「ド ラ ネ コ 座」 活 動 の あ し あ と

１作目「族・族・家族」
●1994.12.10
岡山市教育委員会、岡山市中央公民館・婦人学
級「女性と表現・手作りミュージカル」発表
会場：岡山ふれあいセンター
☆1994
岡山市国際家族年記念事業の助成を受ける
●1995. 1.17
第９回備前地区公民館振興大会
会場：岡山ふれあいセンター
●1996.3.18
岡山市教育委員会 高島公民館
会場：高島公民館

第 2 作目「アイ・アム・ＯＫ」
●1996.2.10
岡山市教育委員会、岡山市中央公民館・婦人学
級「女性と表現・手作りミュージカル」発表
会場 ： 西川アイプラザ
●1996
吉備公民館講座
会場：吉備公民館

第 3 作目「ウィメンズ･ギャザリング」
●1997. 2. 8
岡山市教育委員会、中央公民館 「 いきいき女
性ゼミナール」
会場：西川アイプラザ
●1997.7.31
Ｗｅの会（学校教育男女共習を考える会）
会場：倉敷市芸文館
●1997.10.23
日本女性会議'97 おかやま
会場：シンフォニーホール
●1998. 2. 1
いきいき未来推進委員会 熊山町教育委員会
会場 : 熊山町中央公民館
●1998.2.22
男女共同参画社会をめざす井原市フォーラム
会場：アクティブライフ井原
●1998.2.24
清音村教育委員会 男女共同参画推進事業
会場：清音公民館
☆1998.4
公民館自主クラブとなる （岡山市立中央公民
館にて活動）

第 4 作目「おい!老い!行こか」
●1999. 2.21
岡山市教育委員会、中央公民館
会場：西川アイプラザ
●1999.10.16
勝北町教育委員会・男女共同参画委員会
男女共同参画推進事業
会場：ハートピア勝北

☆1999.10.21
福武文化振興財団より「第３回文化活動」表彰
と助成を受ける
●1999.10.31
全国男女共同参画学習フェスティバル'99in
ヌエック
会場：埼玉県国立婦人教育会館
●1999.11.19
岡山市立吉備公民館 高齢者講座「ささえあっ
て生きる」
会場：吉備公民館
●2000. 2. 3
岡山市立中央公民館、ハッスル大学
会場：西川アイプラザ
●2000. 5.13
トムトム１０周年記念
会場：まなび広場にいみ
☆2000.5
岡山市男女共同参画社会推進センター「さんか
く岡山」の登録団体となる
岡山県男女共同参画推進センター「ウィズセン
ター」の登録団体となる
岡山県生涯学習センターの登録団体となる
☆2000.6.15
福武文化振興財団より「第４回文化活動」表彰
と助成を受ける
●2000. 7. 4
和気郡日生南・大多府小学校ＰＴＡ「 総合学
習講座」
会場：日生南小学校
☆2000.7
岡山市立東山公民館（岡山市平井４丁目１３番
３３号）に移転
●2000.10.28
新見市大佐町男女共同参画推進事業
会場：大佐町中央公民館
●2000.11.4
ウィズフェスティバル２０００
会場：ウィズセンター
●2000.11.18
和気郡日生町青少年健全育成推進大会「 親子
ふれあい劇場」
会場：日生町民会館
第５作目「迷・舞・ＭｙＬｉｆｅ ～今、輝いて～」
●2001. 2.24
東山公民館青少年健全育成事業
会場 ： 西川アイプラザ
☆2001.４
手づくりミュージカル「ドラネコ座」ホームペ
ージ開設
●2001. 5.29
岡山市立東山公民館クラブ講座として発表
会場：友楽園
●2001. 7.31
倉敷市西阿知町「人権のつどい」
会場：倉敷西阿知公民館
●2001.9.22
福武文化振興財団発表会（ダイジェスト版）
会場：プラザホテル

（１）

●2001.11.20
イーブくらしきネットワーク「ミュージカルを
通して女性問題を考える」
会場：倉敷市立水島公民館
●2001.12. 1
北ふれあいセンターお楽しみ会（ダイジェスト
版）
会場： 岡山北ふれあいセンター
●2002. 2. 9
赤磐郡山陽町青少年問題協議会 青少年健全
育成推進大会
会場：山陽町中央公民館
●2002. 2.23
御南・桑田地区保導協議会、岡山グリーンライ
オネスクラブ主催 教育講演会
会場 : 西川アイプラザ
●2002. 3.10
さんかく岡山フェスタ２００２
会場：岡山市男女共同参画社会推進センター
「さんかく岡山」
●2002. 6. 9
ＰＴＡ教育講演会
会場：岡山市立御南小学校
●2002. 7. 2
岡山市人権推進室人権学習
会場：岡山ふれあいセンター
●2002. 7.20
岡山美作賢治の楽交
会場：岡山美作賢治の楽交
●2002. 10.26
岡山市立東山公民館文化祭（ダイジェスト版）
会場：東山公民館実技室
●2002. 11.3
男女共同参画フォーラムｉｎかつた
会場：勝田郡勝田共同福祉施設
●2002. 11.11
岡山市立操南中学校ＰＴＡ研修会
会場：操南中学校体育館
●2002. 11.16
邑久郡邑久町青少年健全育成推進大会
会場：邑久町立中央公民館

第 ６ 作 目 「 哀 s hI ne 愛 sh ad ow～ も う 一 人 の 私 へ ～ 」
●2003. 6.７
岡山市立東山公民館「男女共同参画推進事業」
会場：西川アイプラザ
☆2003.6.16
「エイボン・グループサポート」賞を受賞
（東京オペラタワーにて）
●2003.6.21
岡山西ライオンズクラブ「啓発・高次脳機能障
害チャリティー音楽祭」
会場：岡山市民文化ホール
●2003.8. 9
倉敷市倉敷公民館 「夏期教育講演会」
会場 倉敷公民館
●2003.8.25
社会教育研究全国集会実行委員会 「岡山集会
第二全体会」
会場：就実大学
●2003.11. 9
岡山市立旭東中 PTA 社会部「人権教育推進講
座」（日曜参観）
会場：旭東中学校
☆2003.11.25
「ウィメンズ・フェローシップ 2003 シャルレ
女性奨励賞」受賞（東京会館にて）

「ド ラ ネ コ 座」 活 動 の あ し あ と
●2003.11.30
玉野市教育委員会生涯学習課 「人権のつど
い」
会場：玉野市西北地域市民センター
☆2003.11.30
「高知県パワーアップ女性塾」のメンバーと交
流会
●2003.12.16
岡山市北ふれあいセンターお楽しみ会（５曲メ
ドレー版）
会場：北ふれあいセンター
●2004. 2. 2
吉井町教育委員会 「子育て講座」
会場：赤磐郡吉井町町民会館
●2004. 2. 7
船穂町青少年を育てる会 「青少年健全育成推
進大会」
会場：倉敷市船穂町町民会館
●2004. 3. 6
岡山県教職員組合「美作地区共生学習会」
会場：津山アルネベルフォーレ
●2004. 4.24
児島地区婦人協議会
会場：倉敷市児島公民館
●2004. 9.25
邑久郡長船町教育委員会「あなたの人権 私の
人権」
会場：ゆめトピア長船
●2004.10.16
手づくりミュージカル「ドラネコ座」創立 10
周年記念・岡山市男女共同参画市民協働事業
会場：西川アイプラザ
第７作目「これがドラネコ座」
創立 10 周年記念公演でのみ上演
●2004.11.1
岡山市立岡北中学校「教育の日」
会場：岡北中学校
●2005.2.13
福岡県「福岡市男女共同参画を推進する条例」
制定記念
会場：福岡市立早良市民センター
●2005.2.21
岡山市立吉備公民館主催講座「ゆうゆう大学・
吉備参画塾学習会」
会場：吉備公民館
●2005.3.6
岡山市男女共同参画市民協働事業として岡山
市・岡山女性フォーラム・ドラネコ座主催「男
女共同参画を目指した新作表現見本市」
会場：３丁目劇場
●2005.3.6
大元小ＰＴＡ主催「親子ふれあい劇場」
会場：岡山市立大元小学校
●2005.10.17
岡山市男女共同参画市民協働事業として
御津女性学級・岡山市主催「はじめまして！！
さんかく公演会」
会場：御津文化センター
●2006.8.10
「第 1 回岡山県人権教育研究集会」第 1 日目全
体会
会場：岡山シンフォニーホール

☆2006.10
岡山県教職員組合より文化助成を受ける

第８作目

「ザブザブニューヨーク」～共に生きる～

●2006.12.9
岡山市立東山公民館主催講座「共生のまちづく
り推進事業」
会場：西川アイプラザ
☆2007.6.25
岡山市芸術文化団体として認定される
●2007.7.3
さんかくウィーク 2007「高齢者教室」
会場：岡山市立津高公民館
●2007.11.4
第 19 回全国生涯学習フェスティバルまなびピ
ア in 岡山 2007「ふれあい人権劇」
会場：岡山市民文化ホール
●2007.11.25
「さんかくカレッジ公開講座」
会場：岡山市建部町文化センター
☆2008.2.1
岡山県人権教育啓発指導者講座の講師として
講演
会場：ピュアリティまきび
●2008.2.23
「玉野市男女共同参画講座」
会場：玉野市荘内市民センター
●2008.6.１
PTA 人権教育研修「親子ふれあい観劇会」
会場：岡山市立興除小学校
●2008.6.21
「美咲町生涯学習」
会場：柵原総合文化センター
●2008.7.19
「伊勢丘学区まちづくり・人権学習推進事業」
会場：広島県福山市東部市民センター

☆2008.9.8
「京山長寿生きがいセミナー」講師として講演
会場：岡山市立京山公民館
☆2009.2/11.14.15
岡山市立妹尾公民館にて小中学生対象「演劇に
学ぼう環境編・環境警察 2209in 岡山」ワーク
ショップに 京都の「劇団衛星」とともに出
演・協力
会場：岡山市立妹尾公民館
☆2009.7
岡山市男女共同参画推進センター開館１０周
年記念行事『さんかくソング』の制作に協力、
『プロモーションビデオ』に出演

第９作目 「紅中トキドキ交響曲」
～同じ空の下 あなたがいたことを忘れない～
●2010.3.7
岡山市立東山公民館開館１０周年記念& 共生
のまちづくり推進事業
会場 ：西川アイプラザ
●2010.6.20
岡山市男女共同参画市民協働事業・さんかくウ
ィーク 2010 行事
会場 : 岡山市北区 建部町文化センター
●2010.7.6
岡北中学校「芸術観賞会」
会場 : 岡山市立岡北中学校

（２）

●2010.12.14
高島中学校創立３０周年記念行事
会場 : 岡山市立高島中学校
●2011.1.30
瀬戸内市市民課・人権啓発事業
会場：ゆめトピア長船
●2012.2.26
岡山市男女共同参画市民協働事業として
ドラネコ座・岡山市主催
会場：岡山ふれあいセンター
●2012.3.4
ウィズパートナーシップ事業として
浅口郡里庄町チョボラ・ジュニアの会主催
里庄町教育委員会、セミナーなぎさ 共催
会場：里庄町文化センター「フロイデ」

第 10 作目「たくましくしなやかに今を生きる」
～これがドラネコ座！～
●2011.6.14
さんかくウィーク 2011 行事として
会場：岡山市立富山公民館
●2011.6.25
第 31 回自治体に働く女性の全国交流集会
オープニング歓迎公演
会場：倉敷市芸文館
●2011.9.6
平井保育園「祖父母お招き会」
会場：岡山市平井保育園
●2011.12.21
「四季の森の音楽会」特別ゲストとして
会場：岡山市立操山里山センター
●2012.12.9
倉敷北公民館人権教育講演会
会場：倉敷市立倉敷北公民館

第 11 作目「哀 shine 愛 shadow」
～もう一人の私へ～
●2013.10．25
総社高校「人権教育ミュージカル鑑賞会」
会場：岡山県立総社高校
●2014.6．1
手づくりミュージカル「ドラネコ座」創立 20
周年記念公演&東山公民館 ESD 推進事業
会場：西川アイプラザ
●2014.11.30
岡山市男女共同参画市民協働事業として
ドラネコ座・岡山市主催
会場：西大寺緑花公園・百花プラザ
☆2014.11.30
岡山県備前市市民協働課&備前市女性団体ネッ
トワーク虹メンバーと交流会

☆2015.9.1
公益財団法人ソロプチミスト日本財団より感
謝状
●2015.9.21
岡山市 曽根地区 敬老会
会場：岡山市立曽根小学校体育館
●2015.10.3
倉敷市菅生地区社会福祉協議会 講演会
会場：倉敷市立菅生小学校体育館
●2015.11.7
岡山市立吉備中学校土曜授業 人権教育
会場：中国学園大学アリーナ

「ド ラ ネ コ 座」 活 動 の あ し あ と
●2016.6.28
岡山市立中央中学校
文化庁主催事業
「文化芸術による子供の育成授業」
会場：岡山市立中央中学校
●2016.9.10
山陽新聞「ちまた友の会」
会場：さん太ホール

研修・勉強会

●2017.1.18
ＪＡ岡山「男女共同参画のつどいｉｎ岡山」
会場：ＪＡ岡山 西大寺支所
●2017.4.21
ＪＡ岡山東 「女性部総代会」記念公演
会場：和気 学び館サエスタ

第 12 作目「ええ塩梅で日が暮れて
ええ塩梅で夜が明ける」
●2019.6.2
岡山市立東山公民館「ＥＳＤ推進事業」
会場：西川アイプラザ

（３）

その他の活動
2014
★
★
★
★
★
★
★
★
★

4/8
7/22
7/29
7/31
8/3
8/12
9/15
10/25
11/22

友楽園お花見会ミニ公演と交流
デイサービスセンタ－「ハイライフ」でミニ公演と交流
デイサービスセンター「フェニックス田井」でミニ公演と交流
さんかくサマー塾「うらじゃを踊ろう」講師として協力
うらじゃ祭参加（ドラ 7 名と友人知人，地域の方）
夏休み小学生・公民館クラブ体験学習に協力
西大寺ふれあいセンター公演（西大寺連合町内会敬老会）
東山公民館文化祭公演&バザー(売り上げ金→子ども未来・愛ネットワークへ）
ウィズセンター登録団体自主交流会参加

2015
★ 1/23, 30, 2/20（岡大付属支援学校「公民館体験学習うらじゃを踊ろう」協力と交流
★ 1/26「春秋会」総会にて 30 分公演と交流 於：ピュアリティまきび
★ 2/22「馬屋上コミュニティ」文化祭で 40 分公演と交流
★ 3/17「平井すずらん交流会」総会で 40 分公演と交流・東山公民館講座室
★ 4/22「退職女子教職員の会」総会にて 40 分公演 於：ピュアリティまきび
★ 5/25 デイサービスハイライフで『桃子物語』公演
★ 8/1 うらじゃまつりに 踊り連「どらねこじゃ」として参加（有志）
★ 8/8 デイサービスハイラフにて うらじゃ演舞（有志）
★ 9/11 瀬戸町 ケアハウス「夢来人 飛夢歩の里」合同敬老会 「桃子物語」（有志）
★ 9/15 東山公民館 『哀 shine 愛 shadow』 ～ もう一人の私へ ～in みんなのカフェ
★10/24 東山公民館文化祭 バザー
★12/23 赤磐市特別養護老人ホームさくら木のクリスマス会出演 （有志）

2016
★ 3/8
★ 7/28
★ 8/6
★10/22
★12/20
★12/21

デイサービスセンタ「ハイライフ」にて公演 （有志）
デイサービスセンタ「ハイライフ」にて夏祭り （有志）
うらじゃまつりに 踊り連「どらねこじゃ」として参加（有志）
東山公民館文化祭 バザー
瀬戸町 ケアハウス「夢来人」のクリスマス会出演 （有志）
赤磐市特別養護老人ホームさくら木のクリスマス会出演 （有志）

2017
★ 6/19
★ 6/27
★ 8/5
★10/21
★11/16
★11/28

富山公民館 「富山元気の出る会」にて公演（有志）
デイサービスセンタ「ハイライフ」にて公演（有志）
うらじゃまつりに 踊り連「どらねこじゃ」として参加（有志）
東山公民館文化祭 バザー
津高公民館 「津高元気の出る会」にて公演（有志）
池田病院 グループホーム「そよかぜ」にて公演（有志）

2018
★8/4
★10/14
★10/21
★11/20

うらじゃまつりに 踊り連「どらねこじゃ」として参加（有志）
平井地区敬老会にて「あんあん」予告編の公演（有志）
東山公民館文化祭にて「あんあん」予告編お披露目公演・バザー（有志）
岡大支援学校「地域を活用した音楽指導」うらじゃ交流（有志）

2019
★8/3 うらじゃまつりに 踊り連「どらねこじゃ」として参加（有志）
★10/19 東山公民館文化祭 バザー
★11/24 東山公民館子ども食堂「えがお」にて公演

手づくりミュージカル「ドラネコ座」
http://www.doranekoza.com/

2020.03.12 更新

