではそのプロジェクトを紹介しちゃいます。



渋川子ども若者未来創造プロジェクト (通称：渋ミュ )は、人口減少に危機感を覚えた、

地元を熱く想う人たちによって発足した団体です。都会の若者との交流を通して、渋川

地域の魅力発信をすることを目的として、ミュージカル公演などの活動を通して、地域

活性化に取り組んでいます。ミュージカル以外にも、“人のつながり” を意識した様々

な活動に取り組んでいます。

渋ミュとは???



2019年
ぼんやしろしろ

第1回・第2回作品について

実家の裏山の上にある小さな小さな社。小
さな女の子二人と、男の子一人。　「ぼ・ん・
や・し・ろ・し・ろ」日暮れまで遊んだ記憶
と、セミの鳴き声。ある日突然、あなたの思
い出の場所が、便利さと引き換えに無くな
るとしたら。夏の盛り、お盆休み。大人も子
どもも、男も女も、誰にでもあるふるさと
の物語。温かく切ない、ちょっと不思議な
オリジナルミュージカル。

2020年
ばんやくらぐら

昭和40年代のある田舎町。その土地で
ずっと続いていた、名前も無いような
「お祭り」。そのお祭りの存続・変化・縮
小に関わる、熱い想いを持った人たち
の物語。前回公演「ぼんやしろしろ」の
登場人物・源蔵が若かりし頃。人の繋が
りと、自分たちが生きる場所について
の、オリジナルミュージカル第二弾！



星野敬太郎会長
本日はご来場にありがとうございます。 初回公演「ぼんやしろしろ」からおよそ２年。公演をご覧いただいた方々
やご支援いただいたみなさまから温かいお言葉や激励をいただき、3年目の活動を行ってまいりました。特に
この1年は新型コロナウイルスの影響で、幾度となく練習会の中断を余儀なくされ、当初予定していた舞台公
演も２月から7月へ延期とすることを決定いたしました。しかしながら、少子高齢化の波を受けて人口減少が
進んでいる渋川を、市民らがミュージカルを通して元気にしていきたい、という想いのもと、キャストメンバー
３１人によるオンラインによる練習会を積み重ね、今回 デジタルオーディオミュージカル という新しい形で”
の作品づくりに挑戦いたしました。コロナという逆境の中にあっても、なお輝き続ける市民のエネルギーを、
ぜひ作品を通して感じていただければと思います。最後になりますが、これまで本当にたくさんの皆様に支え
られ準備を進めことができました。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。

主催者代表挨拶

中原和樹
陳腐な言い方かもしれませんが、人と人が出会うということは、本当に奇跡的であると思います。
人生のどこかの選択が異なっていれば、出会えていないかもしれない人たち。
全ての流れが速い世の中で、ぽっかりとあいた空白のように、偶然にもゆっくりと歩む時間となった 2020 年
に、改めてそこに想いを馳せました。同時に、誰かと「出会うこと」の延長には必ず、「別れること」というものが
存在するとも思います。だからこそ、「いま」と「ひと」に対して、人は真剣に、真摯に、そして優しくなれるのだ
と信じています。
別れは悲しいことです。
そして人生には、悲しいことだけではなく、変なことも、不可解なことも、そして不条理なこともたくさんあり
ます。それでもいつだって空は見上げると青く、川は流れていくのです。僕はそのことを想うといつでも涙が溢
れそうになり、寂しくなり、そして嬉しくなります。それだけ人間は不思議で、多層的で、素敵なんだと思いま
す。この作品に触れた方の気持ちが、少しでも晴れやかになり、健やかになり、暖かくなることを願い、渋ミュ
のみんな、文字通り力をあわせて創り上げました。
お楽しみいただけましたら幸いです。

演出家



渋ミュ組織図

この団体ってどうやって
運営されてるのっていう
ところ見せちゃいます！

音響

照明

実行委員会

事務局

渋川こども若者未来
創造プロジェクト制作

運営ボランティア
炊き出し班・
赤城VYS・

演出舞台監督

衣装 /小道具

大道具

キャスト

演出助手

歌唱指導

作詞 /作曲

振付 /ダンス指導

広報

SNS/ブログ班

ホームページ班

クラウド
ファンディング班

アートプロジェクト

アフリカのヘソ
プロジェクト

出前コンサート

つながる
プロジェクト

会計

当日制作



派生プロジェクト紹介ノ巻

渋ミュではミュージカルを軸に地域活性化を図るために日々活
動をしています。この章ではミュージカル以外に渋ミュの活動
を彩るプロジェクトを紹介します！その活動のフィールドは渋
川にとどまらずついに海外にまで！



コロナ禍で対面で会えなくなってしまった渋
ミュのみんなに渋ミュでのつながりを感じ、思
い出してもらうために発足。第一弾ミュージカ
ル : ばんやくらぐら、第二弾ミュージカル : ぼ
んやしろしろの劇中歌でもある「喫茶店ハナ」
を歌ったもの、踊ったもの、花の写真を撮った
ものなど自由に集め、一つの作品にしました！
ラスト 25人で踊る喫茶店ハナ、圧巻です！こ
ちらYouTube でも観ることができますのでぜ
ひチェックしてみてください！
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　渋ミュでは、ミュージカルのみならず、表現方法を「アート」
という括りに広げることで、さらに人の繋がりを広げていけるの
ではないかと” いう思いから、新プロジェクト アートでつながる
「heART to heARTプロジェクト」 を立ち上げました。渋川地域
の伝承や歴史をテーマに市民の皆さんから自由公募した作品、お
よび市民の皆さんが渋川地域の伝承を聞くWSに参加し、それを
元にプロのアーティストから学んだ表現方法で各々作り上げた作
品を中心に、伊香保地域にアート作品を展示を行ない、渋川ゆか
りのアーティストの作品や当日の体験コンテンツを配し、街の回
遊・滞在を促すことを目指しています！

　伊香保はかつて文人たちが愛した温泉地であり、 渋川市内に

は日本シャンソン館が存在し、 赤城には国指定重要有形民俗文

化財である上三原田の歌舞伎舞台が上演されるなど、 渋川地域

は今もなお文化芸術が盛んな地域です。数多くの芸術が育まれ

た渋川で、 渋川独自のストーリーである、 地域に伝わる昔話や

伝承を別の形で表現することで、 地域の魅力の再発見・発信に

つながるのではないかと私たちは考えました。 また、 このアー

トイベントを通して多世代が関わり、 人と人のつながりが生ま

れ、 地域活性化の一助となればと考えています。

SHIBUKAWA ART RELAの RELAは RELATION （関係性） 

や RELAY （つなげる） といった単語の頭文字を取った造語で

す。 後ろに続く文字によって多様な変化を受け入れるという想

いを込めて、 「アートで人と人がつながり、 多様な価値観を認

め合っていく」 ことができれば、と考えています！
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第１回公演「ぼんやしろしろ」の
劇中歌『明日の空』。
 
この曲を合唱曲としてアレンジすることで、また別の表
現方法として、より多くの人に広げていけるのではない
かと考え、このプロジェクトを立ち上げました。
 出会いと別れを表現したこの曲を、
これからそれらを経験するであろう
中高生を中心に歌ってもらうことで、
多くの人にこの曲を知ってもらう
ための活動を今後継続して行っていきます。
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遠い海の向こう、アフリカ大陸・ルワンダに渋ミュメンバー
ヒロキ君が赴任。一方渋川ではコロナ禍もありオンラインで
作品つくりをすることに。「そうしたら世界のどことでも繋
がれる！」となり本プロジェクトが始動。最初は何ができる
かほぼ白紙の状態。それでもめげずに今年の作品のテーマで
ある「出会いと別れ」でルワンダでもアート制作をするべく、
渋ミュでの経験を一人一人に伝えるうちに仲間が集まり、つ
いに２つのプロジェクトが動き出す。一つ目は４コマ漫画プ
ロジェクト。ヒロキ君が現地の方に「あなたにとっての出会
い」をインタビューし、そのストーリーをもとに現地の漫画
家と共に４コマ漫画を作成。二つ目は渋ミュメンバーとルワ
ンダのヒロキ君の仲間が翻訳機を一切使わず、お互いの言語
で文通をし、言葉や場所を超えたつながりに挑戦する「ブン
ブンプロジェクト」。どちらも自分たちなりに一緒にできる
ことを結集して実現していて、これこそ渋ミュが大事にして
いる理念の一つ。 



コンセプトは、
「劇場から飛び出して” 出前” のように身近なところへ
上質な音楽を提供する」こと。
 
全国で活躍する音楽家たちを集め、
渋川市民の方々へ上質な音楽に触れる機会を増やすこと
を目的として、コンサートを行う活動を行っています。
過去３回は伊香保温泉とのコラボとして、
旅館をベースに活動してまいりましたが、今後伊香保以外
でも活動をしていきたいと考えています。
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くれてほろほろあらすじ/劇中曲紹介ノ巻



　霧がかった川のほとり。姉を探す一人の少女は「ソノヘンノヒト」と名乗る人物と

出会い、選択を迫られる。一方、江戸時代後期の宿場町。酒好きの村人と、そこにやっ

てきた「遊道花楽座」の旅芸人たち。その一員おヒメは日々主役を狙うが、期待され

るのは新人・おフチばかり。村へお遣いに出されたおヒメはひょんなことから剣術の

達人・房之助とお琴に出会い・・・

　ゆらゆらと、ほろほろと。人は選び、叶え、また選ぶ。いつかくっつくと信じて。「ば

んやくらぐら」「ぼんやしろしろ」へと、時代を越えて思いが繋がる、出会いと別れ

の物語。

離れていても、きっとつながっている。詩、絵、音、伝承。２０２０年、人々の想い

が詰まったオリジナル・デジタルオーディオミュージカル！

あらすじ



遠い海の向こう、アフリカ大陸・ルワンダに渋ミュメンバー
ヒロキ君が赴任。一方渋川ではコロナ禍もありオンラインで
作品つくりをすることに。「そうしたら世界のどことでも繋
がれる！」となり本プロジェクトが始動。最初は何ができる
かほぼ白紙の状態。それでもめげずに今年の作品のテーマで
ある「出会いと別れ」でルワンダでもアート制作をするべく、
渋ミュでの経験を一人一人に伝えるうちに仲間が集まり、つ
いに２つのプロジェクトが動き出す。一つ目は４コマ漫画プ
ロジェクト。ヒロキ君が現地の方に「あなたにとっての出会
い」をインタビューし、そのストーリーをもとに現地の漫画
家と共に４コマ漫画を作成。二つ目は渋ミュメンバーとルワ
ンダのヒロキ君の仲間が翻訳機を一切使わず、お互いの言語
で文通をし、言葉や場所を超えたつながりに挑戦する「ブン
ブンプロジェクト」。どちらも自分たちなりに一緒にできる
ことを結集して実現していて、これこそ渋ミュが大事にして
いる理念の一つ。 

劇中曲紹介
Ｍ１　ゆらゆらり　
作詞：中原和樹　作編曲：くぼなつみ　歌：人物（ソノヘンノヒト）

　時間も場所も定かでない、霧がかった川のほとり。小舟に乗った姉と選択を迫られた少女。
やがて見えてくるたくさんの小舟の中の、意志に満ちた人たち。ゆらり ゆらり ゆらゆらり。
果てない流れの中で、人々はどこへ向かい、どこへいきつくか。

Ｍ２　寄ってけ余徳村　
作詞：中原和樹　作曲：伊藤駿　編曲：くぼなつみ　歌：お花、太郎、村人、旅人

　房之助、お琴らが住む宿場町、余徳村。酒好きの村で開かれる、月に一度の縁日は大賑わい。
名主の太郎とその妻お花も、旅人を歓迎する。野菜もとれて、お米もできて、何より明るい！
ちょっと酒臭いけれどここが私たちの居場所！！

Ｍ３　いつかくっつく　
作詞：中原和樹　作編曲：くぼなつみ　歌：少女、姉、おヒメ

　廃神社の境内で思いにふけるおヒメは、少女とその姉に出会う。初めてだし、そうじゃない、
不思議な感覚。けんけんぱ。かくれんぼ。「子どもの頃は何も考えずに好きに遊んだでしょ？」
つながった縁は、ぱっと離れても、いつかくっつく。

Ｍ４　これぞ好機
作詞：中原和樹　作編曲：くぼなつみ　歌：芸人、おヒメ、お琴、房之介、九兵衛

　「とざい！とーざい！我ら遊道花楽座、堂々お披露目いざ見参！」天下目指して芸を磨いて、
思いがぶつかり縁はつながる。会いたい、あの人に。好機到来！会える、あの人に。それぞれ
の場所で、それぞれの思いが重なる。

Ｍ５　ゆれゆれて (M1 Reprise)

作編曲：くぼなつみ
クラリネット指導 : 山崎京子クラリネット演奏：福島絵理香、小林美樹、高橋祐史

Ｍ６　蛍だったら
作詞：中原和樹、田中沙織　作編曲：くぼなつみ　歌：おヒメ、おフチ

　夜中、小さな川のほとりに、無数の小さな蛍の光。光の中のあなたと私。今だったら、
伝えられるかな。ここでだったら、聞けるかな。たくさんの思い出、大切な家族。光って、
光って、一緒に光って。またその時が来たら一緒に川辺を舞いましょう。

Ｍ７　巡りめぐる旅　
作詞：中原和樹　作編曲：くぼなつみ　歌：おヒメ、おフチ、お琴、村人たち、芸人たち、大塩平八郎

　夜は少しずつ白んで、そして朝日が昇る。 「選んだね」 それぞれの決意、それぞれの決断。
誰かのために、何かのために、一つ叶え、選ぶ。だから、いつかまた。いつかまた。その日
まで、輝くものと仕舞っておこう。

Ｍ8　くれてほろほろ
作編曲：伊藤駿

　そしてはじまる夏祭り。全員が舞って、待って、縁が出来ていく。



出演者

                              
少女                    松本 好未
姉                        青木 琥珀
ソノヘンノヒト  　 城詰 完奈

                     
おヒメ       
おフチ      
徳ねえ          
忠さん                
お　町   　　
安五郎                    
浅次郎                                
芸　人                 
                             
                    

岩上 奈央
田中 沙織
大畠 涼子  
稲松 泰祐
関 万奈未
多田　 聡
稲松 　遥
石田 瑞香          
小林 美樹            
福島 絵理香 

【遊道花楽座】 【川のほとり】
房之助           
お琴               
源爺                
米婆                
お竹                          
お鷹                
お隅                
太郎                
お花                                 

【余徳村】

高橋 祐史
長谷川 ひかり
矢野    和登志
岩渕 智子
沢口 蓮美
町田 美稀
佐々木    柊人
植松 盛夫
村山 朋果
     

                
九兵衛                                           
大塩  平八郎      
碧天狗                 
黒天狗                 
村人                     
                               
                             
                             
                             

前田  一光
村井  美晴
宇都  恵利花
関      章弘  
飯塚  千代子
小野  恵子
加邊  和佳奈 
金子  幹大  
福田  瑛那  
     



脚本演出　中原　　和樹
演出助手　中野　　真由子
作編曲　　くぼ　　なつみ
歌唱指導　飯塚　　朋子
音声編集　向笠　　揚一郎　
映像編集　橋本　　伸太郎
背景絵巻　藤崎　　花帆
　　　　　町田　　美稀
　　　　　小林　　美樹
　　　　　城詰　　完奈
　　　　　三俣　　明日香
　　　　　植松　　盛夫
　　　　　橋本　　伸太郎

　　　　　　　　     星野　　敬太郎
                                     須田　　豊
                                     飯塚　　欣彦 　
                                     山内　　崇仁
                                     田部井　千圭広 
                                     飯塚 　　陳古 
                                     細渕　　恵美　
                                     清水　　令子
                                     石井　　由貴

前田　　葉子
青木　　明子
高橋　　見奈
金子　　晴美
金子　　竣亮
小林　　秀夫
飯野　　由希子
山崎　　恵一郎
木暮　　浩美　

　　　　　　   三俣　　郁美
　　　　　　   野口　　斉哲 
　　　　　　   内田　　栞
　　　　　　   栗原　　幸代
　　　　　　   半田　　万尋
　　　　　　   山田　　愛莉
　　　　　　   上田　　麻菜美

藤崎　　花帆
霜田　　由三加
須永　　真緒
山崎　　京子
竹内　　正則
木全　　弘樹

運営ボランティア運営ボランティア

舞台スタッフ

スタッフ



くれてほろほろの世界と人物相関図ノ巻



舞台監督
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渋ミュの舞台ができるまでの巻

舞台に上がるのは役者だけですが、役者が舞台で歌って踊って
するまでにはながーいながーい期間多くの人が関わってその一
瞬が出来上がっています。
この巻では渋ミュの舞台制作の裏側をお見せしちゃいます！！



仕組みを整える組
制作 /会計

運営ボランティア

ミュージカル公演が終わるま
でに必要な各工程を段取り、
舞台制作に関わる各部門の意
見を調整し、全体を管理する
部門です。演出チームの要望
を取りまとめ事務局と調整し
たり、全ての部門とやり取り
をし渋ミュの運営を取りまと
めるブレーン的存在です。

実行委員会

広 報

渋ミュの最終意思決定かつ内
外関係者の橋渡しをしてくれ
ている機関です。ミュージカ
ルの練習に専念できるよう稽
古場を確保したり、団体が円
滑に回るよう補助金の申請や
協賛の獲得など渉外活動など
も行っています。

 渋ミュの魅力を団体の外に発
信する窓口です。舞台のパン
フレットの制作から、SNS の
運営、ブログ・SNS の更新に
至るまで、ひとりでも多くの
方に渋ミュの活動を知ってい
ただき、応援してもらえるよ
うに日々情報の発信をしてい
ます。

有志で渋ミュの活動を支えてく
ださっている皆さんです。
ミュージカル制作に関わるみん
なが作品作りに集中できるよう
賄いを作ってくれたり、ワーク
ショップが円滑に進むように準
備をしてくれたりと、裏で渋
ミュの活動を支えてくださって
います。



キャスト

作品を作る組
渋ミュでは年齢、経験問わず、
やりたい！と思った人はみなさ
ん役者としてミュージカルに挑
戦することができます。現在、
小学生～80代までの幅広い年
齢層の方々が活躍しています。

舞台制作の舵取り役です。役者
の指導から、衣装、舞台美術、
照明の切り替えに至るまで、作
品の全てを取り仕切ります。渋
ミュでは、演出家・中原和樹さ
んが演出を取り仕切っていま
す。

演出助手  演出家が演出に集中できるよう
に 30名を超える役者のスケ
ジュール管理や彼らのサポー
ト、振り付けや歌唱指導など、
舞台制作に関わる他部門とも調
整をし、本番まで円滑に舞台制
作が進むようにします。

ミュージカルの根幹である音
楽を生み出す部門。主に演出
家である中原氏が書き上げた
脚本の世界観を十二分に表せ
るように音を紡ぎ、編曲を重
ねて一曲一曲魂を込めて作成
していきます。

歌唱指導 みんなの想いが舞台を観るお
客さんに最大限届くよう、歌
の側面から役者を サポートす
る存在です。楽譜の読み方か
ら 発声法まで、役者の音楽に
関わる幅広い悩みに寄り添い、
支えます。

振付/ダンス指導

作曲家が作ってくれた音楽に合
わせて振り付けを考え、役者に
指導します。歌唱指導とタッグ
を組み、歌と踊り、両方のバラ
ンスが最適になるように調整し
ます。ワークショップ前の
ウォーミングアップも担当しま
す。

演 出

作詞 /作曲



舞台を作る組
大道具

音響

照明

舞台監督

衣装 /小道具

本番の音出し、役者のピンマイ
ク、ステージマイクの音量管理、
など心地よくお客さんが舞台を
楽しんでもらえるよう、最新の
注意を払いながら音の調節をし
ます。

お芝居の世界観を作り出すた
め、演出家と打ち合わせを行い
ながら、様々な材料を用いて舞
台のセットを準備します。作っ
た舞台美術が実際に舞台に乗っ
た時の感動は計り知れません。

舞台上の照明を自在に操り、
シーンを光の観点から盛り上げ
ます。照明のタイミングは舞台
の成否に直結するほど大きな役
割を占めます。考えたライティ
ングを褒められた時の嬉しさは
何者にも変え難いです。

衣装の面から役者の演技を後押
しする部門。演出家と打ち合わ
せをしながら配役に一番合うよ
うな衣装案を考え、準備をしま
す。渋ミュでは主に有志で提供
を受けた衣装の中から舞台衣装
を組み合わせて着ます。

舞台上のリスクマネジメント、
進行を一手に請け負う人です。
会場入りした後一番偉い人で
もあります。舞台準備から片
付け・撤収まで事故なく公演
を終えられるよう、スケジュー
ル通りに公演が進むよう常に
目を光らせています。



デジタルオーディオミュージカルができるまでの巻

ここに辿り着くまでにいろいろありました。どんな経緯でここ
までたどり着いたのか、その軌跡と奇跡を振り返ります。



くれてほろほろ一年の動き

4 月 8 日             　緊急事態宣言
5月 30 日          　 第 3 回公演決定　実行委員会にて
5月　　　　　　つながるプロジェクトスタート
7月 23 日           　体験WS第一回（赤城公民館）
8月 10 日           　体験WS第二回（赤城公民館） 
8 月 22-23 日    　 第一回WS   ▶  中止
9月 12-13 日    　 第一回目WS ( 宿舎 ) &
                             　 ONLINE WS に向けての説明会
　　　　　　　　13 日午後よりONLINE WS
9 月 26-27 日     　第二回目ONLINE WS 
10 月 17-18 日   　第三回目ONLINE WS
11 月 7-8 日　    　第一回目対面WS !!!!
11 月 21 日　     　対面WS  22 日 ONLINE WS
　　　　　　　　 23 日対面WS キャスト発表
　　　　　　    　 映像でのミュージカル制作決定 !!!
12 月 5 - 6 日　      映像リハ 対面 &ONLINE WS ミックス
　　　　　　     　対面の公演を 2021 年７月以降に延期
12 月 13 日          　伝承語り /アート体験WS

1 月 7日           　実行委員会で完全ONLINE に移行することが決定
1月 9 -11 日        デジタルオーディオミュージカル決定
　　　　　           緊急事態宣言
1月 16-17 日       ONLINE WS 収録  
1 月 30-31 日       ONLINE WS 収録
2月 6 - 7 日          ONLINE WS 収録
2月 13 - 14 日     ONLINE WS 収録  クランクアップ
3月 12-14 日       SHIBUKAWA ART RELA にて公開
6月 26 日　　　出前コンサートデラックス（プレ事業）
7月 3-4 日           くれてほろほろ劇場公演予定 ( 北橘公民館 )

2020 2021



くれてほろほろメンタルグラフ
-コロナでメンタルがほろほろ -

ばんやくらぐら公演

2月

5月

6月

9月

7月

8月

10月

11月

12月

1月

2021年

2月

3月

7月

4月

2020年

アフリカのヘソ発足

第二次メンタルショック

デジタルオーディオミュージカル
作成決定！

第一次メンタルショック

;:/色-,µ}~= +++

つながるプロジェクト発足 ART RELA IKAHO

配役発表&対面

舞台公演が延期になり、
映像作品に方針転換

赤城公民館利用停止
アートプロジェクト発足

- 対面期 - -ONLINE期 -

公演はまだ舞台上でやれるかも！って考えていた時期 公演の代わりに映像作品になって公演は先延ばし時期

-対面期 - -ONLINE期 - - 対面期 - -ONLINE期 -

第二次赤城公民館利用停止

3月



オーディオミュージカルができるまで
普段とは違うオーディオミュージカル作品が
どのようにして生まれたのかをお届けします！

渋ミュ

北橘公民館で2月に舞台公演やる！

渋ミュ

コロナが落ち着いてきたし対面でも !
コロナ

だめです。(緊急事態宣言 )

コロナ

だめです。(非常事態宣言 )( 半年ぶり2回目 )

コロナ

だめです。(第二波拡大 )

ZOOMと対面併用で映像作品作成開始

ZOOMに戻る、公演延期

対面不可。集まらずに作品制作できる
デジタルオーディオミュージカルへ

公演様子見。ZOOM上で稽古をすることに

赤城公民館で対面稽古開始

渋ミュ

映像作品であれば少人数で、撮影して、
歌はZOOMで撮れそうだぞ！

ZOOMでは
各チームごとに、ブレイクアウトルームに分かれて活動します
活動についてはこのような感じです・・・
　▶台本を読込み、台本に描かれている背景や
　　言葉の意味をチームで解釈
　▶お芝居収録・映像編集
　▶歌の練習部屋
　▶制作部屋
台本のシーンごとに音声を録音し、編集。
それに渋ミュのみんなに有志で描いてもらった背景絵巻を
合わせ、デジタルオーディオミュージカルを作っています。
 
ZOOMでの作品作りで難しいことは
　▶各チームでどんなことをしているかがわからない
　▶WiFi環境・マイクイヤホン環境が整っていない
などがあります。
ワークショップの後などで
お互いの課題やハードルになっていることを共有して
解決していきます。
 
また、オンラインになったことで、
LINEでも情報交換を密に連携していることが特徴的です。

クランクアップ時

撮影風景




