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充実した１年に！

第２回
テーマ
のまとめ

新しい施設の年間スケジュールを考えよう！
春（3 〜 5 月）

夏（6 〜 8 月）

秋（9 〜 11 月）

冬（12 〜 2 月）

)
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木更津市中規模ホール検討ワークショップ かわら版

平成 年 月 日水︑木更津市役所において︑
﹁第２回木更津市中規模ホール検討ワークショッ
プ﹂が開催されました︒この日集まった参加者
は総勢 名︵＋１︶︒前回よりも少ない人数でし
たが︑木更津の未来を担っていくであろう baby
も参加してくれました︒
第２回のテーマは﹁新しい施設の年間スケ
ジュールを考えよう！﹂︒すでに現在行われてい
る市内の年間イベントに加えて︑季節毎にこん
なことをやってみたい 参･加したいことを考え︑
新しい施設の年間スケジュールを作ってみる︑
という内容︒やってみたい 参･加したいことが出
てきたら︑それはいつ？どこで？誰が？誰のた
め？どのくらい？どんな？と︑アイディアの幅
を広げていきます︒どのチームも非常に充実し
たラインナップができあがったようです︒
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・夏休み中：
中高生による演奏発表会
・夏祭り
・八幡様の祭礼とコラボ
・ホール内外で盆踊り
・夏の JAZZ フェス
・高校野球ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ
・市民検定
･ダンスパーティー

・たきぎ能
・同時展示文化祭
・合唱祭
・高校生による書道ガール
・中高生お弁当コンクール
・ホールで大茶会：椅子可動式
・おやじバンド合戦
・お月見の会
・秋の夜の朗読会

・クリスマスコンサート
・子ども対象の音楽祭
・クリスマスマーケット
・みんなで書初め大会
・除夜の鐘をみんなで聴く
・社交ダンス大会
・フォークダンス大会
・新春コンサート
・成人式

・お笑い、落語
・ダンス公演 with オーケストラ
・朗読会、作文コンクール
・歌舞伎鑑賞
・音楽コンクール
・テーマのある映画上映会
・地元産の銘品販売
・健康診断
・大人のための生涯学習

・木更津甚句全国大会
・ヨサコイ
・茶会
・町内会の会議場所

・フラダンスフェスティバル
・吹奏楽ホール練習
・夏祭り
・沖縄フェスティバル
・カラオケ大会
・夏休み自由研究
・B 級グルメ

・中学校合唱コンクール
・市民合唱の集い
・生涯学習フェスティバル
・文化祭
・気功･太極拳発表会
・子どもまつり
・華道の練習･展示
・たぬきまつり
・市民の集団検診

・芸術鑑賞会
・成人式
・確定申告
・ダンスパーティー
・写真展

・中高の部活動の定期演奏会
・ダンス部の練習
・合唱団の練習
・ジャズバンド
・ウォークラリー
・朝一、フリーマーケット
・ジャズダンス講習会
・楽器の公演会
・太鼓の練習

・落語講演会
・文化協会芸能部門発表会
・入社式
・独演コンサート
・市民誰でも参加できる
イベント
・第九ができる（市民参加）
ホール

・バレエの発表会
・三曲（琴・尺八・三絃）
・夏期練習会
演奏会：10 〜 11 月
三曲（琴・尺八・三絃）
・敬老会
・怪談話
・みんなで絵画教室
・プロジェクションマッピング・芸能鑑賞会
・屋外で芸術鑑賞
・小中高生の合唱祭
・書道･太鼓･笛等の合同
・文化祭
パフォーマンス
・屋外バーベキュー

・第九
・クリスマスダンスパーティ
・年越しライブ
・年越し Shall we dance?
・お正月：和太鼓、餅つき、
獅子舞
・成人式
・バレンタインチョコレート
販売会

・フリーマーケット
・音楽演奏会 ・映画鑑賞会
・まちづくりに関する講演会
・落語会
・プロの三曲演奏コンサート
・プロのミュージカル鑑賞
・ロビーコンサート
・ベビーと一緒にコンサート
・ベビーと一緒にミュージカル

かぼちゃ

・春に関する曲の演奏
・フラワーショー 華展
・LIVE 生け花
・潮干狩り→アサリ料理教室
・引越しシーズン :
古本市、交換会、持ち寄り
・ダンス発表会
・ひなまつり
・桜を愛でる会

魔女
おばけ

12 5
月

日

(水)

19:00-21:00

木更津市役所駅前庁舎
お問合せ
〒292 - 8501
木更津市富士見１丁目２番１号
木更津市 総務部 総務課
TEL : 0438 - 23 - 7098
FAX : 0438- 25 - 1351
E-mail : soumu@city.kisarazu.lg.jp

☞第３回テーマ
☞第３回テーマ☜
第３回テーマ☜

新しい
新し
い施
施設の
設の
機能
を 考 えよ う！
を考えよ
う！
第１･２回を通して考えてきた、
やってみたい･参加したいこと
を実現するためには、新しい施
設にどのような機能や設備が必
要か、皆さんで考えていただき
ます！

発行／木更津市総務部総務課

いつでもどこでも誰でも！

まずはかぼちゃチーム︒こち
らは１年を通していつでも人が
集う施設に︑という提案︒春は
桜や海︑夏はお祭り︑秋は文化︑
冬は年末年始をテーマにしたイ
ベントを開催︒ホールの椅子を
可動式とし︑平土間空間で大茶
会を！という声も︒次に魔女チー
ム︒こちらは中高生の目線に立っ
ての意見が多く挙がり︑年間を
通して部活動の定期演奏会 練･習
の場に︑という意見や︑設備の
整ったリハーサル 練･習の場が
必要︑という意見もありました︒
最後のおばけチームは︑とにか
く誰もが参加できる︑みんなが
集う施設に︑と熱のこもった発
表︒誰でも利用できることが大
と一緒
切︑ということで baby
に参加できるイベントの提案も
ありました︒
どのチームも個性豊かな案と
なりましたが︑共通しているの
は年間を通していつでも何か
やっていてみんなが集うことが
できる施設︑ということ︒新し
い施設の姿が見えはじめてきま
した︒今後の展開も乞うご期待！
次回のワークショップは…？

↑かぼちゃチーム

↑魔女チーム

↑発表者による順番決めじゃんけん ↑おばけチーム

可動式の客席など一歩前に進んだ
話ができ、様々なスケジュール
（何をやりたいのか？）に知恵を
しぼることができました。
年間計画を考えるとふだん思ってい とても有意義でした。
る事がなかなか出てこなくて自分で
も驚きました。もっと頭を柔らかく
木更津っていろんな人がいるんだ
して考えないといけないですね。
なと思いました。あと、先輩方。
色んな人がもっと来ると良いなー。 元気ですごいなあと思いました。
おもしろかったです。
若者を呼びたい。
ベビーが一緒でも welcome に
してもらえて、ありがたく嬉し
たくさんのご意見、
かったです。
ありがとうございます！

編集／株式会社シアターワークショップ

