
【２】事業報告 

 

2019年度  事業報告書 
 

2019年 6月 1日から 2020年 5月 31日まで 

  特定非営利活動法人子どもと文化全国フォーラム  

 
１ 事業実施の結果  
昨年度に引き続き、各専門委員会の活動の一層の充実をはかりながら、この法人の周知を広げ、ミッ

ション・ビジョン・アクションプランを発信した。そうした事業を通して、当法人の目的である子ども
の文化権の保障の具体化のために、各地において「子ども文化条例」制定を働きかけ、「子ども文化基本
法（仮称）」の制定を目指す動きを開始した。 
 
２ 事業の実施に関する事項 

 
（１）特定非営利活動に係る事業       

事業名 事 業 内 容 実施 
日時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 

人 数 

支出額 
(千円) 

子どもの文化体
験活動に関する
地域団体の全国
的な人的・運動
的・活動的な交流 

子ども・おやこ劇場活動交流 7/30 東京都内 5人 
子どもの文化関係
団体･個人 61 人 

53 

｢フォーラムニュース｣発行と
ＳＮＳの運営、ＨＰの管理 

8･10･5月
発行 
SNS 運営
は通年 

岡山県内 2人 
一般市民 

不特定多数 
0 

子どもと舞台芸術
の出会いの場を
広げるための企
画・調整・実施事
業 

子どもの舞台芸術作品の掲
載パンフレット発行の協議、
実務資料の発行と、公演に
おける調整等 

通年 全国各地 10人 
子どもの舞台芸
術に関係する団
体 600団体 

6,026 

子どもたちが生の
芸能・芸術と出会
う機会を生み出
す事業 

生の芸能・芸術と出会う機会
を子どもたちにプレゼント 

通年 
全国５都市 

８回 
8人 

全国各地の子ど
もを含む一般市
民 8回 1,081 人 

867 

「子どもと舞台芸術大博覧
会」へ実行委員会として参加 

通年 東京都内 3人 
一般市民 

 11,151人 
369 

「国際子どもと舞台芸術・未
来フェスティバル」の実行委
員会に参加 

通年 東京都内 3人 
一般市民 

(事業延期) 
0 

子どもの権利条
約第３１条の普及
啓発事業 

｢31 条委員会｣を通じて、子
どもの権利条約フォーラムに
参画。ネットワーク「アソビバ」
開催 

11/16･17 
他 

東京都内 4人 
子どもの権利条
約に関心のある
市民 650 人 

0 

子どもの状況や
文化政策に対応
する調査研究事
業 

文化政策に関する各種会議
等への参加と文化政策に関
してのネットワークづくり 

通年 東京都内 9人 
一般市民 

不特定多数 
0 

「乳幼児活動研究委員会」を
通じて、あかちゃん広場開設
と、ベイビーシアター講演
会、シンポジウム開催他 

7/31～8/5 
他 

東京都内 6人 
乳幼児親子・ 
一般市民 605 人 

61 

 
 

 

  



 

専門委員会の報告 

子ども・おやこ劇場活動交流委員会 

・7/30(日)17：15〜20:00   第 3回子ども・おやこ劇場活動交流会[子どもと舞台の未来を考える] 

～子どもをとりまく状況を打ち破る」例会活動をめざして～ 

オリンピック記念青少年総合センターセンター棟    61名参加 

内容:活動交流会の趣旨 パネルディスカッションと分散会・全体討論 

パネラー：井上美奈子さん（子ども劇場福岡県センター） 

奥田るりさん(子どもと文化わいわいキッズいいづか) 

松本美里さん（人形劇団ひとみ座俳優） 

・第 2回活動交流会報告集発行・販売 123冊  

・7/30(日) 今後へむけての意見交流会開催 31名参加 

・9/16 第 1回部会 第 3回活動交流会まとめと第 4回の方向性について 

・2/28  第 2回部会 第 4回活動交流会について  

役 名前 所属（役職） 備考 

代表 藤 英子 鹿児島県子ども劇場協議会副会長  

委員・会計 井上美奈子 (特非)子ども劇場福岡県センター理事長  

委員 広中 省子 長久手おやこ劇場会員 元子ども・おやこ劇場東海連絡会運営委員長 

委員 安原 晶子 (特非)福山おやこ劇場事務局長  

委員 太田 昭 日本児童・青少年演劇劇団協同組合副代表  

 

舞台芸術企画委員会 

6/10   2020企画作品パンフレットとその実務内容発行 
 9/18・19 舞台芸術企画委員会会議 
 9/19   子どもの舞台芸術企画･調整･実施連絡会議 
 9/20   全国調整（＋追加）以外の舞台公演の全国実態調査 

※まとめは全国調整会議で配布 
10/ 7   事務局、新事務所（共同事務所）に移転 
11/13   講演会 講師：熊倉 純子氏（東京芸術大学教授・日本文化政策学会学会長） 

※専門：アート・マネジメント、文化環境、芸術運営など  参加者84名 
11/14   全国調整会議  全国で130団体255作品945stの日程調整 
11/15   舞台芸術企画委員会会議 
 2/ 8   文化庁戦略事業へ申請 
2/26・27 2021企画作品提出説明会 

  2/28   舞台芸術企画委員会会議 
 2/29   子どもの舞台芸術企画･調整･実施連絡会議 
 4/ 9・10 2021企画作品・実務資料提出受付 

  4/15～23 2021企画作品パンフレット・実務内容編集（データ打ち込み等）作業 

役 名前 所属（役職） 備考 

委員長 入本 敏也 (特非)かごしま子ども芸術センター事務局長 こどもあーと 

副委員長 柳  弘紀 北信越子ども劇場おやこ劇場連絡会 子ども劇場おやこ劇場新潟県センター 

副委員長 竹内 亮治 子ども・おやこ劇場例会企画協議会 子ども・おやこ劇場東海連絡会 

委員 仁木 邦治 北海道子ども劇場おやこ劇場連絡会事務局長  

委員 後藤 桂子 子ども劇場おやこ劇場東北  

委員 森本 真也子 子ども劇場首都圏  

委員 津田 益宏 子ども劇場首都圏 きたく子ども劇場 

委員 坂倉 豊 子ども劇場中四国ネット 高知県こども劇場協議会 

委員 河本 景介 (特非)子ども劇場福岡県センター こどもあーと・九州沖縄連絡会 

事務局 遠藤 貴子 子ども劇場首都圏  

 



 

花咲かせプロジェクト委員会 

① 2019 年度内 8 地域の会場で「花咲かせプロジェクト」を開催。コロナウイルスの影響で 3 地域

の花咲せ公演が中止。 

② 普及のためのパンフレット作製。 

③ 運営委員会チームが中心となり、花咲かせプロジェクトのミッション推進と実施に向けての普

及活動として、各地で説明会を開催。 

④ 運営委員会、実務打ち合わせ、開催。 

（以下公演実施一覧） 

10/21 あそびあーと こども劇場いるま  こんにゃく座      91名 

11/13 つくば子ども劇場         蒼い企画         295名 

11/14 さいたま子ども劇場        蒼い企画          91名 

11/17 あそびあーと こども劇場いるま  人形芝居燕屋      119名 

11/18 あそびあーと こども劇場いるま  パントマイムプラネット 120名 

11/18 あそびあーと こども劇場いるま  大蔵流狂言        37名 

11/24 あそびあーと こども劇場いるま  人形芝居燕屋       74名 

2/1  烏山子どもの文化ネットワーク   ラストラーダカンパニー 254名  《計 8回 1081名》 

＜コロナの影響で延期・中止となったもの＞ 

3/22 坂東こども劇場          江戸糸あやつり人形 

4/26 子ども劇場西多摩         人形芝居燕屋 

5/10 子ども劇場西多摩         チィキィ＊パークゥ 

役 名前 所属（役職） 備考 

委員長 漆畑栄子 子ども劇場首都圏代表  

事務局長 竹内 亮治 子ども・おやこ劇場東海連絡会事務局長  

副委員長 中村匠子 みやぎ県子ども・おやこ劇場代表理事  

運営委員 松島貴美子 新宿子ども劇場副理事長  

運営委員 馬路晴美 あそびアート☆こども劇場いるま理事長  

地方委員 庄司真咲美 此花おやこ劇場  

地方委員 齊藤雅子 横手おやこ劇場代表  

地方委員 竹田尚子 おやこ劇場松江センター  

 

子どもの権利条約 31条委員会 

１．「広げよう！子どもの権利条約キャンペーン」実行委員会への参加 

実行委員会：2019・6/6 ７/26 9/5 10/17 11/６ 2020・3/24 4/23 

  子ども権利条約フォーラム： 

11/16、17 東京都文京区：文京学院大学仁愛ホール他開催 スタッフとして参加 

   →2 日間で約 650 名が参加。全体会及び 25 の分科会で構成。 

    毎日新聞、日教組との連携できたことが大きな特徴。 

２．31 条を広めるためのネットワーク「アソビバ」を 2 回開催。子どもの文化状況などについて話し

合った。  2019・9/25 11/16（各 4 人参加） 

役 名前 所属（役職） 備考 

代表 野田あさ子 子ども劇場首都圏副代表  

副代表 森本真也子 子ども劇場首都圏事務局長  

委員 大屋寿朗 (特非)子どもと文化のＮＰＯＡｒｔ．３１代表  

委員 森本 扶 子ども白書編集委員長/埼玉大学等非常勤講師  



 

文化政策委員会 

１．リーフレットを「子どもと文化」に関わる団体や個人に配布 

   権利条約ネットワーク集会・公文協アートマネジメント講座など 3000部 

子どもと文化全国フォーラムのミッションとビジョンに関する説明や講演会 

 仙台、八戸、熊本、公文協、筑後市、栃木、加賀市、名古屋 ８カ所のべ 450名 

２．子どもと舞台芸術大博覧会 2019の実行委員会構成団体として事務局を引き受けた。 

   実施期間 2019年 7月 31日（水）～8月 5日（月） 入場者数 11151人。 

３．2020 国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル（第 20 回アシテジ世界大会／愛称：未来フェ

ス）の主催団体の一つとしてフェスティバルの実行委員会に参加 

   事務局長１名・常任委員４名・事務局スタッフ 10名・実行委員 30名 

   2019年 8月〜2020年 4月まで準備を続けたが、コロナウイルス感染拡大のためフェスティバル

が延期。2021年 3月に向けて準備中。 

４．「子どもと文化」について地域で語り合うプラットフォームづくりをすすめる 

   未来フェスの取り組みで、「子どもと文化 1000のプラットフォーム」づくりを推進してきたが、

フェスティバル延期のため、1000人集会中止となった。６月末現在 33プラットフォームが登録 

役 名前 所属（役職） 備考 

責任者 森本 真也子 子ども劇場首都圏事務局長  

委員 漆畑 栄子 子ども劇場首都圏代表  

委員 野田 あさ子 子ども劇場首都圏副代表  

委員 大森 智恵子 子ども劇場首都圏副代表  

委員 吉田 まさ子 子ども劇場首都圏常任委員  

委員 大原 淳司 子ども劇場首都圏常任委員  

委員 入本 敏也 (特非)かごしま子ども芸術センター事務局長  

委員 柳  弘紀 北信越子ども劇場おやこ劇場連絡会  

会計 遠藤 貴子   

 

乳児専門委員会 

１．7/31～8/5 大博覧会 2019にて「あかちゃんひろば」を開設/  

来場者 444名程、スタッフ/各日 5名程/延べ 23名 

 ２．7/31大博覧会 2019にて、衛紀生氏講演会開催  参加 85名 

   8/1大博覧会 2019にてシンポジウム開催     参加 95名 

３．講師派遣事業検討  

 ４．8/1「赤ちゃんスタッフ研究会」立ち上げ/16名参加 

     講座Ⅰ/11名参加、Ⅱ/15名参加、Ⅲ/10名参加 

     各講座には上記参加者の他、乳児専門委員会メンバー各回/3名 

５．その他 

  「2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル/ベイビーシアターフェス」開催は一旦中止。 

  「同志社大学赤ちゃん学研究センターとのコラボレーション」を企画準備をするも一旦中止 

役 名前 所属（役職） 備考 

代表 大原 淳司 NPO法人横浜こどものひろば事務局長 子ども劇場首都圏 

委員 浅野 泰昌 くらしき作陽大学子ども教育学部子ども教育学科講師  

委員 歌子 リーフ企画  

委員・会計 大沢  愛 表現教育研究所  

委員 川中 美樹 山の音楽舎  

委員 中市 真帆 香味野菜  

 


