
静岡市民文化会館　

出演者・サポートメンバー追加募集

本公演 ： 2021年10月30日（土）、31日（日）
会場 ：静岡市民文化会館　中ホール

新作舞台公演

【主催】 静岡市　 【企画制作】 (公財) 静岡市文化振興財団　 令和3年度 文化庁国際文化芸術発信拠点形成事業

フリガナ
保護者名　※応募者が20歳未満の場合

　　                                     　　　 ㊞

静岡市民文化会館　市民参加型舞台公演「FLASH!」(仮)　追加募集エントリー用紙
フリガナ
氏名

年齢

　
　　　　　　　　　　　　歳

　【　主催者記入欄　】

ｅ－ｍａｉｌ
※必須 (アルファベットはブロック体で)

職業
　学生の場合は、新年度の
 　学校名と学年を記載

住　所　　　　　　　　　〒　　　　　　-
※郵便番号必須

フリガナ

電話番号　※必須

自宅

携帯

フリガナ

参加を希望するコース(マルで囲む)
　　　　　　　　　　・トップチーム　　　　　・フレッシュビギナー　　　　・フォーエバードリーマー　　　　・ファンキーノーボーダ―　　　　・サポートメンバー

静岡市民文化会館制作の舞台公演のうち、これまで観覧または参加された作品はありますか?　(該当する作品をチェック)

□GO!!ALL　　□GO!!ALL returns　　□STAND UP! ～シズオカ独立宣言・家康再起動～　 □ACTION!! ～シズオカ新撰組血風録～

□Stardust Memory     □BIRDMEN 　  □NoWoman NoCry　　□Fly me to the Moon ～タケトリストーリー～

□BEAT IT!! ～新今川物語2018～　 □Shine a Light    □BEAT IT!! ～新今川物語2019～　　□FIVE STAR

※ 記載内容による書類選考を行い、結果は各個人あてにお知らせします。

☆全身写真と顔写真を添えてお申し込みください。（プリント写真の裏面には、必ずお名前を書き入れてください）

宛 先　⇒　　(郵送)　〒420-0856　 静岡市葵区駿府町2-90　　
                                      　    

静岡市民文化会館　　ラウドヒル計画係
※直接持込まれる場合は2階事務室へどうぞ。
・ご記入いただいた個人情報は、本事業の目的以外には使用しません。またご応募いただいた資料類は、原則として返却いたしません。あらかじめご了承ください。
・この申込書はコピー、またはプリントアウトしてご利用いただいても結構です。

自己アピール　（本企画への意気込み、得意分野、過去の活動歴などを自由に書いてください）

希望する配役・役割など (経験等にかかわらず、目標としたい役割のイメージをおしえてください)　 ※複数回答も可。マルで囲む

①　演技 (芝居)中心の配役・出演

②　ダンスシーン中心の配役・出演

③　殺陣シーン中心の配役・出演

④　舞台転換や、演出チームのサポート、道具準備など、作品の裏方を支える支援役

FLASH!(仮)



　　　　　　　　　　　　　　ラウドヒル計画の舞台に一貫して携わり、 全ての大型作品と、 男性

　　　　　　　　　　　　　　精鋭演劇集団エイトビート作品の演出を担当。拠点は東京。 劇団昴

　　　　　　　　　　　　　　を経て、 演劇企画JOKOのメンバーに。第24 回国民文化祭静岡

　　　　　　　　　　　　　　で 「ビューティフル・フジマヤ」 を演出。 市民参加による地方の演劇

　　　　　　　　　　　　　　文化振興に造詣が深いほか、 シェイクスピアから現代にいたる海外

戯曲、日本の近代から現代にいたるストレートプレイからミュージカルまで、幅広いジャン

ルの演出を手掛ける。 2017年度文化庁在外研修員として渡英。 伊東市出身。

各コースの詳細 ・募集内容

高校生以上の方が対象（年齢上限なし）
実力派、 経験者大歓迎。 物語の展開を支えるメーンキャラクターを担当していただきます。
基本的に全ての稽古日程と、 本番両日への参加を前提としてください。

トップチーム /年代別コース　いずれも若干名を募集

静岡から完全オリジナル舞台作品を創造・発信する、 静岡市民文化会館 「ラウドヒル計画」。 コロナ禍
に揺れた 2020 年を乗り越え、 3 年ぶりに挑む大型舞台作品 「FLASH!」 (仮)、 10月末の公演に向
けて、 出演者、 サポートメンバーを追加募集します !
今回の題材は、 静岡の希望の光 「安倍川花火大会」 ! 　困難に挫けず、 夢と皆の笑顔に向けて一途
に駆ける、 とことん熱いキャラクターの明朗快活エンターテインメントを目指します !
舞台経験は一切不問、 障がいのある方も大歓迎 !　4 月からおよそ半年間、 本番を目指して上を向き
続ける熱意だけ、 持って来てください ! 
新しい年度、 最高の舞台チームの一員として過ごしてみませんか ?

高校生 ～ 30歳代までの方が対象
初心者大歓迎。 舞台経験の少ない方を主な対象とします。 芝居やダンスの基礎力をアップしながら、
群集シーンなどへの登場を目指していきます。 配役によりますが、 半分～2/3 程度の稽古日程 ・ 時間
への参加をお願いします。

◎フレッシュビギナーコース

40歳代以上の方が対象
様々な経験を持つ中堅世代以上の方々が対象。 それぞれの経歴や背景を生かしながら、 群衆シーン
などへの登場で舞台の楽しさを追求していきます。 ダンスシーン等は個々のペースに合わせて参加。
配役によりますが、 半分～ 2/3 程度の稽古日程 ・ 時間への参加をお願いします。

◎フォーエバードリーマーコース

障がいのある、4月時点で高校生(15歳)以上の方が対象◎ファンキーノーボーダーコース

【 舞台経験は問いませんが、 下記の参加条件があります 】

 ・ 会場 （静岡市民文化会館） まで往復する交通手段を確保できる方

 ・ 付き添いが必要な場合、 そうした助力を確保できる方

 ・ 通訳などの特別な支援がなくても、 日常的な意思疎通ができる方

 ・ 付き添いの方などが常にそばにいなくても、 舞台に出られる方

・活動は、 4/18(日 ) 以降の土、 日曜日、 祝日などに実施します。

・クラスによって、月4～8日程度、 最長で10:00～19:00の時間内に

　活動を設定します。 (本番近くの時期は時間を増やすことがあります)

・ダンス、 芝居などの稽古だけでなく、 舞台表現に必要なスキル向上

  を目指すプログラムなどを織り交ぜていく予定です。

応募方法

所定の用紙に必要事項を記入し、 全身写真と顔写真を添えて、 静岡

市民文化会館 （2階事務室） へ直接持ち込むか、下記の宛先へ郵送

で応募してください。

応募用紙は、静岡市民文化会館のホームページからダウンロードできます。

 http://www.scch.shizuoka-city.or.jp

〒４２０ -- 0856    静岡市葵区駿府町2 - 90　　

　静岡市民文化会館　　ラウドヒル計画 係 宛て

※20 歳未満の方の応募には、 保護者の同意が必要です。
※過去のラウドヒル計画作品に参加したことのある方は、 写真の添付
　　は不要です。

◎参加費は無料 ※但し、稽古・本番にかかる交通費・謝金等は支給しません。また配役に伴う衣装は、特殊なものを除いて個人で用意していただきます。

応募受付 3／23火～4／10土(必着)。
書類選考後、 通過者を対象とした選考会を、 下記の日程で行います。

　・2021年　4／17（土）　10：30～12：30、13：30～15：30、16：00～18：00
　　※選考通過者は、翌日 4／18 (日)　10：00～17：00の初回活動に参加してください。

選考の時間枠は、 主催側で指定してお知らせします。
参加できない時間のある方は、 エントリーの際にお知らせください。 結果は選考日中にお知らせします。

応募受付3／23 火～ 5／1 土 (必着)。

書類選考後、 通過者を対象とした選考会を、 5月8日 （土） または9日 （日） に行います。

選考会の日時は、 個別にご連絡します。 結果は選考会から 1 週間程度でお知らせします。

お問合せ　静岡市民文化会館　電話054-251-3751

◎トップチーム

障がいのある方向けに、 参加しやすい稽古内容を用意したコースです。 それぞれの特性に合わせた
身体表現や、 短いセリフなどで、 ダンスシーン、 群衆シーンなどへの登場を目指します。 配役によって、
全体の半分～2/3 程度の稽古日程 ・ 時間への参加をお願いします。

障がいのある方向けのコース　若干名を募集

選考方法

※９００～2100受付/月曜休館、 但し祝日の場合は開館し、 翌平日休館。

選考方法

活動の概要

【演出】 河田園子 ( かわだそのこ )【総監督・プロデューサー】　勝山康晴 (かつやまやすはる)

                            　　コンドルズプロデューサー兼ROCKSTAR

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限会社代表取締役。 コンドルズNHKホ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ール公演を秒殺完売超満員＋追加公演に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、 コンテンポラリーダンス界唯一無二の快

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挙を成し遂げた。現在、静岡市や福岡博多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座と組み、市民参加型公演の総監督も務め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。 作家として「コンドルズ血風録」（ポプラ社）

などがある。 「芸術新潮」、 「朝日中高生新聞」 をはじめ数々の媒体で

執筆。 かつてエピックソニーよりメジャーデビューもし、現在、ロックバンド

「FF0000」 のボーカル、 作詞作曲担当。 NHK 「MUSIC JAPAN」

にも出演。TOKYO FM、文化放送、Nack5、SBSなどのラジオ番組

でパーソナリティーも担当。 早稲田大学卒。 元桐朋学園芸術短期大学

客員教授。

【振付 ・ ダンス指導】 スズキ拓朗 ( すずきたくろう )

　　　　　　　　　　　　　　振付家・演出家・ダンサー。 CHAiroiPLIN （チャイロイプリン）

　　　　　　　　　　　　　　主宰。 コンドルズ所属。 主宰するチャイロイプリンは東京グローブ

　　　　　　　　　　　　　　座公演を超満員追加公演にし、 コンテンポラリーダンス界の次

　　　　　　　　　　　　　　世代筆頭として絶賛活躍中。 横浜 Dance CollectionEX 奨励

　　　　　　　　　　　　　　賞、 第46回舞踊批評家協会新人賞。 紅白歌合戦、 FNS歌謡

祭出演。 フィリップ・ドゥクフレ客演。 振付家として帝国劇場公演、 2.5次元公演を

はじめ、 数多くの舞台を手がける。 多摩美術大学、 国際文化学園にて非常勤講師。

◎サポートメンバー
道具 ・ 衣装づくり、 演出スタッフの補助など、 得意な分野で作品づくりを支えてください。

高校生以上の方が対象（年齢上限なし）


