
茅野市民館 よりあい劇場　2018→2019　アイデア・パフォーマンス発表
《プログラム》

 2018年5月12日（土）13：00スタート
マルチホール

R № 発表部門 発表タイトル 発表者

1 パフォーマンス 私のとっておきの衣装を見せます、見て下さい 小泉正幸

2 アイデア 個展 真道茂

3 アイデア 名画貼り絵作品展
「名画貼り絵作品展」を実現
させる有志の会＆山﨑康子

4 アイデア ウチボリシンペ個展 小山千尋

5 アイデア
Youtuber 「Yatsugatake21_4K_Japan 」による八ヶ岳山麓の４ｋ映像上
映及び４ｋ写真展示

土橋新一

6 アイデア 中林忠良展（仮） CCC 中田麻衣子

アイデア 信濃美術をみつめる（特集展示） CCC 前田忠史

アイデア シンビズム2019（仮） CCC 前田忠史

アイデア 茅野市文化芸術振興推進事業（ミュージアム連携） CCC 前田忠史

アイデア 茅野市美術館を一緒にサポートしませんか CCC 前田忠史

アイデア イナイナイ・アート： Art as Hide & Seek 　アートとかくれんぼ （仮） 小川格

アイデア 飛ぶ絵画：PAINTIGS in The Sky　(仮) 小川格

10 アイデア みんなでつくる春のアートフェスティバル茅野２０１９ 石渡強治

11 アイデア アート×コミュニケーション茅野　みんなでつくるアートプロジェクト CCC 中田麻衣子

アイデア 寿齢讃歌14 サポートC 矢崎千加夫

アイデア 寿齢讃歌 関連企画“モダンシニアファッションショー” サポートC 坂井真由美

13 アイデア
“アート”でもっと“人”と“人”を繋げよう　－認知症の方と社会を繋ぐ
アート鑑賞創作プログラム

輿石美和子

14 アイデア 演劇で元気 しぶちゃん

15 アイデア 老後も元気に！「高齢者と演劇」・はじめのい～っぽ！
にっし～と嶽さんのミュージカル
（または演劇）であ・そ・ぼ！企画

16 パフォーマンス 年下の男の子 寺島節七

17 パフォーマンス sing! 座間雛李

1 パフォーマンス 飛びだせ　絵本 行ったり来たり

2 アイデア 禁煙の日と食品を棚の前から取る日 ごたお

アイデア アート楽しみ隊 サポートC 両角早代

アイデア 市民館デコレーション サポートC 両角早代

4 アイデア
市民館の中心で“愛を叫ぶ？”
ゴスペルWS＋いきなりフラッシュモブ発表会

両角早代

5 アイデア デジタルスタンプラリー 宮下雄飛

6 アイデア つきいちマルシェ＆パフォーマンス 坂井真由美

7 アイデア 食べるだけじゃない　寒天deアート 齊藤智子

8 アイデア 誰も排除しない・されない “まぜこぜ”の社会 LIUB茅野実行委員会

9 アイデア 野田あすかピアノリサイタル 五味三恵

アイデア “Listen”という映画を観よう 加藤孝昭

アイデア デフ・パぺひとみ座の公演を観る 加藤孝昭

11 アイデア
人間芸術祭１．２．３．
～「人間も芸術もありのままでいいのだぁー！」～

西川直子 (Sawachi Cat
Studio)

12 アイデア 時広真吾の世界 小平久美子、両角早代

13 アイデア 市民館 ミステリーデイ 小池真紀

14 アイデア 「Open! Stage」オープンステージ サポートC 小池真紀

15 パフォーマンス 一緒にアイドル目指しませんか？ ゆめり

16 パフォーマンス たまごプリンのミニミニコンサート たまごプリン
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※発表に参加できない方の提案は、市民館スタッフが代わりに発表します。



茅野市民館 よりあい劇場　2018→2019　アイデア・パフォーマンス発表
《プログラム》

 2018年5月12日（土）13：00スタート
マルチホール

R № 発表部門 発表タイトル 発表者

1 パフォーマンス 禮音 NAMIKO  《我楽》

アイデア ムジカ・タテシナ vol.10　ヴァイオリン&ピアノ　デュオリサイタル CCC 荻原みゆき

アイデア みんなの劇場（茅野市内小学校4年生招待＆一般公演） CCC 前田忠史

3 アイデア みんなで楽しもうピアノの音（ね） 吉川一喜

4 アイデア コンサートホールで鑑賞したい演奏家 横内洋子

5 アイデア 日本のジャズ大辞典 河西誠

6 アイデア 自主事業のご案内
(株)ジャパンインターナショナ
ル総合研究所

7 アイデア ちいさな子どものすてきな時間（0123才対象） サポートC 坂井真由美

アイデア 鑑賞事業（松竹大歌舞伎、コンサートなど） CCC 前田忠史

アイデア 寄席公演 CCC 前田忠史

9 アイデア 出前芝居『くず～い屑屋でござい』!! 一般社団法人　劇団前進座

10 アイデア おでかけ事業のスキルアップ サポートC 五味三恵

アイデア 世界とともに2019 CCC 柳澤寛之

アイデア 茅野市民館をサポートしませんか2019 CCC 久保げしょ

12 アイデア 「挙句の果」に見るものは……？ 春日裕昭

13 アイデア よみフェスやろうよ! 富岡史棋

14 アイデア いくつになっても、わいわい踊ろう！ 佐藤葉

15 パフォーマンス
パフォーマンス力の強化 　～頭と体で考える5つの表現機能
「FUNKTION（ファンクション）」

木元梨枝

16 パフォーマンス ほっしーとパントマイムをごいっしょに ほっしー
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※発表に参加できない方の提案は、市民館スタッフが代わりに発表します。


