
釜ヶ崎芸術大学 2014 成果発表会
社会包摂型アートマネジメント・プロフェッショナル育成事業

2015年
2 月 22 日［日］
10：00
   - 18：00 ごろ

釜ヶ崎オ！ペラ　［かまがさき　お！ぺら］

釜ヶ崎芸術大学　［かまがさきげいじゅつだいがく］

この事業は、平成 26 年度文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」の助成を受けて大阪市立
大学が行う「社会包摂型アートマネジメント・プロフェッショナル育成事業：アートの活用形？」
の一環で実施するものです。釜ヶ崎芸術大学の発表の場でもあります。

［主　催］大阪市立大学　［共　催］NPO 法人こえとことばと
こころの部屋（ココルーム）、一般財団法人大阪市教育振興公社
［助　成］平成 26 年度文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」
［後　援］西成区役所　［特別協力］ブリティッシュ・カウンシル
［舞台技術］RYU　［宣伝美術］田中保帆

大阪市西成区釜ヶ崎で 2012 年からスタート。地域のさまざまな施設を会場にして、ゆるやかにお互
いに学び合う大学と名乗る釜芸プロジェクト。2013 年は脳、探検、天文学、哲学、芸術など、約
80講座を開催。ヨコハマトリエンナーレ2014に参加し、出張講座やTAKIDASHI カフェを開いた。

［主　催］NPO 法人こえとことばとこころの部屋（ココルーム）　［助　成］一般社団法人全日本冠婚葬祭
互助協会、おおさか創造千島財団（9 / 2 0 . 2 1）、大阪大学未来共生イノベーター博士課程プログラム
（狂言の授業）、ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルクラブ　［寄　付］Mot i o nGa l l e r y . i n c を通して寄付くだ
さった方々、三井住友基金ボランティア基金 ほか　［協　力］大阪大学コミュニケーションデザイン・
センター（CSCD）、大阪市立大学都市研究プラザ、鶴見橋中学校、NPO 法人釜ヶ崎支援機構、ひと花
センター　［会場協力］喜望の家、禁酒の館、太子会館老人憩の家、太子福祉館、西成市民館　［特別協力］
ブリティッシュ・カウンシル

　　　　　 大阪市西成区山王 1-15-11
　　メール｜ info@cocoroom.org
　　でんわ｜ 06-6636-1612
　 　 H P  ｜ www.cocoroom.org

９：４5  開場

西成区民センター 場 所

お問い合わせ ココルーム 
　　　　　 大阪市西成区岸里 1-1-50

 ば し ょ　 に し な り く み ん

 おおさかし  にしなりく きしのさと

おおさかし   にしなりく さんのう

と　　あ

かいじょう

EARTH アース
飲み物はコーヒーや紅茶などソフトドリンクは 300 円、
アルコール類は 500 円。商店で買ったもの、手製の食べ物
の持ち込み自由です。たまにイベントなどをやっています。

  住 所   大阪市西成区太子 1-3-26
電話番号 070 -1340 -1212
営業時間 12:00 ～ 24:00（不定休）

　           　 　　　   　JR 新今宮駅 東口
  　             地下鉄 動物園前駅 ④番出口
フェイスブック
https://www.facebook.com/pages/EARTH/411417968913437
　　　　　　　　　 ▶［ 西成  喫茶  EARTH ］で検索してください！

インフォショップ・カフェ
コ コ ル ー ム
〒557-0001
　大阪市西成区山王 1-15-11

TEL&FAX  |   06-6636-1612
  営業時間   |   10:00〜19:00 ごろ
ホームページ |
　　http://www.cocoroom.org/

　■地下鉄御堂筋線・堺筋線
　　動物園前駅②番出口  徒歩約2分
　■JR 新今宮駅  徒歩約 5 分

   　動物園前一番街商店街の中

【メニュー】
　こもれびコーヒー　   400 円
　手作りしそジュース　400 円
　おつまみ一品　　　　200 円〜　など

いつも 12:00 頃と 18:30 頃、みんなで
まかないご飯（700 円）を食べています。

　釜ヶ崎芸術大学継続のための
　寄付をつのっています ! ! !
　名 義
　　トクテイヒエイリカツドウホウジン
　　コエトコトバトココロノヘヤ
　三井住友銀行　天王寺駅前支店 普通 1585265
　ゆうちょ銀行　記号 14160 番号 85430001



タイトル

お！はよう ―受付はじめ

序章　はやすぎることはない
　　 ― 発声やストレッチなど

　　「釜芸の詩」
　　　―詩の朗読

第１幕　宇宙
　　ぱぴぷぺぽっぽっぽ
　　『釜ヶ崎オ！ペラのテーマ』　―合唱

　　星のからだ
　　―即興ダンスと即興オ！ペラ

　　天文学ガムラン
　　―宇宙とアートの話とガムラン

　　小芝居『あなた』　―即興２人芝居

　　宇宙の脳みそ　―「脳の詩」朗読

　　青春オ！ペラペラペラ　―創作ダンス

お ! ひるごはん

第２幕　円環
　　ゴールデンキネマ
　　『恃まず、恃む、釜ヶ崎』
　　―釜ヶ崎に暮らす人や釜芸についての映画

　　じぶんの言葉で話すこと
　　 ― 哲学 恃むことについて、そして哲学する

　　 おやつとお昼寝

じかん

  9:45

10:00

10:20

10:30

10:35

10:45

11:15

11:30

11:40

12:10

13:00

14:15

15:00

でるひと

中西ちさと、野村誠、ロバート・ギル
ドン、上田假奈代、会場のみなさん

上田假奈代、野村誠、中西ちさと、
釜芸ダンス部

釜芸合唱部、釜芸「即興オ！ペラ」
受講生、ロバート・ギルドン、野村誠

釜芸ダンス部、釜芸「即興オ！ペ
ラ」受講生、ロバート・ギルドン、
中西ちさと

尾久土正巳、釜芸「ガムラン」
受講生、中川真

釜芸「即興オ！ペラ」受講生、釜芸合
唱部、ロバート・ギルドン、野村誠
釜芸「詩」受講生、上田假奈代

南流石＋鶴見橋中学校チーム鶴の舞

監督：若原瑞昌

釜芸「哲学」受講生、西川勝、
若原瑞昌

タイトル

第３幕　家出／探検
　　家出して『ふんが行進曲』　―合唱

　　ポーチひとつに 700 円
　　―「探検の詩」朗読

　　ヨコハマトリエンナーレ 2014
　　～忘却の海を漂流する　―ヨコトリ報告

　　アフリカのカバとコカバ
　　―即興 釜流かけあい歌

　　いったん、休憩

第 4 幕　流星
　　7 年前の黒カラス
　　―『ふるさとのうた』発表

　　オペラハウスの外で会う
　　  ―イギリス、ストリートワイズ・オペラの活動紹介

　　ここで応答する
　　―応答する　イギリス／釜ヶ崎

　　流れ星のしりとり
　　 ―みんなでうたい、おどる

お！つかれさま

じかん

15:30

15:35

15:45

16:05

16:25

16:35

16:40

17:10

17:50

18:00

でるひと

釜芸合唱部、ロバート・ギルドン、
野村誠
釜芸「詩」受講生、上田假奈代

映像編集 : 大河原万唆博

釜芸「即興オ！ペラ」受講生、ロバー
トギルドン、野村誠、上田假奈代

紙芝居劇団むすび、ロバート・
ギルドン、野村誠、上田假奈代

マット・ピーコック

釜芸「オペラ」受講生、マット・
ピーコック、野村誠、上田假奈代

会場のみなさん

おねがい
■時間は前後変動することがあります。
　ご了承ください。
■元気な方、力持ちの方は、終了後のかたづけなど、
　お手伝いをしてくださると、とても助かります。
■ゴミは各自でお持ち帰りください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　うけつけ

　じょしょう

　　　　　　　　　はっせい

　　　　　　 かまげい　　  し

　　　　　　　　　 し      ろうどく　　　

　 だい　　  まく　　　うちゅう

　　　　　　　かまがさき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がっしょう

　　　　　 ほし

          　　　  そっきょう　　　　　 そっきょう

　　　 　　てんもんがく

　　　　　　　　うちゅう　　　　　　　  はなし

　　　　　　こしばい　　　　　　　　　　　　　　　 そっきょうふたりしばい

　　　　　 うちゅう　　 のう　　　　　　　　　　 のう　  し　　ろうどく

　　　　　せいしゅん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうさく

　 だい　　　まく　　　えんかん

                 たの　　　　　　 たの　　　　  かまがさき

　　　　　　　　 かまがさき　　く　　　  ひと　 かまげい　　　　　　　　  えいが

　　　　　　　　　　　　　　 ことば　　  はな

　　　　　　　　てつがくたの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てつがく

　　　　　　　　　　　　　　　　ひるね

 なかにし　　　　  のむらまこと

 　　　　　  うえだかなよ   かいじょう

 　 うえだかなよ　  のむらまこと なかにし

 かまげい　　　　　ぶ

かまげいがっしょうぶ かまげい そっきょう

じゅこうせい  　　　　　　　　　　　　   のむらまこと

 かまげい　　　　   ぶ　 かまげい そっきょう

　      じゅこうせい

　なかにし

　 おきゅうどまさみ　　 かまげい

 じゅこうせい  なかがわしん

 かまげい そっきょう　　　　　 じゅこうせい  かまげいがっ

 しょうぶ   　　　　　　　　　　　　　　　　のむらまこと

  かまげい　 し　じゅこうせい　  うえだかなよ

みなみさすが つるみばしちゅうがっこう　　　つる　まい

　かんとく  わかはらみずあき

　かまげい　  てつがく　  じゅこうせい　  にしかわまさる

 わかはらみずあき

 だい　　　まく　　　  いえで　　　  たんけん

 　　　　 いえで　　　　　　　　　　　　　こうしんきょく　　　　　 がっしょう

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん

　　　　　　　　　  たんけん　　し　　ろうどく

　　　　　　ぼうきゃく　  うみ　 ひょうりゅう　　　　　　　　　　　　　　　　ほうこく

　　　　　　  そっきょう かまりゅう　　　　　   うた

　　　　　　　　　　　　　　　 きゅうけい

だい　　　まく　　 りゅうせい

　　　　　　ねんまえ　　くろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   はっぴょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そと　　　あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かつどうしょうかい

　　　　　　　　　　　 おうとう

　　　　　　　おうとう　　　　　　　　　　　　　かまがさき

　　　　  なが　　  ぼし

かまげいがっしょうぶ

 のむらまこと

 かまげい　 し　じゅこうせい　  うえだかなよ

えいぞうへんしゅう　おおがわらまさひろ

　かまげい そっきょう　　　　  じゅこうせい

　　　　　　　　　　  のむらまこと　    うえだかなよ

 かみしばいげきだん

              　    のむらまこと　　うえだかなよ

 かまげい　　　　　  じゅこうせい

　　　　　　　　のむらまこと　  うえだかなよ

かいじょう

 じかん　　  ぜんごへんどう

   りょうしょう

  げんき　　 かた　  ちからも　　　  かた　　　 しゅうりょうご

　　  てつだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たす

　　　　　　かくじ　　　　  も　　 かえ



地球星の釜ヶ崎という街には、歌う人、踊る人、しゃべる人、

いろんな人が住んでいる。ある日、三角公園に天文学者が登場。

釜ヶ崎から見上げる宇宙に思いを馳せるうちに、どんどん心は

広がって。あなたとわたしはどこまでだっけ。宇宙学生はさす

が鶴の星で踊ってる。三日月に腰かけてお昼ご飯を食べたら、

ほうき星の端っこに大スクリーンをつるして、ふるさと釜ヶ崎

のキネマ上映会。幕がおりて、ふんが星の哲学者たち、何語か

わかんないけど、楽しく話してる。  

ぷかぷか浮かんでお昼寝したら「やっぱりこの宇宙から飛び出

したくなった！」。どこへ行くのか、ふんがふんが。持ち物はポー

チひとつに 700 円と靴下。みんなといっしょに、横浜海、ア

フリカ川へ、探検は続きます。わたしもあなたも過去も未来も、

おいしい釜汁のごった煮。  

ひょいと流れ星をつかまえる。だけどふるさと思い出す。オペ

ラハウスにも行ったのさ。帰りたくなって「おかあさーん！」。

ふんが、同じひとつ屋根で成長するわけじゃないもんね。オペー

ラペラペラカマガサキ！次の星で会いましょう！

あなたとわたし、釜の星で出会ったなら、

歌って踊って笑いましょう！ 

さあ、いよいよ、釜ヶ崎オ！ペラの幕が上がります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　かま　　 ほし　  　 で    あ

うた　　　　　おど　　　　  わら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かまがさき　　　　　　　　　　　　まく　　　あ

ちきゅうぼし　  かまがさき　　　　　 まち　　　　　うた　　ひと　 おど　 ひと　　　　　　　　　ひと

　　　　　　　ひと　　す　　　　　　　　　　　　  ひ　さんかくこうえん てんもんがくしゃ とうじょう

 かまがさき　　　　み  あ　　　　うちゅう　 おも　　　  は　　　　　　　　　　　　　　　　　こころ

 ひろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  うちゅうがくせい

 　  つる　  ほし　 おど　　　　　　　 みかづき　　 こし　　　　　　　ひる　  はん　　た

　　　　　 ぼし　  はし　　　　　だい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かまがさき

　　　　　　 じょうえいかい  まく　　　　　　　　　　　　　  せい　てつがくしゃ　　　　　なにご

　　　　　　　　　　　　　　たの　　　 はな

　　　　　　　  う　　　　　　　 ひるね　　　　　　　　　　　　　　　　　 うちゅう　　　 と　　 だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　もの

　　　　　　　　　　　　　　えん　くつした　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よこはまかい

 　　　　　がわ　　　たんけん　つづ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かこ　　  みらい

　　　　　　　かまじる　　　　　　　に

　　　　　　　 なが　 ぼし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　だ

　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　かえ

　　　　　　 おな　　　　　　　 やね　  せいちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つぎ　 ほし　　あ
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