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事業概要　
1. 事業スケジュール

開催年 開催日 行事タイトル
令和2年 6月28日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ①

7月19日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ②
7月26日 舞台芸術（演劇）ワークショップ広場をつくろう2020 ①
8月23日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ③
8月29日 舞台芸術（演劇）ワークショップ広場をつくろう2020 ②

9月5日〜6日 国文祭・芸文祭みやざき2020プレイベント
　演劇公演「ウタとナンタの人助け2020」 （令和３年2月へ延期）

9月21日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ④
10月25日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ⑤

令和3年 1月24日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ⑥
2月20日〜21日 国文祭・芸文祭みやざき2020プレイベント

　演劇公演「ウタとナンタの人助け2021」 （令和３年4月へ延期）

2. 参加状況

開催日 行事タイトル 障がい者 その他
一般

スタッフ 合計

6月28日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ① 11(2) 2 5 18

7月19日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ② 9(1) 2 5 16

8月23日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ③ 11(1) 4 5 20

9月21日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ④ 10(2) 0 8 18

10月25日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ⑤ 12(1) 2 7 21

1月24日 おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ⑥ ※オンライン開催 12(3) 2 8 22

開催日 行事タイトル 障がい者 その他
一般

スタッフ 合計

7月26日 舞台芸術（演劇）ワークショップ広場をつくろう2020 ① 11(1) 7 8 26

8月29日 舞台芸術（演劇）ワークショップ広場をつくろう2020 ② 12(2) 5 8 25

開催日 行事タイトル 障がい者 その他
一般

スタッフ 合計

1月30日 演劇公演「ウタとナンタの人助け2021」稽古① ※オンライン開催 5(1) 1 7 12

2月14日 演劇公演「ウタとナンタの人助け2022」稽古② 6(1) 1 7 14

（国文祭・芸文祭みやざき2020プレイベントの事業年度内開催の中止が決定） 合計   26 名

合計115 名

  1

合計   51 名
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　活動報告

3. 広場をつくろう2020 ①〜②

舞台芸術（演劇）ワークショップ「広場をつくろう」

本ワークショップは、参加費無料で開催し、演劇に興味がある、障がいのある方・子ど
もたち、障がいのある方を支援している方等を対象に幅広く募集した。講師には、宮
崎県で障がいのある人との演劇活動を長年続けられている永山智行氏（劇団こふく
劇場）を迎えた。

［実施概要］
参加者は演劇の手法を用いた簡単なゲーム（以下シアターゲーム）を用いて、他者との関係を築い

ていくことを楽しみながら体験した。感染対策のため、他者との接触や大きな声を出す活動は控える

こととなったが『物語を共有する』ことをテーマに活動を行なった。文章を創作し、互いに送り合う「手

紙」では、参加者はそれぞれ創意のある「手紙」を発表した。

広場をつくろう2020 ①

日時 ： 2020年7月26日（日）13:00-15:00

定員 ： 20名　参加者 : 26名（内スタッフ8名）

開催場所 ： 広島市東区地域福祉センター 大会議室１〜３

　　　　　（〒732-8510広島市東区東蟹屋町9-34）

講師 ： 永山智行 氏

ファシリテーター： 坂田光平　東圭香

◀「広場をつくろう2020」開催チラシ
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［実施概要］
人と人は、どのようにコミュニケーションを取って行くのか、言葉

に頼らない方法で行われるシアターゲームを通じて、参加者は

楽しみながら発見していく。ワークショップの後半には、参加者

それぞれが台詞を持ち、即興の演劇シーンを創作した。

広場をつくろう2020 ②

日時 ： 2020年8月29日（土）10:00-12:00

定員 ： 20名　参加者：25名（内スタッフ8名）

開催場所 ： JMSアステールプラザ 多目的スタジオ

　　　　　（〒730-0812 広島県広島市中区加古町４−１７）

講師 ： 永山智行 氏

ファシリテーター ： 坂田光平　東圭香　長澤拓真

＜8月29日　即興で演劇のシーンをつくる参加者＞
舞台では３人の俳優が会話をしています。参加者はそれぞれ自分のタイミングで舞台に入っていき、

紙に書かれた一言だけのセリフを俳優に語りかけます。すると、そのセリフをきっかけに、参加者と

俳優の即興芝居が始まります。
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4. 広場をつくろう2020 活動風景
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5. 広場をつくろう2020 参加者アンケート

Q1. 性別（15件の回答） Q2. 年齢（15件の回答）

0

1

2

3

4

60 代以上50 代40 代30 代20 代10 代

3 名

4 名

1 名

2 名

4 名

0 名

Q3. 参加したきっかけ（複数回答可・15件の回答） Q4. 参加した後の気持ち（15件の回答）

Facebook 0 名

Twitter 0 名

HP 0 名

どちらかと言えば楽しめなかった 0 名

-自由記入欄-

女性　8名男性　5名

どちらでもない　2名

関係者から
の案内　9名

チラシを
見た　6名

期待以上に楽し
かった　11名

どちらかといえば楽しかった　1名

普通　2名

全く楽しむことができなかった　1名

◉障害のある方と一緒にワークをしてみて、彼らの感情の表現は嘘がなくて真っ直ぐだなということや、その場を思い切
　り楽しんでいるなってことを感じました。その反面、自分はいろんなものを抑えて生きてきているので、そういうところ
　を解放していきたいと思いました。
◉いろんな立場の人達が、気軽に演劇に触れる機会がもっと増えるといいなと思います。
◉演劇を通して私の職場でも活用できることが多くありましたし、実際に利用者に対して演劇を取り入れた授業を行い
　ました。評判もよく、今後も学んだことを現場でも活かしていきたいと思います。ありがとうございました。
◉”誰も”が、”同じものを目指して”といった、共通目的のために動くことのできる、共同性のようなものが体現されたWS
　の様に感じました。他にはない観点から演劇をみることができ、とても興味深かったです。
◉演劇を通じて様々な人がつながり、一緒に何かを創りあげてゆくのを実感できる貴重な取り組みだと思います。是非
　これからも続けてください。今後も都合がつく日があれば参加したいです。
◉一人一人を認める雰囲気が良いと思いました。
◉もっとメンバーがふえてくれるとうれしいです。
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6. おきらく劇場ピロシマ 演劇クラブ①〜⑥

おきらく劇場ピロシマ 演劇クラブ

「おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ」では、演劇と福祉の専門知識を兼ね備えた講師が、
定期的に広島市内での演劇クラブの講師を務める。発声練習、ジェスチャーゲーム、詩の
朗読、短い作品のグループ創作等、声と身体を使いながら、自己表現や他者との関わり
を、一人一人の障がいの度合いに合わせ無理なく参加できるワークショップを行う。参加
費無料で定期的に開催し、多様な人々がオープンに交わる場となることを目指している。

演劇クラブ①
日時 ： 2020年6月28日（日）14:00-16:00 

定員 ：15名　

参加者： 18名（内スタッフ5名）

開催場所 ： 広島市中央公民館 ホール  

講師 ： 坂田光平

ファシリテーター ： 山田めい

内容 ： 演劇的手法を使ったコミュニケーションゲーム

感染症予防対策のため、ロープを使用するなど、遠距離を保

ちながら、互いにコミュニケーションを取ることが両立できる

よう工夫をしながらの開催となった。

「おきらく劇場ピロシマ演劇クラブ」
 ◀左から前期チラシと後期チラシ
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演劇クラブ②
日時 ： 2020年7月19日（日）10:00-12:00 

定員 ：15名　

参加者 ： 16名（内スタッフ5名）

開催場所 ： 広島市中央公民館 ホール  

講師 ： 坂田光平

ファシリテーター ： 東圭香

内容 ： 演劇的手法を使ったコミュニケーションゲーム

グループに分かれ、身体・言葉を通しお互いの理解を

深めるため、グループメンバーと自身との共通点・相違

点を見つけるワークを行なった。ロープを使用するワ

ークでは、繋がりを身体で感じ取り、互いに影響され合

うことを体験することを目的とした。

演劇クラブ③
日時 ： 2020年8月23日（日）15:00-17:00 

定員 ：15名　

参加者 ： 20名（内スタッフ5名）

開催場所 ： 広島市東区地域福祉センター

　　　　　　　　　　　　　　　 大会議室1-3  

講師 ： 坂田光平

ファシリテーター ： 東圭香　長澤拓真　澤雅展

内容 ： 演劇的手法を使ったコミュニケーションゲー

ム、創作詩「コロナのうた」

コロナ禍という参加者同士の共通体験を元に、詩

「コロナのうた」の創作を始めた。グループでの対

話を通して他人の気持ちを感じ取り、不安や悩みも

含めて互いに伝え合うことを目指した。
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演劇クラブ④
日時 ： 2020年9月21日（月・祝）14:00-16:00 

定員 ：15名

参加者 ：18名（内スタッフ8名）

開催場所 ： 広島市東区地域福祉センター

　　　　　　　　　　　　　　　　大会議室1-3  

講師： 坂田光平

ファシリテーター ： 東圭香　長澤拓真　澤雅展

内容：演劇的手法を使ったコミュニケーションゲーム、

創作詩「コロナのうた」

演劇クラブ③のグループワークの中で、参加者から寄

せられた言葉を元に創作詩「コロナのうた」を参加者

で輪読する。

演劇クラブ⑤
日時 ： 2020年10月25日（日）14:00-16:00 

定員 ：15名

参加者 ： 21名（内スタッフ7名）

開催場所 ： 広島市三篠公民館 大集会室  

講師 ： 坂田光平

ファシリテーター ： 東圭香　長澤拓真　澤雅展

内容：演劇的手法を使ったコミュニケーションゲー

ム、創作詩「コロナのうた」

創作詩「コロナのうた」発表に向け、グループに分か

れての練習を行なった。言葉に音や身体の動きを重

ねながら、最後には参加者全員によるリハーサルを

行なった。この日から、障がいのあるサポーターの演

劇クラブへの参加が始まった。



  9

演劇クラブ⑥
日時 ： 2021年1月24日（日）14:00-16:00 

定員 ：15名

参加者 ： 22名（内スタッフ8名）

開催場所 ： Zoomによるオンライン開催　

講師 ： 坂田光平　

ファシリテーター ： 東圭香　長澤拓真　小林冴季子

内容：演劇的手法を使ったコミュニケーションゲーム、

即興劇など

＜オンライン 開 催となった 経 緯＞
当初はJMSアステールプラザ大広間での演劇クラブ発表公演を予定していたが、2020
年12月12日に広島県が開始を発表した新型コロナウイルス集中対策期間を受け、公演を
中止、施設の利用停止に伴い、オンライン開催に切り替えを行なった。

［1月24日演劇クラブ活動報告より］
（前略）こんなコミュニケーションゲームに挑戦しました。目隠しをして目が見えない牛さんを、みん

なで声をかけながら、餌のあるところまで連れていくゲームです。順番交代をしながら、参加者は声を

かけていきます。皆それぞれに「一歩前！！」「右？」「左〜」と声をかけています。だんだん道に物が増え

てきて難易度が上がります。画面越しだと遠近感が掴みづらく、牛さんはあっちへ、こっちへ、なかな

かたどり着けません。うまくいかないと、画面の向こうから笑いが起こります。ゲームを上手にこなす

ことよりも、その場で起きる出来事をみんなで感じることを大切にしています。
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7. おきらく劇場ピロシマ 演劇クラブ 活動風景
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8. おきらく劇場ピロシマ 演劇クラブ 参加者アンケート

Q1. 性別（12件の回答） Q2. 年齢（12件の回答） Q3. 参加したきっかけ（12件の回答）

参加者アンケート（一般用）

どちらでもない 1名

0

1

2

3

4

5

6

7

8

60 代以上50 代40 代30 代20 代10 代

2 名

7 名

1 名 1 名 1 名

0 名

関係者からの案内 7名

チラシを見た 7名

Facebook 1名

Twitter 1名

（12件の回答）

期待以上に楽しかった 9名

どちらかといえば
楽しかった 1名

普通 1名

全く楽しむことが
できなかった 1名

参加者アンケート（イラスト版）

（5件の回答） （5件の回答）

※文章の読み書きが難しい参加者向けて、ひら
がな表記やイラスト表記を使用したアンケート

女性 7名男性 4名

Q4. 参加した後の気持ち

Q1. 参加して楽しかった Q2.また参加したい

はい 5名

はい 4名

どちらでもない 1名

-自由記入欄-

◉皆楽しそうで、こういう場所があるのは素晴らしいことだなと思いました！これからも続いてほし

　いです!

◉ジェスチャーゲームをやりたい子が手を上げてもなかなか当てられず、大人がフォローしている

　場面を覚えています。アピールも必要ではありますが、先導側の平等性の意識も必要だと感じま

　した。

◉結局最終回が開催だったのか不開催だったのかなど運営が分からなかった。

◉慣れない場で緊張してしまいました。

◉こんな機会は他では得られない、貴重な場だと思います。ありがとうございました。

◉えんげきをまたやりたいです。たのしかったです。
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9. 国文祭・芸文祭みやざき2020 プレイベント
舞台公演「ウタとナンタの人助け2020」

舞台 宮崎公演

国文祭・芸文祭みやざき2020 プレイベント「ゆかいな劇場のつくり方」※出演向けて、参
加作品おきらく劇場ピロシマ「ウタとナンタの人助け2020」（脚本：柳沼昭徳）の創作に取
り組んだ。劇団に参加する障がいのある方・地域で暮らす方々、地域俳優と協働して舞台
芸術作品の創作、宮崎県主催事業の公演を行う。
※イベントは2020年9月、2021年２月と開催が延期された後、2021年4月への延期・開催が決定。

その旨を受け、本事業としての稽古等の開催は2月上旬に全て中止されたが、自主事業として継

続、2021年4月に上演を行った。

公演稽古①
開催日時 ： 2021年1月30日(土) 13:00〜14:00　

開催場所 ： Zoomによるオンライン開催

参加者：20名（内スタッフ7名）

内容：出演者間交流、ウォーミングアップ、舞台稽古

※広島県が発表した新型コロナウイルス集中対策期

間を受け、利用施設が休館した。そのためオンライン

による稽古開催に切り替えを行なった。

初めての稽古がオンラインでの

開催となった。通信トラブルもあ

ったが、参加者の協力を得ながら

開催した。
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公演稽古②
開催日時 ： 2021年2月14日(日) 13時〜16時　

開催場所： 広島市佐東公民館 ホール

参加者：19名

（障がい者…6名　一般…1名　スタッフ7名）

内容： 出演者間交流、ウォーミングアップ、舞台稽古

10. 舞台公演「ウタとナンタの人助け2020」 美術製作

舞台美術の製作はB型事業所コミュティほっとスペースぽんぽんに通所するアーティスト
の協力を得て製作された。

▷実際の舞台にて、重要な役割を果たした。
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11. 舞台公演「ウタとナンタの人助け2020」 稽古風景
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12. Webを活用した取り組み

Webを利用し、広く活動趣
旨を発表、実施形態を頒布
している。
主 に 劇 団 が 運 営 す る
YouTubeチャンネルから
定期的に、演劇クラブで実
践している活動内容等を発
信し、他地域や団体、関心
のある個人へ活動を広めて
いる。

Facebookによる活動内容の発信
本事業で取り組んでいる活動の様子、ワークショ
ップ・イベントの開催情報を「おきらく劇場ピロ
シマ」フェイスブックページ上で投稿・公開して
いる。

H Pによる活動内容の発信
おきらく劇場ピロシマのHPを
作成し、過去の活動やこれから
の活動案内、ワークショップや
公演の活動報告を発信してい
る。

▷おきらく劇場ピロシマYouTubeチャンネルより

YouTubeチャンネルの取り組み
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13. 新型コロナウイルス感染防止対策の取り組み

対面ワークショップ、公演稽古時の対策
対面でのワークショップ、公演稽古等、会場に入る全ての参加者・保護者に対して開始前
の検温と手指消毒を実施、会場内は常時換気もしくは、1時間ごとの換気を実施した。ま
た、公演に参加するスタッフには公演準備期間中全ての検温を実施した。また、活動中は
室内の全ての参加者へマスクの着用を行った。

活動内容の工夫
一定の距離を保ちながら活
動を行うために、ロープを用
いたシアターゲームを考案
した。写真は、ロープを複数
人で持ち、協力して図形をつ
くるシアターゲーム。

▷非接触体温計による参加者の検温 ▷参加者の手指消毒の様子



事業総括　
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14. 事業総括①（場づくり・人材育成・バリアフリーの取り組み）

演劇活動の場づくり・人材育成 ＜ファシリテーターの育成・場づくり＞
年間を通して一般参加を募る「演劇クラブ」を実施した（講師：坂田光平）。ファシリテータ
ーの継続育成(3名)のための自主研修と過去実績データを基にしたエビデンスの確立を
試みている。

「演劇クラブ」では、コロナウイルスの感染拡大による活動自粛という、参加者全員の共
通体験を元に、演劇の手法を用いて作品創作を行なった（創作詩「コロナのうた」）。創作
の過程で参加者、自分自身を振り返り、他者の体験・思いを受け入れていく。企画・実行は
ファシリテーターを中心に行われた。
また、事業に継続して関わる参加者を、障がいのあるサポーターとして演劇クラブの実
施・運営に積極的に関わってもらうよう育成に取り組んだ。

バリアフリーの取り組み
◉鑑賞支援として、来場した観客の中から希望者が舞台脚本の字幕が映し出されるタブ
　レットの準備を進めた（公演の延期により準備に留まり、事業期間内の実施とはならな
　かった。
◉県外公演に向けて、食事や移動、お風呂やトイレなど全身介護が必要な参加者と舞台フ
　ァシリテーター・スタッフが、事前に宿泊を共にするなどして、コミュニケーションを取り
　ながら介護を行い、参加者の稽古・公演への出演をサポートした。

▷左から ファシリテーターとサポーター

▷中央2人がサポーター。
　始まりの挨拶など、率先して掛け声を
　かけている
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15. 事業総括②（実施効果・今後の課題と展望）

実施効果
◉演劇には、コミュニケーションを通じて他者と関係を結び、共に創作を行う、という特徴
　がある。「演劇クラブ」「演劇ワークショップ」の中で参加者は、他者と時間や空間を共有
　する体験ができた。
◉地域づくり・まちづくりの一つの手法として演劇を取り入れたいと思っている人を地域
　へ増やし、各現場で中心となっていける人材を集め育てていくことのきっかけを作り出
　した。
◉多様な人々が集うことのできる地域活動のモデルケースになり得る事業であり、創作
　過程で参加者は互いに気持ちを高め合うことができた。

今後の課題・展望
◉他者や地域とのつながりを望みながらも、感染症対策だけに限らない様々な事 情から
　移動を制限されている方々とどのような方法で繋がることができるのか試行していく
　必要がある。
◉演劇クラブ、発表公演の継続、地域で事業に携わる演劇ファシリテーターを中心とした
　演劇ワークショップの開催を行う。Webコンテンツからの発信により、課題を抱える地
　域からの相談を受け付ける拠点となることを目指す。
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