
平成２４年度大阪府芸術文化振興補助金の採択事業 

団体名 事業名 概要 会場 日時 

キシタコアート実行委員会 キシタコアート 2012 

幼児から大人までを対象とするアートワークショッ

プを実施（等身大自画像作成、関西バリ舞踊祭の

お練り、人間魚拓、秘密基地創り、絵馬奉納）。成

果をカタログ編集し、二次作品を発信する。 

岸城神社 

（岸和田市） 

等身大自画像作成：4/8（日曜日）・11/4

（日曜日）、関西バリ舞踊祭のお練り：6/2

（土曜日）、人間魚拓：8/4（土曜日）・5

（日曜日）、秘密基地創り：8/18（土曜

日）・19（日曜日）、絵馬奉納：12 月 

NPO 法人国際交流の会とよな

か（TIFA） 

子どもが親しむ“アジアの民族

音楽とおどり” 

子どもの身近で参加しやすい会場でアジアの音

楽・踊りに参加型で触れられる民族音楽と踊りの

公演を開催 

すてっぷホール、千里公民館、保

育園３箇所、小学校２箇所 

（豊中市） 

6 月から 11 月 

左記７箇所 各 1 回 （計７回） 

大阪高等学校軽音楽部大会実

行委員会 

第５回大阪高等学校軽音楽部

大会 『高校軽音フェスティバ

ルｉｎ大阪』 

高等学校の部活動として軽音楽を学んでいる高校

生バンドを募り、各学校の部代表として大阪城の

夢のステージへ出演する機会を提供する。（音源

審査、ライブ審査を通過した軽音楽部所属バンド

による演奏。） 

大阪城野外音楽堂 

（大阪市） 
6/10（日曜日）  

泉佐野おやこ劇場 

あつまれ☆さのキッズ！ おや

こでいっしょに『ほんわかミニシ

アター』 

演劇鑑賞の機会の少ない未就学児と親を対象に、

0 から 3 歳児に合致した視覚・聴覚に響く作品とし

て、愛知県の劇団「ほんわかシアター」の乳幼児向

け作品「ほんわかミニシアター」の公演と音あそび・

形あそびのワークショップを実施。 

泉佐野市生涯学習センター 

（泉佐野市） 
6/29（金曜日）  

寝屋川人形劇連絡会（PG） 

人形劇カーニバル 20 回記念プ

レ公演 『子ども人形劇カーニ

バル』 

見ているだけでも楽しいけれど、演じてみると違う

楽しさがあることを、人形劇教室と本番公演への

出演を経験してもらい、子ども達に実感してもらう。

2 月に行う人形劇カーニバルのプレ公演として、本

会会員とのジョイント公演として開催。 

寝屋川市立エスポアール 多目的

ホール 

（寝屋川市） 

ワークショップ（子ども教室、中級講座）：

7 月から 12 月 

公演：12/1（土曜日） 

NPO 法人三島子ども文化ステ

ーシヨン 

幼児のための表現ワークショッ

プ パペットコンサート『プッペ

ン ムジーク』 人形と音楽のス

テキなアンサンブル 

人形劇団京芸との協力のもと、幼児対象の継続し

た表現 WS（ホﾞテﾞｨハﾟｰカｯシｮン、「くるみ割り人形」

作品理解、音遊び等）を行い、幼児の参加型舞台

作品（ハﾟヘﾟｯトコンサｰトによる幼児の発表（くるみ

割人形））を創りあげる。 

ワｰクシｮｯフﾟ：高槻市立総合市民

交流センタｰ ほか 

コンサｰト：高槻市立現代劇場レセ

プションルーム 

（高槻市） 

9 月から 12 月：ワｰクシｮｯフﾟ 6 回 

12/22（土曜日）：ハﾟヘﾟｯトコンサｰト 



 
 
 
 
 

上野松颯会定期能楽会 
親子で挑戦！和のおけいこ 

体験教室 

各講師が能舞台上でレクチャーした後、3 グルー

プに分かれて、順番に華道・茶道・能楽（謡、仕

舞）を体験する。 

朝陽会館 

（大阪市） 
7/29（日曜日）、8/5（日曜日） 1 日 2 回 

（計 4 回） 

社団法人大阪フｨルハｰモニｰ

協会 
親子のためのオーケストラ体

験教室 

低料金で０歳児から入場でき、 初めてクラシック

音楽に触れる子どもでも楽しめる体験型コンサー

ト（楽器紹介、楽器体験、指揮者体験など）。すべ

ての子どもが楽器に触れられるよう 20 以上の管

弦打楽器を用意。 

大阪フィルハーモニー会館 

（大阪市） 
7/28（土曜日）、29（日曜日） 

1 日 2 回 （計 4 回公演） 

Mamas’WindOrchestra Largo 
Ｌａｒｇｏ 5 周年記念コンサー

ト 

守口門真で唯一のママさんブラス第 5 周年記念

コンサートとして、未就学児入場不可の演奏会が

多い中、わけへだてなく誰でも足を運べる、親子

で楽しむコンサートを開催。 

門真市民文化会館ルミエールホ

ール大ホール 

（門真市） 
8/4(土曜日) 

子ども演劇祭 in 岸和田実行委

員会 
2012 子ども演劇祭 in 岸和田 

プロ劇団の作品観劇と、誰もが観劇できるアマチ

ュアによる人形劇や舞台劇、遊び・変身・展示の

コーナーや、演劇に関するワークショップ、大道

芸によるパフォーマンス、「劇を観て語る会」な

ど、多彩な内容の催しを実施する。 

岸和田市立浪切ホール 

（岸和田市） 
8/8（水曜日）から 8/12（日曜日） 

PC アート振興会議 
ポテトチップス絵画コンクー

ル 『未来へ架ける橋』 

幼児から中高生を対象に出品を呼びかる絵画コ

ンクールを実施し作品を展示、図録を発行。 過

去の受賞者のその後を追跡調査し、現在の作品

展を画廊で開催、図録を発行する。 

茶臼山画廊 

（大阪市） 

コンクｰル展示：8/10(金曜日）から 8/12

（日曜日） 

画廊展示：9/11(火曜日）から 9/16（日曜

日） 

NPO 法人子育て支援グーチョ

キパー 
民族楽器を使って人形劇の

音響体験をしよう！ 

幼児にも使える民族楽器を用意し、人形劇に効

果音をつけたりする民族楽器演奏体験と、指導

者の演奏会を、幼児親子、小学生を対象に実施

する。 

高石市民会館小ホール〔アプラ

ホール〕 

（高石市） 
9/23（日曜日） 

NPO 法人関西 KIDS コミュニ

ティ協会 
絵本とピアノとマリンバと『親

子で楽しむコンサート』 

幼い子どもを連れた親子が周りを気にせず気軽

に楽しめるリズムあそびやペープサートなどを取

り入れた体験型コンサートを実施する。絵本、ペ

ープサート（紙人形劇）、ピアノ、マリンバ等を用

いる。 

いけだ市民文化会館カルチャー

プラザ 

（池田市） 
9/9（日曜日）  



「そうるアートギャラリー」実行

委員会 
『がんばろう東北！』そうるア

ートギャラリー事業 

東日本地震の被災地岩手県陸前高田市（４校の

支援学校）と寝屋川市（10 箇所の支援学校・作業

所）の障がいのある子ども達の交流合同作品展

を開催。最終日にはスタンウェイピアノを使ってバ

リアフリーコンサートを開催。 

展示：アルカスホールギャラリー 

コンサｰト：同メインホール 

（寝屋川市） 

展示：10/11（木曜日）から 10/15（月曜

日） 

コンサート：10/15（月曜日） 

ＮＰＯ法人トイボックス 
クァルテット・エクセルシオに

よるアウトリーチ及びホール

コンサート 

小 4 生徒を対象にアウトリーチ（音楽室での楽器

体験等）を行うとともに、親子向けコンサートの開

催、加えて、公募募集の大学生・高校生がコンサ

ート創りを体験する学生プロデュースコンサートを

実施。 

アウトリｰチ：門真市の小学校音

楽室 

コンサｰト：門真市民文化会館小

ホール 

（門真市） 

アウトリーチ：H25/2/28（木曜日）、 

29（金曜日） コンサート：3/2（土曜日）、 

3（日曜日） 

NGO 風人ネットワーク 風人の祭 2012・結の唄 

地域の保育園やサークルなどの協力を得て、100

名程度の親子に、三線、エイサー、フラダンスな

どの初心者でも参加できるワークショップを開催。

10/28 の本番は唄や踊り、音楽など様々な民族

芸能のステージ公演に参加し、舞台上で成果を

披露。 

服部緑地野外音楽堂 

（豊中市） 
10/28(日曜日) 

NPO 法人子どもセンターあさ

ひ 

オーケストラファミリーコンサ

ート 

よりよい文化環境をと願う人々、芸術の普及向上

に尽力されている人々と連携し、乳幼児から参加

できる、芸術性の高いオーケストラコンサート（演

奏：大阪フィルハーモニー交響楽団）を開催。 

大阪市中央公会堂 大集会室 

（大阪市） 
H25/1/20（日曜日） 

いずみ子ども文楽の会 『子ども文楽 2013』の公演 

人形浄瑠璃文楽にゆかりの深い和泉市におい

て、国立文楽劇場の技芸員の指導をうけ、子ども

たちが本物の文楽の稽古を積んだ成果を、ホー

ル公演という形で発表する。 

弥生の風ホール 

（和泉市） 
H25/3/23（土曜日） 

一般社団法人大阪交響楽団 
オーケストラの日コンサート

『０歳からの親子で楽しむオ

ーケストラ』 

「未就学児入場不可」とされることの多いクラシッ

クコンサートの制限を取り払い、０歳児から入場で

き、親御さんにも楽しんでもらえるコンサートを開

催。当日はロビーコンサートも予定。 

堺市立東文化会館 

（堺市） 
H25/3/31（日曜日） 

 


