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地域を愛する 誇れる子供たちを育て、応援しませんか。

かんじるココロとうごくチカラの種をまきましょう。



 

 

 

地域を愛する 誇れる子供たちを育て、応援しませんか。 

かんじるココロとうごくチカラの種をまきましょう。 

 

おおすみかのや文化合宿実行委員会がつくられたきっかけ 

大隅鹿屋の美しい記憶と体験を子供たちに感じてほしい。その記憶と体験をもつ子供

たちが必ず将来に地域のちからとなるだろう。小さなきっかけづくりを文化合宿とい

うかたちでおこないたい。この想いをもつメンバーが集まり委員会発足となりました。 

 

おすみかのや文化合宿実行委員会が目指すこと 

おおすみかのや文化合宿実行委員会は、プロフェッショナルな講師たちと子供たちの

交流をつうじ、文化活動の素晴らしさを学ぶ機会をつくり、様々なコンテンツからな

る文化合宿をはぐくむことで、これからの未来の力となる子供たちの感性の土壌を肥

沃にしていきたいです。 

 

「誰のために」 これからの地域の未来を担う子供たちのために 

 

「何のために」 1. 子供たちの夢を応援するために  

2. 地域の未来である子供たちの感動や生きかたのきっかけのために 

3. 子供たちが「本物」「文化」に触れる場をつくるために 

4. 学び体験からうまれる子供たちの社会意識をそだてるために 

5. これからの地域の未来を担う子供たち・人材の育成のために 

 

「合宿を通じて、参加者に何を伝えたいのか」 

プロフェッショナルな講師たちとの交流をとおし、子供たちに自分自

身だけでなく、地域の未来や文化についての、可能性への気付きをサ

ポートしたい。様々なコンテンツの文化合宿を実施して、子供たちへ

学びと感動を伝え、夢や希望に思いっきりチャレンジする「頑張れば

夢はかなう」という元気なこころを感じてもらいたいです。 

 



 

 

なぜユクサおおすみ海の学校でおこなうのか 

本来学校であった「場のもつ力」と「美しいロケーション」があり、このたび地域の

ベースキャンプとして新しく生まれ変わった（ユクサおおすみ海の学校）は、学校や

家庭だけではない「第３の学びの場」として最適だと考えます。さまざまなかたちの

文化合宿という学びと体験を通じ、地域を担うこれからの人材の育成、学び体験から

うまれる子供たちの社会意識の輔翼を目的とするシナジーの場としたいです。 

 

今後の文化合宿について 

子供たちが本物の文化に触れることが出来る地域となることを目指していきたいで

す。プログラムやコンテンツのかたちをかえて継続させ、バラエティ豊かな活動（文

化合宿）を展開していきます。芸術に偏る必要はなく、重要なことは鹿屋にある資源

を全て活用して、その結果として、鹿屋に誇りを持ち、鹿屋を語れる人材を育成する

ことです。その文化が地域コンテンツとなって、文化を軸とした地域外交流、世代間

交流が生まれ、そのことが鹿屋の文化になることまで達成したいと考えます。 

 

子供たちとの学びの時間を大人たちも共有し、これからの未来を共に考え、共に人生

を豊かなものにしましょう。 

 

 

 

おおすみかのや文化合宿実行委員会 一同 

  



 

 

大隅・鹿屋の郷土芸能をベースにしたあらたな演目作成と 

学生参加のワークショップ 開催内容 

 
 

開催目的 

鹿屋市の貴重な文化を活かした新しい地域教育の形を模索し、若者らの郷土愛や自尊

心の醸成することを目的に、下記事業を実施する。 

 

 

事業概要 

１. 演目作成 

中高生等に指導する教材として演目を作成する。 

→ 来年度以降、鹿屋市での浸透を図る（郷土芸能に親しみを持ってもらう） 

①  作成期間  令和２年１１月１０日（火）～令和３年２月１４日（日） 

②  作品の仕様 大隅半島の郷土芸能をベースにしたストーリー性のある演目 

出演人数：２０名程度  時間：１０分程度 

③作成メンバー 演出家・松永太郎、ミュージカル俳優・楢原ジュンヤ、劇団ニライス

タジオメンバー 

④作成方法 今まで視察してきた郷土芸能を基に演出家・松永太郎、ミュージカル

俳優・楢原ジュンヤで素案を作成。劇団ニライスタジオメンバーに実

際踊ってもらうことで、精度を上げていく。 

（合同作成二回 一回目：１２月５日・６日、二回目：２月１３日・１４日） 

 

 

２.演目作成ワークショップ参加者募集 

演目作成体験、見学を行う。 

→ 中高生等に、郷土芸能からの演目作成に興味を持ってもらう。 

①  応募資格 原則として鹿屋市に居住しているか、通学等をしている中高大生 

② 募集期間  令和２年１２月２５日（金）～令和３年２月６日（水） 

③ 実施日時 令和３年２月１４日（日）：２時間程度 



 

 

④ 講師  演出家・松永太郎、ミュージカル俳優・楢原ジュンヤ、劇団ニライス

タジオメンバー 

⑤ 参加料 無料 

⑥ 内容  大隅の郷土芸能について（講義） 

演目作成体験、見学 ※体験の定員は１０名程度。 

⑦ 募集方法 鹿屋市ホームページ、鹿屋市 facebook、学校等へ直接案内 

 

 

３.成果発表 

作成最終日に、地域を巻き込んで演目を披露する。 

→ 地域の人に今回の活動に興味を持ってもらう。 

①開催日時 令和３年２月１４日（日）１５時から 

②会場  ユクサおおすみ海の学校 

③出演  演出家・松永太郎、ミュージカル俳優・楢原ジュンヤ、 

劇団ニライスタジオメンバー、郷土芸能保存会 

④広報  令和３年１月１３日号広報かのや、鹿屋市ホームページ、 

鹿屋市 facebook 

 

 

 

 

お問合わせ先 

おおすみかのや文化合宿実行委員会事務局 新美(事務局長) 090-9315-1376 

 



 

 

大隅・鹿屋の郷土芸能をベースにしたあらたな演目作成と 

学生参加のワークショップ スケジュール 
 

 
お問合わせ先 

おおすみかのや文化合宿実行委員会事務局 新美(事務局長) 090-9315-1376 

日付 内容 備考 

12 月 5 日（土） 第一回文化合宿（1日目） 

13:00 集合 オリエンテーション 

13:30 創作稽古開始 

17:00 終了 

18:00 夕食 

20:00 演奏チーム合流＆練習 

22:00 終了（解散） 

場所 

ユクサおおすみ海の学校 

12 月 6日（日） 第一回文化合宿（2日目） 

7:30 朝食 

9:00 創作稽古 

12:00 昼食 

13:00 創作稽古 

16:00 稽古終了（解散） 

場所 

ユクサおおすみ海の学校 

2 月 13 日（土） 第二回文化合宿（1日目） 

13:00 集合 オリエンテーション 

13:30 創作稽古開始 

17:00 終了 

18:00 夕食 

20:00 演奏チーム合流＆練習 

22:00 終了（解散） 

場所 

ユクサおおすみ海の学校 

2 月 14 日（日） 第２回文化合宿（2日目） 

7:30 朝食 

9:00 創作稽古 

12:00 昼食 

13:00 演目作成ワークショップ 

地域の方々に向けての発表会 

（体育館 or 校庭） 

16:00 稽古終了（解散） 

場所 

ユクサおおすみ海の学校 



 

おおすみかのや文化合宿実行委員会名簿 

 

役職 氏名 備考 

実行委員長 大地山 博 
株式会社 blue studio 

株式会社 Katasudde 

副実行委員長 鬼塚 仁 
鹿屋市教育委員会 

生涯学習課長 

副実行委員長 松永 太郎 
株式会社 

ニライスタジオ 

実行委員 楢原 じゅんや Ｊ－ＪＡＭ企画 

実行委員 上薗 勝己 天神町内会 会⻑ 

実行委員 川畠 康文 
株式会社 Katasudde 

株式会社⼤隅家守舎 

実行委員 馬場 祐介 
株式会社 Katasudde 

株式会社⼤隅家守舎 

実行委員 繁昌 孝充 株式会社 Katasudde 

実行委員 吉野 真生 MYBONDS 

実行委員 出水田 一生 株式会社イズミダ 

監事 松元 和成 
鹿屋市教育委員会生涯学習課長

補佐 

 

役職 氏名 備考 

事務局長 新美 了 
株式会社 

スポットライト 

 

役職 氏名 備考 

連絡調整及び 

指導助言 
田中 しおり 

鹿屋市教育委員会 

生涯学習課 

 



 

 

各位 

おおすみかのや文化合宿実行委員会 

 

 

大隅・鹿屋の郷土芸能をベースにしたあらたな演目作成と 

学生参加のワークショップのための協賛金のお願い 

 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素はおおすみかのや文化

合宿実行委員会の運営につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 おおすみかのや文化合宿実行委員会は「大隅鹿屋の美しい記憶と体験を、この地に

育つ子供たちに感じてもらいたい。その記憶と体験をもつ子供たちが必ず将来に地域

のちからとなるであろう、小さなきっかけを文化合宿というかたちで行いたい。」そ

の想いを持つメンバーが集まり委員会の発足となりました。 

 

 このたび令和２年１２月５・６日、令和３年２月１３・１４日に、「大隅・鹿屋の

郷土芸能をベースにしたあらたな演目作成および学生参加のワークショップ」を開催

する運びとなりました。これもひとえに皆様方のご支援ご協力の賜物と、心より感謝

申し上げます。内容につきましては、別紙「開催内容」をごらんください。 
 

 諸事多難な折、誠に恐縮ではございますが、おおすみかのや文化合宿実行委員会の

趣旨をご理解とご賛同をいただきご協賛を賜わりたく、ここにお願い申し上げる次第

でございます。ご協賛の内容につきましては、下記のとおりとさせていただきますの

で、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

敬具  
 

記 

１．協賛金額   一口１万円  

２．募集期間   令和２年１２月１日から令和３年１月３１日まで 

３．納入方法   銀行振込、手渡し 

４．口座番号   鹿児島銀行鹿屋支店 普）3082442 

     おおすみかのや文化合宿実行委員会 

５．お問合わせ先 おおすみかのや文化合宿実行委員会事務局  

     新美(事務局長) 090-9315-1376 




