
 １　舞台技術アドバイザー

№ 管内 市町村 分野
延べ
回数

派遣アドバイザー 団　体　名 実施時期 実施場所
参加者数
（名）

1 上川 上川町 舞台 1回 坪田 栄蔵(音響) 上川町教育委員会 令和元年 8月28日(水) 上川町かみんぐホール 6

№ 管内 市町村 分野
延べ
回数

派遣アドバイザー 団　体　名 実施時期 実施場所
参加者数
（名）

1 空知 砂川市 音楽 3回 菅原 昇司(トロンボーン奏者) ＮＰＯ法人ゆう
令和元年11月 9日(土)
        12月21日(土)
令和 2年 2月 8日(土)

砂川市地域交流センターゆう 66

2 後志 小樽市 演劇 3回 弦巻 啓太（演出家） 北海道小樽桜陽高等学校
令和元年 8月 1日(木)
　　　　     3日(土)
　　　　     6日(火)

小樽潮陵高等学校記念館 30

3 日高 様似町 2回 時岡 牧子（声楽家) 様似町教育委員会
令和元年 9月12日(木)
　　　　10月 7日(月)

様似町立様似小学校
様似町立様似中学校 238

4 3回 横尾 美穂（ボイストレーナー） 函館ガーデンプレイズ
平成31年 4月27日(土)
令和元年 5月17日(金)
　　　　    18日(土)

花園キリスト教会 50

5 演劇 3回 弦巻 啓太（演出家） だいたい企画
令和 2年 2月22日(土)
            23日(日)

            24日(月)
函館市青年センター 12

　実施概要　 地域の文化団体等からの要請に基づき、文化活動に関する専門的な知識や経験を有するアドバイザーやプロのアーティストを派遣し、事業企画や舞台技術に
　　　　　 関する指導・助言、舞台表現に関するワークショップ等を行い、課題を解決するなど、地域における文化創造活動を支援した。

 ２　舞台表現アドバイザー

音楽

令和元年度　アドバイザー派遣事業

渡島 函館市

　合計　１事業　派遣者数１名　参加者数６名



№ 管内 市町村 分野
延べ
回数

派遣アドバイザー 団　体　名 実施時期 実施場所
参加者数
（名）

6 旭川市 3回 弦巻 啓太（演出家） 旭川市
令和 2年 1月 6日(月)
             7日(火)
            11日(土)

旭川市公会堂 40

7 南富良野町 2回 太田 竜介（演出家） 南富良野町教育委員会
令和元年 9月 2日(月)
             3日(火)

南富良野町立南富良野中学校 40

8 演劇 3回 弦巻 啓太（演出家）
とままえ町民劇公演
実行委員会

令和元年 8月24日(土)
        10月11日(金)
            12日(土)

苫前町公民館 20

9 ダンス 2回 仙庭 弘晶（ダンサー） 苫前町教育委員会
令和元年 8月27日(火)
         9月18日(水)

苫前町立苫前小学校
苫前町立古丹別小学校
苫前町立苫前中学校
苫前町立古丹別中学校

160

10 宗谷 稚内市 演劇 3回 弦巻 啓太（演出家） 稚内演劇サークルてっぺん！
令和元年11月23日(土)
令和 2年 2月29日(土)
         3月 1日(日)

稚内市立図書館 20

11 北見市 音楽 3回 横尾 美穂（ボイストレーナー） Kitami Gospel family Glory
平成31年 4月14日(日)
令和元年 6月15日(土)
            16日(日)

北見栄光教会 20

12 美幌町 1回 弦巻 啓太（演出家） 美幌町教育委員会 令和元年 9月11日(水) 美幌町民会館びほーる 20

13 斜里町 2回 森　一生（演出家） 斜里町教育委員会
令和元年 9月27日(金)
        10月 9日(水)

斜里町公民館ゆめホール知床 20

14 帯広市 3回 弦巻 啓太（演出家） 帯広北高等学校 演劇部
令和 2年 3月 7日(土）
             8日(日）
            15日(日)

各受講者の自宅(Skype講座)
＊コロナウィルス感染症の拡大のため

5

15 芽室町 3回 左藤 　慶（演出家・役者） おびひろ市民ミュージカル
令和元年 5月25日(土)
         7月20日(土)
         8月17日(土)

芽室町中央公民館
帯広市民文化ホール 17

16 広尾町 3回
花田進太郎（ギター奏者）
川合　草平（ドラム奏者)
阿部　裕一（トランペット奏者）

広尾サンタランド･ジャズ
スクール

令和元年12月15日(日)
令和 2年 1月19日(日)
         2月23日(日)

広尾町児童福祉会館
広尾町コミュニティセンター 20

17 幕別町 3回
蛇池 雅人(サックス奏者)
小野 健悟（サックス奏者)
阿部 裕一(トランペット奏者)

ＮＰＯ法人
まくべつ町民芸術劇場

令和元年 6月 1日(土)
         9月14日(土)
令和 2年 1月25日(土)

幕別町百年記念ホール 38

演劇

演劇

上川

留萌 苫前町

オホー
ツク

十勝

音楽



№ 管内 市町村 分野
延べ
回数

派遣アドバイザー 団　体　名 実施時期 実施場所
参加者数
（名）

18 十勝 浦幌町 音楽 3回 横尾 美穂（ボイストレーナー） Gospel Choir Sisters
令和元年10月19日(土)
        　　20日(日)
        12月 7日(土)

帯広栄光キリスト教会 25

19 中標津町 2回 仙庭 弘晶（ダンサー）
（一社）中標津町文化スポーツ
振興財団

令和元年 9月10日(火)
         　 11日(水)

中標津町立中標津東小学校
中標津町立俵橋小学校
中標津町立丸山小学校

159

20 羅臼町 2回 仙庭 弘晶（ダンサー）
ＮＰＯ法人
羅臼スポーツクラブらいず

令和元年10月 8日(火)
             9日(水)

羅臼町立知床未来中学校 114

21 演劇 3回 田辺 　剛（劇作家・演出家） ラボチ
令和元年 6月23日(日)
         7月28日(日)
         8月25日(日)

札幌文化芸術劇場
ｈｉｔａｒｕ 47

22 演劇 3回 弦巻 啓太（演出家） 北海道札幌南陵高等学校
令和元年 7月19日(金)
            30日(火)
         8月 5日(月)

札幌南陵高等学校 7

　総計　２３事業　派遣者数１５名　参加者数１，１７４名

　合計　２２事業　派遣者数１４名　参加者数１，１６８名

札幌

根室 ダンス


