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はじめに

メンバー紹介

会 ⻑ 星野 敬太郎
事務局⻑ 飯塚 欣彦
脚本・演出家 中原 和樹
演出助⼿ 中野 真由⼦
制 作 伊藤 剛

佐藤 万妃花
司 会 ⼤畠 涼⼦
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渋川⼦ども若者未来創造プロジェクトについて
沿⾰
u 2018年4⽉ 星野敬太郎⽒と飯塚欣彦⽒を中⼼に「渋川⼦ども若者未来創造
プロジェクト」実⾏委員会を発⾜

u 2019年3⽉ 北橘公⺠館にて第１回公演オリジナルミュージカル
「ぼんやしろしろ」を上演。約900⼈を動員

u 2020年2⽉ 渋川市⺠会館にて第２回公演オリジナルミュージカル
「ばんやくらぐら」を上演。市内、県内はもとより県外も含め約1500⼈を動員

u 2021年3⽉ 渋川アートリライベント内にてデジタルオーディオミュージカル
「くれてほろほろ」を上演。

u 2022年2⽉ 北橘公⺠館にて第３回公演オリジナルミュージカル
「くれてほろほろ」を上演。コロナ禍にも関わらず、約500⼈を動員。

u 2022年8⽉ 第４回公演に向け、ワークショップ開始予定
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渋川⼦ども若者未来創造プロジェクトについて
プロジェクトの⽬的

①⾸都圏に近い渋川地域の強みを⽣かして若者の交流⼈⼝を増やすこと
②地域住⺠との交流を通じて渋川の魅⼒を情報発信すること

●⽬的達成に向けたアプローチ

⇒劇団と地元が連携し、

オリジナルミュージカルを製作することで渋川を活性化︕
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渋川⼦ども若者未来創造プロジェクトについて

“⼈のつながり”を軸に地域を盛り上げる︕︕

ミュージカル公演
出前コンサート実施

公募による
⼿ぬぐい企画

⼤学⽣による
舞台セット製作

地元納涼祭での盆踊り
地元⾼校⽣による合唱企画



渋川⼦ども若者未来創造プロジェクト
が⼤切にしていること

u 渋ミュの活動には次の特徴があります。
1.渋ミュのワークショップは、
・参加者⾃らが考え、想像⼒・創造⼒を出し合う「⾃主性」が育まれる。
・誰もが相⼿を否定せず異なる価値観を受け⼊れる「多様性」が⾝に付く。
・⾃分を出せる「安全な場所」だから「⼈間⼒を磨いていく」ことができる。

２.渋ミュのミュージカル作品づくりは、
・歌、ダンス、演技、裏⽅など多様な表現⽅法が学べる。
・経験・未経験を問わずに皆で創り上げていくことができる。
・皆が「仲間を信じる」から最後まで「皆で⽀え合う」ことができる。

それが、”⼈のつながり”を作る。この活動をもっと多くの⼈に広げていきたい。



過去参加者の声
ここからは過去の公演参加者から

渋ミュにどういうきっかけで関わったか︖
渋ミュでどんな活動をしてきたか︖
どんなことを体験してきたのか︖

を、語っていただきます︕
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過去参加者の声
スピーカー

佐々⽊ 柊⼈ さん（しゅうと）

町⽥ 美稀 さん（みき）

⼩野 恵⼦ さん（けろんぱ）

飯塚 陳古 さん（のんちゃん）

栗原 幸代 さん（ためちゃん）
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過去参加者の声
スピーカー

佐々⽊ 柊⼈ さん（しゅうと）
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みんなで渋ミュの
魅力を知ろう😆

！！これであなたも今日から渋ミュメンバーだ！！



渋ミュの魅力 ～その１～

○幅広い年代の方々と交流ができ、人との繋がり・

ご縁というものの大切さを実感できる

○みんなで何か１つの作品を作り上げるという貴重

な経験をすることができる

○新しい自分に出会える



渋ミュの魅力 ～その２～

○お昼のまかないが最強！！！

私たち渋ミュメンバー内には

“給食戦隊”
が存在している！！

＊おすすめ＊
野菜をたっぷりと使用した心も体も温まるカレー



おわりに

何か新しいことに挑戦してみたい！みんなと一緒に素敵なものを作り上

げたい！今日の話を聞いてちょっと興味が湧いたかも...

渋ミュに参加してみてはいかがでしょうか！

皆さんと素敵な時間を共有することができる日を楽しみにしております！



ご清聴ありがとうございました！



過去参加者の声
スピーカー

町⽥ 美稀 さん（みき）
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過去参加者の声
スピーカー

⼩野 恵⼦ さん（けろんぱ）
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過去参加者の声
スピーカー

飯塚 陳古 さん（のんちゃん）
栗原 幸代 さん（ためちゃん）
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第４回公演概要
パートナー劇団「もんもちプロジェクト」について
作・演出︓中原和樹 紹介
劇団もんもちプロジェクト主宰・演出。
⽇本演出者協会会員。
⼭梨県⽴県⺠⽂化ホールアーティスティックアドバイザー。

主な活動実績
・⼤地の芸術祭2018 あざみひら演劇祭にて⾳楽舞踊朗読劇 脚本、演出
・⼭梨県⽴県⺠⽂化ホール主催 2⽇間で創るミュージカルWS 講師
・⽥村っ⼦の⽣きる⼒を育む会主催 福島県⽥村市で、
⼦供たちと⼆⽇間で創るミュージカルWS 講師
・中之条ビエンナーレ2019 出展 など多数 24



第４回公演概要
パートナー劇団「もんもちプロジェクト」について
u 2008年東京で主宰中原和樹を中⼼として発⾜。完全オリジナル⽣演奏のミュー
ジカル公演を中⼼として、⼩劇場での不条理劇やコメディ、ウェルメイド、翻
訳劇などジャンルを問わずあらゆる世界観に挑戦している。また、「プロジェ
クト公演」と題し、舞台芸術の裾野を広げることを⽬的として、役者・裏⽅な
ど全ての部⾨において、経験者・未経験者問わず参加者を公募し、公演を⾏う
活動も続けている。その⼀環として福島、⼭梨、新潟などの地⽅において、地
域の活性化を⽬的とした⽂化活動にも⼒を⼊れている。
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第４回公演概要
u 公演⽇程︓2023年1⽉6⽇（⾦）〜8⽇（⽇）（全４回予定）
u 公演場所︓渋川市内の公⺠館を予定 ※3⽇間とも異なる場所を想定
u 公演タイトル︓未定 ※２作品を予定
u 作・演出︓中原和樹
u WS概要︓
２作品をそれぞれAチーム、Bチームの計４チームに分かれて、キャストを決定。
それぞれのチームでワークショップが進んでいきます。各チームで作り上げた作品
を３⽇間で1回ずつ、計４回の発表会を⾏います。

u その他︓2022年8⽉よりワークショップを全12回予定。
※ WSおよび公演に関しては、県制定の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」
および「新型コロナウイルス感染症に係る県主催イベント等実施ガイドライン」に
則り、参加者の皆様が安全かつ安⼼して楽しめるよう実施していきます。

26



参加者募集について
講座の内容

u 演技、ダンス、歌唱などの表現を通じて、総合的に舞台芸術を学べるワークショップ
です。最終的にはオリジナルのミュージカル作品を創り、舞台発表します。

u 各分野のプロの講師陣が丁寧に指導します。

u 表現⼒、コミュニケーション⼒、発想⼒、創造⼒、想像⼒などを刺激・育みます。

u 初⼼者から経験者まで、年齢も不問!渋川市⺠ではない⽅も、どなたでも⼤歓迎で
す。
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参加者募集について
参加費等
u 参加費︓出演者 10,000円

・参加費の⽤途
ワークショップ受講する際の保険代、消耗品（消毒液などのコロナ対策）炊き出し
材料費など

u 万⼀の怪我などに備え、参加していただくすべてのワークショップ(本番含む)に保
険をかけます。

u ワークショップ時にはお昼ご飯が⽤意されます。その材料費として使⽤します。
栄養たっぷりの⼿作りのお昼ご飯はいつも参加者から⼤変好評です! 

・含まれないもの︓WS参加時に各⾃持参する飲み物、各種イベント費⽤など
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参加者募集について
稽古⽇程
u WS︓全⽇【時間︓10時〜17時／会場︓渋川市の公⺠館を使⽤
第１回︓8⽉6⽇（⼟） 第２,３回︓9⽉10⽇（⼟）11⽇（⽇）
第４,５回︓10⽉1⽇（⼟）2⽇（⽇） 第６,７回︓11⽉5⽇（⼟）6⽇（⽇）
第８,９回︓11⽉19⽇（⼟）20⽇（⽇） 第10,11回︓12⽉17⽇（⼟）18⽇（⽇）
第12回︓12⽉29⽇（⽊）

※稽古時間は変更になる場合があります（最⼤9時〜21時まで）

※上記⽇程以外で進捗によって稽古が追加される場合があります。

u 舞台発表
2023年1⽉6⽇（⾦）、7⽇（⼟）、8⽇（⽇）全３⽇間を予定

発表は全⽇異なる会場を予定。出演者はダブルキャストを想定。 29



参加者募集について
申し込み

参加を希望する⽅は、
①参加形態、②住所、③⽒名（ふりがな）、④⽣年⽉⽇、⑤電話番号（携帯含
む）を専⽤フォームから
もしくは、本⽇必要事項を⽤紙に記⼊の上、提出
※いただいた個⼈情報はWS期間中の保険加⼊等に使⽤いたします。

宛先
u 渋川⼦ども若者未来創造プロジェクト事務局
u 【mail】 shibumyu2022@gmail.com 

締め切り︓７⽉２４⽇（⽇）まで 30



質疑応答

31



ご清聴ありがとうございました︕

32



渋川⼦ども若者未来創造プロジェクトについて
第１回上演作品概要

u オリジナルミュージカル「ぼんやしろしろ」
作・演出︓中原和樹（もんもちプロジェクト）

u 上演⽇程︓２０１９年３⽉１６⽇（⼟）
３⽉１７⽇（⽇） 全２回公演

u 場所︓北橘公⺠館ホール
〒377-0062 群⾺県渋川市北橘町真壁2354

u あらすじ︓⼩さい頃よく遊んだ実家の裏⼭の上にある⼩さな社を
巡って展開される誰にでもある故郷の物語。暖かく、
切ない、ちょっと不思議なオリジナルミュージカル 33



渋川⼦ども若者未来創造プロジェクトについて
第２回上演作品概要

u オリジナルミュージカル「ばんやくらぐら」
作・演出︓中原和樹（もんもちプロジェクト）

u 上演⽇程︓２０２０年２⽉２３⽇（⽇）
２⽉２４⽇（⽉・祝） 全２回公演

u 場所︓渋川市⺠会館⼤ホール（定員1,111名）

u あらすじ︓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。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︕︕ 34



渋川⼦ども若者未来創造プロジェクトについて
第３回上演作品概要

u オリジナルミュージカル「くれてほろほろ」
作・演出︓中原和樹（もんもちプロジェクト）

u 上演⽇程︓２０２２年２⽉１２⽇（⼟）
２⽉１３⽇（⽇） 全２回公演

u 場所︓北橘ふれあいセンター（定員500名※コロナ禍で半分の250名）
u あらすじ︓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。 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。 ⼈々の想いが
詰まった渋川オリジナルミュージカル第3弾! 35


