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特定⾮営利活動法⼈ 京都舞台芸術協会 
2022 年度 定例総会 

〜資料〜 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策により 

本年度定例総会はオンラインビデオチャット方式で行います 

 

とき：2022 年 5 月 12 日（木）19:30〜21:30（ビデオチャットは 19:20 より開設） 

※ご出席方法などは別紙案内をご覧ください 

  

次第 
1. 開会 

2. 理事長あいさつ 

3. 議長の選任 （P.2） 

4. 議事（審議事項） 

・ 第１号議案 役員の選任（P.2） 

・ 第 2号議案 定款の変更 （P.3） 

・ 第 3号議案 2021 年度 活動報告 （P.3） 

・ 第 4号議案 2021 年度 収支決算報告（P.12） 

〜会計監査報告〜（P.13） 

・ 第 5号議案 2022 年度 活動計画（案）（P.14） 

・ 第 6号議案 2022 年度 収支予算（案）（P.19） 

5. 会議録（理事会）（P.20） 

6. 議事録署名人の選任（P.20） 

7. 閉会 
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議長の選任 

定款第２６条にもとづき、総会出席者の中から議事をすすめる議長を選出します。 

以降、議長は総会の進行を務めます。 

n 定款 第２６条 

第 5章  総会 

（議長） 

第２６条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

第1号議案 役員の選任 

 ３月に実施した役員信任投票の結果にもとづき、総会の場において理事の選任、ならびに理事長、副理事長の選任

を行います。 

n 定款 第１４条 

第 4章  役員 

（選任等） 

第１４条 理事及び監事は、正会員の中からの立候補によって、正会員による選挙もしくは信任投票の結果に基
づき総会で選任する。その立候補者が理事または監事の定数を超えた場合は正会員の選挙による順位に基づき総
会で選任する。選挙に関する規定は細則を別に定める。 

2 理事長及び副理事長は、正会員による選挙もしくは信任投票の結果に基づき理事会で選任する。 

 
投票数 

n 投票総数 

22 票（会員数 31 団体/個人、投票率  71％） 

n 有効投票数 

22 票 

 

 

 

 

候補及び得票数（信任投票） 

n 理事候補（敬称略、50音順） 

北方 こだち     22 票 

竹内 良亮     22 票 

筒井 加寿子/ルドルフ    22 票 

藤井颯太郎／幻灯劇場・東京演劇道場  22 票 

松岡 咲子/ドキドキぼーいず   22 票 

和田 ながら/したため    22 票 

(敬称略、50 音順) 

n 監事候補（敬称略、50音順） 

植村 純子/劇団衛星    22 票 

田中 遊/正直者の会    22 票 

  



 

 3 

    

第2号議案 定款の変更 

定款第 51 条にもとづき、該当箇所の変更を行います。 

n 定款 第 51条 

第５１条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 3分の 2以上の多数による議決
を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する以下の事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。 

第２条 事務所所在地の変更 
協会事務所の移転に伴い第２条の下線部において定款の変更を行います。

n 旧 

（事務所）第２条 この法人は、主たる事業

所を 京都市山科区御陵大津畑町 16-3 エ

スリード京都山科 107 中谷方  に置く。  

n 新 

（事務所）第２条 この法人は、主たる事業所を 京

都市南区に置く。 

第 25条 招集の変更 
第２５条３項の、下線部において定款の変更を行います。 

n 旧 

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び

審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会議開

催日の 5日前までに通知しなければならない｡ 

n 新 

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び

審議事項を記載した書面あるいは電磁的方法により、

少なくとも会議開催日の 5日前までに通知しなければ

ならない｡  

 

第 3号議案 2021年度活動報告 

2021年度に京都舞台芸術協会が行った活動 
n A 互助事業  

① 「なんでも相談窓口」の運営 

② 「創作活動」と「労働環境」の関係性を探るリサーチ 

③ 舞台芸術家の交流事業「交流会」 

n B 企画事業 

① 感想シェア会 

② 学生劇団の実態調査とインターンの受入 
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③ 俳優のためのワークショップ企画「”あなた”と”表現”を生かす『からだの使い方』──アレクサンダー・

テクニックにできること」2021 

④ 京都舞台芸術協会アーカイブ 

n C 連携事業 

① THEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会ショーケース企画“Continue” 

② 「ようこそアーティスト文化芸術とくべつ授業」へのアーティスト推薦 

③ 各団体への後援、共催など 

n D 発信事業 

l 情報発信（WEB サイト・会報・総合チラシ） 

A 互助事業 

①  「なんでも相談窓口」の運営 

n 実施内容 

日時：通年 

形態：協会 WEB サイトに専用メールフォームを設置、および代表メールアドレス宛の問合せ対応 

2021 年度相談件数：5件 

n 目的 

2018 年度から継続して、京都における舞台芸術活動に関わる相談を受け付ける「なんでも相談窓口」のメール

フォームをウェブサイト上に設置、運用する。相談者個別の問題の解決をサポートすると同時に、その問題が多く

の人にとっても共通する課題である場合には、その課題解決に資する事業を次年度以降に組み込む等、インフラと

しての機能をより強化する。 

n 成果と課題 

 2021 年度は 5件の相談が寄せられ、対応した。テクニカルスタッフなどの人材紹介のニーズは一定程度あるよう

な印象を受けた。京都拠点のスタッフ人材の把握については 22年度に取り組んでいきたい。 

また、今後は権利関係をはじめさまざまな専門的な知識が必要となる相談が増えてくるのではないかと考え、京都

市文化芸術相談窓口 KACCOに相談対応と各種専門家との連携についてヒアリングを行った。相談者の抱えている課

題に適切に対応するために、理事メンバーも知見をアップデートしながら、諸機関との連携も強化していきたい。 

② 「創作活動」と「労働環境」の関係性を探るリサーチ 

n 目的 

 創作活動における「働き方」について、意見や価値観を交換・共有し、無理なく舞台活動、そして自身の生活を続

けていけるために、活動方法の「選択肢を増やす」こと目指す。 

n 実施内容 

「劇場にいる時間を８時間におさめる試み」についての報告会 

日時：2021 年 7月 19 日(月)18:30～20:00 

会場：オンライン（Youtube Liveを利用） 

ゲスト：あごうさとし(劇作家・演出家/THEATRE E9 KYOTO 芸術監督)、山口茜(劇作家・演出家/トリコ・A/サファ

リ・P主宰) 

モデレーター：北方こだち（京都舞台芸術協会/THEATRE E9 KYOTO） 
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ライブ配信視聴者数：34 名 

アーカイブ配信 を含めた総再生数：143回(アーカイブ配信：7/20～7/31) 

 

2021 年 4月に THEATRE E9 KYOTOで開催された THEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会ショーケース企画

「Continue」において、 

劇場入りスケジュールを毎日 8時間以内で組むという試みを行い、その報告会を実施。 

 

【参考】THEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会ショーケース企画「Continue」 

  会場 THEATRE E9 KYOTO 

  日程 2021 年 4月 19 日(月)仕込み 

            4 月 20 日(火)～4 月 23 日(金) リハーサル 各日 1団体ずつ 

            4 月 24 日(土)～4 月 27 日(火) 本番 各日 1ステージ 

         4 月 28日(水)午前中 バラシ 

 

n 成果と課題 

昨年実施した座談会にて、創作現場における「働き方」について話題にあがった課題のひとつに「(労働)時間」

があった。劇場入りすると１日 12時間劇場にいるということが続くという問題である。公演の場で労働時間を短

くするということを実践し、さらにフィードバックの場をオープンな形で設けることができたのは、創作環境と

労働について考え直す機会を設けようと意思表示をしたことにより、それに賛同してくださった Continue主催の

THEATRE E9 KYOTOと参加アーティスト方々がいたからである。感謝の気持ちとともに、創作環境と労働の関係に

ついて実践と報告会に対する内外の反応を受け、興味関心の高さを認識した。 

③ 舞台芸術家の交流事業「交流会」 

n 目的 

 前年度に引き続き、交流会事業を行う。舞台芸術に携わる方や興味のある方を多様につなぐハブとしての役割を

果たすため、協会員同士の、また協会員と非協会員との接点を見つめ、各自の問題意識のすり合わせや課題の共有

を主体的に行うための場づくりを行う。また、協会そのものや協会の事業について知って頂く入り口としての位置

づけも果たす。 
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n 実施内容 

「京都という創作環境をめぐる vol.4」 

日時：2020 年 6月 29 日(火)  20：00～22：00 

会場：オンライン会議ツール「zoom」ミーティングルーム 

参加費：無料 

参加者：16 名 

 

「月１だべりば」 

日時： 

2021 年 

5 月 25 日（火）20:00～22:00 、6月 24 日（木）20:00～21:30 、7月 26 日（月）20:00～21:30 、 

8月 23日（月）20:00～21:30 、9月 24 日（金）20:00～21:30 、10 月 23 日（土）20:00～21:30 、 

11 月 28日（日）16:30～18:00 

2022 年 

1 月 17 日（月）19:00～20:30 

2 月 16 日（水）19:00～20:30 

3 月 24 日（木）19:00～20:30 

 

会場：オンライン会議ツール「zoom」ミーティングルーム 

参加費：無料 

参加者：3 月までの 10回合計 54名 

 

n 成果と課題 

 2021 年度は計 12回、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症予防の観点から全てオンラインで交流会を実施

した。 

2018年以降同じテーマで続けている「京都という創作環境をめぐる」ではコロナ禍で集まりにくい多人数の交流会

で１年の間に起こった環境の変化を確認することが出来た。 

12 月以外の毎月開催した「月１だべりば」では月ごとに上演された舞台の評判や感想を話したり短い期間で定期的

に開催することで、ともすればその場限りになりやすいオンラインでの出会いが縁として続く感覚を得られた。 

オンライン交流会に関しては情報発信の一環としてより多くの認知や興味を得るために参加の事前申請や顔出し等

も必要のない、より参加のハードルが低い形も検討する余地があるように感じられる。 

 

B 企画事業 

① 感想シェア会 

n 目的 

 作品を観ることで生まれる、思考や発想を批評として表現することで「観劇」の機会を次につなげ、作品に触れる 

欲求や、創作への意欲を高め、舞台芸術活動の活性化を促す。前年度まで実施してきた「劇評講座」の趣旨を引き継 

ぎ、感想を共有しあう継続的な「場所」を作ることを 目的に 2019 年度より形式を一新して実施をしている。今年

度は引き続き同形式での実施、定着化をねらいとする。 

n 成果 

新型コロナウイルス感染症の影響による不安定な公演状況を踏まえ、本年度は開催を見送った。 
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②  学生劇団の実態調査とインターンの受入 

n 実施内容 

公募によって 3名のインターン生を選定。2021 年 7月〜2022 年 1月の期間で、以下のような活動を行った。 

 

〈主な活動内容〉 

・毎月の理事会への参加と議事録の担当 

・主催事業へのスタッフ参加 

・京都の舞台芸術関係施設（THEATRE E9 KYOTO、京都芸術センター）の訪問 

・学生劇団へのヒアリングの場の企画実施 

 

〈スケジュール〉 

 5 月 26 日〜6月 14 日 インターンシップ生の公募 ※6 月 1日 オンライン説明会の実施 

（オンライン説明会参加者数：14 名、インターンシップ応募総数：6 名） 

 6 月 14 日〜7月下旬 面接と選考 

 7 月中旬 活動スタート 

 8月 6日 主催事業（「俳優のためのワークショップ”あなた”と”表現”を生かす『からだの使い方』── 

アレクサンダー・テクニックにできること」2021 ）へのスタッフ参加。 

 10 月 15 日 THEATRE E9 KYOTO への訪問 

 11 月 15 日 学生劇団へのヒアリング実施 

l 目的 

京都で活動する学生劇団のリストアップと、活動状況等の実態調査のため 

l 内容 

実施日時：11 月 15 日(月)19:00〜21:00（オンライン） 

インターンシップ生による企画実践も含めて、今回のヒアリングを行った。学生劇団のリストアップや、参

加案内の連絡、ヒアリング内容の選定、当日の司会進行など、協会理事とインターンシップ生とで協働しつ

つ進めた。 

主なヒアリング項目は以下の通り。 

・現在の活動状況について 

・新入部員の勧誘状況やその方法について 

・劇団の主な財源について 

・学生劇団として、いま、困っていること 

当日は、コロナ禍で減少した学生劇団同士の交流も生まれ、それぞれの団体の課題を個々ではなく他団体

と連携して進めていく話題などもあがった。 

l 参加者 

学生団体 5団体、THEATRE E9 KYOTOより劇場関係者 2名、当協会より理事 2名、インターンシップ生 3

名 

 12 月 9日 京都芸術センターへの訪問 

 12 月中旬〜1月中旬 レポート作成提出 

 

 

n 目的 

 「若手」というキーワードをもとにした様々な問題として、育成の場の減少、ネットワークの不足、そして担い手

の減少などがあげられる。また、コロナ禍によって大学施設が利用できないなど、学生劇団や若手の活動そのものが

困難となり、これらの問題がさらに深刻化しているとも言える。これらの改善を目指してインターンシップ生の受け
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入れを実施した。また、京都は大学が多く所在するまちでもあり、京都の舞台芸術界にとっても学生劇団の活動の活

発さと、卒業生の継続的な活動によって、若手アーティストが活躍しやすい機運が醸成されてきた。今後の業界を支

える人材の場とも言える学生劇団とのつながりを強化することもふまえ、卒業後も舞台芸術活動の継続を望む若手の

育成もねらいとした。  

n 課題と成果 

 協会として初めての試みでもあり、手探りの実施ではあったが、実施を通じて、若手は情報や活動の場を求めてお

り、こうした若手育成の場の必要性を再認識することができた。まず、定員 3名のインターンシップ生募集に際し

て、6名の応募、説明会には 14名の応募があり、想定したより多くの参加となったことから、この事業の需要の高

さが伺えた。さらに、既存の育成の場に関する情報や、京都の創作環境および制作支援に関する情報が、今回イン

ターンシップに応募した学生劇団所属者や、学生劇団が存在しない大学の学生などに全く届いていないという現状か

ら、若手との関わりを含めた育成の場や、ささやかな交流の場を継続的にひらいく必要性なども感じられた。 

 THEATRE E9 KYOTOと京都芸術センターへの訪問については、そこで働く方々から施設を案内いただきながら、ど

のようにその施設が設立されたのか／現在、舞台芸術の創作発表支援がどのようになされているか／今後の課題はど

こにあるのか、などのお話を伺った。インターンシップ生にとっては施設の存在を知ることもほぼ初めてだったこと

もあり、今後の活動の幅を広げることに繋がったと考える。 

 学生劇団へのヒアリングについては、連絡先のリストアップや、学生劇団への連絡窓口、当日の進行などをイン

ターン生が担当した。学生劇団の活動状況の実態を把握できたのみならず、様々なかたちで舞台芸術に関わる若手同

士の交流のきっかけとなった。 

 当事業は、継続を予定している。次年度は、関係施設への訪問先を増やし、より幅広く京都の舞台芸術を知る機会

を提供する。また、今年度得た学生劇団との繋がりなどを生かした取り組みについても検討する。 

③ 俳優のためのワークショップ企画「”あなた”と”表現”を生かす『からだの使い方』─
─アレクサンダー・テクニックにできること」2021 

n 実施内容 

日時：2021 年 8月 9日 (月・祝) 14:00－15:00 

会場：オンライン（Zoom ミーティングルーム） 

参加者：4 名（すべて非会員） 

参加費：2,500円（京都舞台芸術協会会員は 500円 OFF） 

講師：芳野香  

n 成果と課題 

 舞台に立つ俳優が「からだの使い方を学ぶ」ことの意義や具体的な方法に迫るワークショップ企画の第 2弾。講

師に「ATCスタジオ K」主宰の芳野香先生を招き、1時間半のワークをオンラインで開催した。参加者は俳優・オペ

ラ歌手など 4 名。 

ワークのテーマは、”表現のための「リラックス」”。リラックス（relax）の本来の意味は、「再び（re）緩んだ

（lax）状態に戻す」こと。創作過程においては、早々に完成状態を決定することよりも、変更可能な緩い状態（＝

laxな状態）を保った上で臨機応変にものごとを積み重ねながら完成を目指すことが求められる。このワークで

は、自分が「lax」となることを阻害している要因を取り除き、表現のために出したいことを出せる状態を作って行

くことを目的とし、10分程度のレクチャーと 1時間程度の身体ワークを行った。輪ゴムとハンドタオルを使ったシ

ンプルなワークを通して、参加者の動きが徐々に伸びやかになって行く様子が見て取れた。より細やかな変化に気

づく土台となる視野の広い「集中」を得るための一助になり得たのではないかと思う。 
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④ 京都舞台芸術協会アーカイブ 

n 目的 

協会の歴史を辿り直すことで、京都における舞台芸術の状況の変遷を概観し、将来に向けて協会がどのような組織で

あるべきか、また京都の環境がどのようになっていくべきかの指針をあらためて検討する。 

 

n 課題 

京都舞台芸術協会創設時の活動について、土田英生氏に簡単なヒアリングを実施したが、担当者が他業務対応のため

あまり時間が取れず、年度内にアーカイブとしては形にすることができなかった。22年度も、WEB サイトの再構築と

連動し、これまでの協会の活動を概観できるようなものの作成を目指して作業を続けていきたい。 

 

C 連携事業 

① THEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会ショーケース企画“Continue” 

n 実施形態 

ショーケース型公演 

日時： 

4 月 24 日(土) 15:00 A 

4 月 25 日(日) 15:00 B 

4 月 26 日(月) 19:00 A 

4 月 27 日(火) 19:00 B 

 

A プログラム：鳥公園／NPO法人大阪現代舞台芸術協会

（DIVE） 

B プログラム：正直者の会／ドキドキぼーいず 

 

企画・製作：THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツ

シード京都）、NPO法人京都舞台芸術協会 

主催：THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京

都） 

共催：NPO法人京都舞台芸術協会 

協力：NPO法人大阪現代舞台芸術協会(DIVE) 

  

プレトークイベント 

“Continue” プレトークイベント「はじめる・つづける・つなげる」 

日時：4 月 12 日(月)19:00-21:00 

配信：Youtube Live ※アーカイブあり 
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登壇者：笠井友仁（エイチエムピー・シアターカンパニー、NPO法人大阪現代舞台芸術協会（DIVE）））、田中遊（正

直者の会）、西尾佳織（鳥公園）、松岡咲子（ドキドキぼーいず、京都舞台芸術協会）、和田ながら（鳥公園、京都舞

台芸術協会） 

司会：あごうさとし（THEATRE E9 KYOTO 芸術監督） 

主催：NPO法人京都舞台芸術協会 

共催：THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都） 

 

アフタートーク ※公演期間中に予定していたものを延期、オンラインで実施 

日時：5 月 15 日(土)10:30-12:00 

配信：Youtube Live ※アーカイブあり 

登壇者：笠井友仁（エイチエムピー・シアターカンパニー、NPO法人大阪現代舞台芸術協会（DIVE）））、 

田中遊（正直者の会）、西尾佳織（鳥公園）、福森美紗子（THEATRE E9 KYOTO事務局）、 

本間広大（ドキドキぼーいず）、松岡咲子（ドキドキぼーいず、京都舞台芸術協会）、 

和田ながら（鳥公園、京都舞台芸術協会）、ほか 

司会：あごうさとし（THEATRE E9 KYOTO 芸術監督） 

主催：NPO法人京都舞台芸術協会、THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都） 

n 目的 

「続けること」をテーマに、上演活動のみならず、同時代にどのような舞台芸術がありうるか、対話とその共有によっ

て可能性を探る。公演準備や関連企画を通じて、舞台芸術に携わる人々のネットワーク形成、観客参加の裾野の拡大な

ど、京都における劇場文化のさらなる発展に寄与する。 

n 成果 

新型コロナウイルスの影響による延期を経て、公演を無事に終えることができた。プレトークイベントとアフタートー

クはオンラインで実施し、現在もアーカイブ視聴が可能。 

思いがけずコロナ禍と対峙することとなった事業ではあるが、コンセプトである「続けること」について、劇場や協会

のみならずアーティストとも協働しながら思考と実践の両面でアプローチできたことは大きな成果だと考えている。劇

場における労働時間についての試行についても意義は大きい（別途「「創作活動」と「労働環境」の関係性を探るリ

サーチ」の報告を参照のこと）。今後も、劇場と協会がどのように協働していけるかを探り、相互に提案しあえる関係

の構築につとめたい。 

また、本事業をきっかけに、大阪現代舞台芸術協会（DIVE）との交流が生まれ、今後の連携にもつながっていく手応え

を感じている。 

② 「ようこそアーティスト文化芸術とくべつ授業」へのアーティスト推薦 

n 目的 

 専門家集団である京都舞台芸術協会が窓口としての役割を果たし、芸術家の仕事を市民に広く知ってもらい、かつ

舞台芸術の魅力をアピールする機会とする。 

n 実施内容 

舞台技術者、技術通訳者の横田宇雄氏と、劇作・演出家の村上慎太郎氏、俳優・演出家の山口恵子氏、演出家の

中谷和代氏を推薦した。しかし、中谷氏の担当予定であった小学校側の意向で、新型コロナウイルス感染防止の

観点から実施がキャンセルとなった。横田氏は小学校 6 年生、村上氏と山口氏は保育園の、3-5歳児のクラスを対

象に実施が実現した。 
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③ 各団体への後援、共催など 

n 共催 

演劇ビギナーズユニット 2021 

期間：2021 年 7月 26 日(月)～11 月 4日(木)  

会場：京都市東山青少年活動センター 

主催：京都市／公益財団法人 京都市ユースサービス協会 

n 協力 

国境なき劇団四十七士ネットワーク参加 

n 後援 

なれそめアカデミー 

D 発信事業 

情報発信（WEBサイト・会報・事業チラシ） 

前年度に引き続き、年２回会報の発行を行った。また WEB サイト及び SNSを活用し、協会で行う事業の情報発信が

随時行われた。 

「新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた京都の舞台芸術関係者に関する支援情報等まとめ」や「なんでも相談

窓口」、「あとで揉めない為のチェックリスト」の定期的なツイートに加え各事業の情報発信が途切れなかった事も

あり Twitterのフォロワー数は 2021 年 4月の 367 名から 2022 年 3月 31 日には 508名と 141 名の増加をみた。 
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第4号議案 2021年度 収支決算報告 

2021年度決算 

 

NPO法人  京都舞台芸術協会  令和4年3月31日現在  貸借対照表

資産 金額 負債・資本 金額

現金 ¥3,538 未払金 ¥0

ゆうちょ銀行 ¥287 前受金 ¥6,000

郵便振替口座 ¥6,201

京都銀行 ¥126,486

未収金 ¥0 前期繰越正味財産 ¥253,831

前払金 ¥0 当期正味財産増減額 (¥123,319)

¥136,512 ¥136,512

収入

費目 細目 金額 備考

会費 個人会費・団体会員 ¥111,000 10個人・8団体

賛助会費 ¥0

寄付 ¥0 なし

助成金 ¥0 なし

事業収入 ¥10,000 俳優向けWS参加費（非会員4名）

¥5,000 原稿執筆

当期収入合計 ¥126,000

前年度繰越金 ¥253,831

合計 ¥379,831

支出

費目 細目 金額 備考

事業費

互助事業 ¥0 労働環境のリサーチ（雑費）

¥0 交流会事業（会場費・飲食費など）

企画事業 ¥31,096 俳優向けワークショップ（講師謝金等）

¥0 協会アーカイブ

¥32,630 学生劇団の実態調査とインターン受け入れ

連携事業 ¥100,000 E9との共催事業（寄付金、雑費）

発信事業 ¥7,784 ウェブサイト運用（レンタルサーバー、ドメイン)

¥10,537 会報作成・発送費

協賛金 ¥10,000 演劇ビギナーズユニット協賛金

支払手数料 ¥1,485 振込手数料など

管理費

地代家賃 ¥6,240 京都市市民活動総合センターロッカー（中）

通信運搬費 ¥33,906 郵送費、切手代、Zoom有料アカウントなど

印刷製本費 ¥612 選挙資料・理事会・総会等書類作成費用

消耗品費 ¥4,464

支払手数料 ¥165 振込手数料

租税公課 ¥0

諸会費 ¥10,000 京都市芸術文化協会 会費（2020年度)

旅費交通費 ¥400

雑費 ¥0

事務局経費 ¥0

当期支出合計 ¥249,319

当期収支差額 (¥123,319)

次年度繰り越し金見込み ¥130,512
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会計監査報告 

 



 

14 

第5号議案 2022年度 活動計画（案） 

2022年度の活動計画（案） 
n A 互助事業 

① 【継続】「なんでも相談窓口」の運営 

② 【継続】「創作活動」と「労働環境」の関係性を探るリサーチ 

③ 【継続】舞台芸術家の交流事業「交流会」 

n B 企画事業 

① 【継続】インターンシップの受入 

② 【継続】俳優のためのワークショップ企画「”あなた”と”表現”を生かす『からだの使い方』──アレクサ

ンダー・テクニックにできること」2022 

③ 【継続】京都舞台芸術協会アーカイブ 

n C 連携事業 

① 【継続】THEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会ショーケース企画“Continue” 

② 【継続】「ようこそアーティスト文化芸術とくべつ授業」へのアーティスト推薦 

③ 【継続】各団体への後援、共催など 

④ 【新規】ステージ インキュベーション キョウト 制作・スタッフ講座（仮称） 

n D 発信事業 

【継続】情報発信（WEB サイト・会報・SNS）  

A 互助事業 

① 【継続】「なんでも相談窓口」の運営 

n 目的 

 2018年度から継続して、京都における舞台芸術活動に関わる相談を受け付ける「なんでも相談窓口」のメール

フォームをウェブサイト上に設置、運用する。相談者個別の問題の解決をサポートすると同時に、その問題が多くの

人にとっても共通する課題である場合には、その課題解決に資する事業を次年度以降に組み込む等、インフラとして

の協会の機能をより強化する。 

n 概要 

「なんでも相談窓口」に寄せられた相談については、理事会および事務局がメールもしくは直接の面談によって対応

する。相談内容に応じて、理事および協会員のネットワークを活用し、アドバイス、施設・組織・人の紹介などのサ

ポートを行う。また、理事会の知見の範疇を越える内容の場合は、課題解決に対して適切な専門家・機関とつなぐ。 

 

② 【継続】「創作活動」と「労働環境」の関係性を探るリサーチ 

n 目的 

各個人が置かれる創作環境を「労働」という視点からとらえ、専門家のレクチャーを手掛かりに自身の環境を俯瞰

して見つめ直す。昨年度に引き続き、活動の仕方の選択肢を増やし、持続可能な創作方法とは何かを考える。 
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n 概要 

 労働に関する専門家を招いて、そもそも「労働」とはなんなのか、法律的にあるいは歴史的な視点からレクチャー

を受け、ディスカッションをする。有料の公開イベントとして実施し、12月～1 月ごろの実施を予定。10～15 名の

参加を想定。 

③ 【継続】舞台芸術家の交流事業「交流会」 

n 目的 

 2018年度より取り組んでいる「交流会」事業を本年度も継続して行う。これまで交流会事業は協会員・非協会員

をつなぐ場として、また、協会のことより深く知るきっかけとして機能してきた。今年度も、オンラインも活用しな

がら、テーマ性の強いものとカジュアルなものを並走させることで、協会やネットワーキングに多様な入口を準備し

ていく。 

n 内容 

「京都という創作環境をめぐる vol.5」 

 創造環境の整備や課題解決など、本協会と近いミッションを持っている芸術支援団体のスタッフを多く招き、交流

や情報交換を行う。6～7 月ごろの実施を予定。 

 

月 1だべりば 

月に１度の定期的な活動として協会を知ってもらう機会を持つとともに、協会役員と気軽に話せる場所を作り協会

の活動を身近に感じてもらうためのオンライン交流会。 

コロナ禍以前に比べ大きく減ってしまった雑談を行うため、テーマや目的を定めずに行う。 

zoomを利用した参加事前申請制のものに加え、門戸を広げ認知を拡大するため Twitterのスペースを利用した公開

の場も設定する 

※毎月 1回程度実施予定 

n 予算 

オンライン開催：参加費無料 ※実施には協会で保持するオンライン会議ツール「Zoom」アカウントを使用する。 

対面実施：500円～1500円程度の参加費を徴収（飲食費、会場費に充当） 

 

B 企画事業 

① 【継続】インターンシップの受入 

n 目的・ねらい 

昨年度同様に、若手育成の場としてインターンシップの受け入れを実施する。主には舞台芸術活動を志す 18歳以

上の若手を対象とする。インターンシップ生が京都の舞台芸術について知り、各々への活動への関わりを考え、

協会としても若手にどういった活動支援が必要かを検討し実践繋げていく機会となることを目指す。 

n 概要 

演劇やダンス、テクニカルスタッフや制作者など分野を問わず、舞台芸術に興味関心がある人、あるいはすでに活

動している人、活動を継続してきたい人を対象にインターンシップ生を募集する。活動内容としては、以下を予定し

ている。 

・毎月の理事会への参加と議事録の担当 

・主催事業へのスタッフ参加 
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・劇場など舞台芸術関係施設の訪問（現在、4カ所程度を検討中） 

・インターンシップ活動ごとのレポート作成 

また、実際のインターンシップ生の要望に応じて、実践の場も検討する。例えば、学生劇団や若手の交流会の企画

実施などを想定している。 

② 【継続】俳優のためのワークショップ企画「”あなた”と”表現”を生かす『からだの使
い方』──アレクサンダー・テクニックにできること」2022 

n 目的・ねらい 

 2020 年度より実施している同名ワークショップの第 3弾。欧米の舞台芸術専門機関で必須カリキュラムとなって

いる「アレクサンダー・テクニック」の指導者を招き、「身体の使い方」という視点から、俳優の演技向上のための

レクチャーや身体ワークを行ってもらう。これまでの 2回はオンラインで開催したが、今年度は状況が許せば対面で

行う。 

もっと「上手く」なりたいが何をしたらいいのかわからない、漠然と「才能がない」と感じている、努力している

つもりなのに成果を実感できない、身体に不調がある等々、さまざまな問題を抱える俳優にとって新たな扉が開かれ

る機会となることを目指す。 

n 概要 

講師：芳野香氏（アレクサンダー・テクニック・センター スタジオ K主宰） 

日程：2022 年 8月下旬 

会場：京都市内 

時間：1 時間半〜2時間程度 

③ 【継続】京都舞台芸術協会アーカイブ 

n 目的 

 協会の歴史を辿り直すことで、京都における舞台芸術の状況の変遷を概観し、それをもとに対話を広げていくこと

で、将来に向けて協会がどのような組織であるべきか、また京都の環境がどのようになっていくべきかの指針をあら

ためて検討する。 

n 概要 

 昨年度から引き続き取り組む。京都舞台芸術協会の年表や過去の事業について、まとまった形で触れられるアーカ

イブを作成し、協会のウェブサイトに公開する。アーカイブは、協会の広報素材として、会員募集や活動の周知に積

極的に活用する。 

C 連携事業 

①  【継続】THEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会× DIVE ショーケース企画
“Continue” 

n 実施形態 

ショーケース型公演 

 

参加団体：THE GO AND MO’S、居留守、遊劇舞台二月病 
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日時： 

【A】4 月 22 日(金)19:00 出演：THE GO AND MO’S、居留守 

【B】4 月 23 日(土)19:00 出演、居留守、遊劇舞台二月病 

【C】4 月 24 日(日)15:00★ 出演：遊劇舞台二月病、THE GO AND MO’S 

★3 団体によるアフタートークを実施 

 

主催：THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都） 

共催：NPO法人京都舞台芸術協会、NPO法人大阪現代舞台芸術協会(DIVE) 

 

n 目的 

「続けること」をテーマに、同時代にどのような舞台芸術がありうるか、対話とその共有によって可能性を探る。

公演準備や関連企画を通じて、舞台芸術に携わる人々のネットワーク形成、観客参加の裾野の拡大など、京都におけ

る劇場文化のさらなる発展に寄与する。 

n 概要 

昨年度から引き続き、THEATRE E9 KYOTOが主催するショーケース企画に共催として参画。協会内からの参加団体

の推薦、事前準備や広報協力を行う。昨年は協力団体であった NPO法人大阪現代舞台芸術協会（DIVE）が共催者とな

り、地域間のネットワーク強化にも力を入れる。 

② 【継続】「ようこそアーティスト  文化芸術とくべつ授業」へのアーティスト推薦 

n 目的 

専門家集団である京都舞台芸術協会の窓口としての役割を果たし、市民に広く舞台芸術の魅力をアピールする 

n 概要 

京都市では、2007 年度から、芸術家を小中学校へ派遣する事業を始めた（京都市が京都芸術センターに事業委託

し、京都芸術センターがアーティストと学校現場の仲介を行う）。伝統芸能から生活芸術、現代芸術(演劇・ダンス)

まで、幅広いジャンルの芸術家を派遣して子どもたちに「授業」を行い、優れた文化芸術の「ほんもの」に触れる機

会を創出することによって、文化芸術に親しむきっかけを創り、豊かな感性や人間性を育むとともに、その中から文

化芸術の次代の担い手が出てくることを目指す。 

③  【継続】各団体への後援、共催など 

前年度同様、随時募集し、理事会にて審議し承認する。 

④ 【新規】ステージ インキュベーション キョウト 制作・スタッフ講座（仮称） 

n 目的 

地域の舞台芸術の専門人材の知識・能力向上や発掘を目指す。特に、ユース層が広い視点でこれからの舞台芸術を考

え、志す契機とする。 

n 内容 

舞台制作、マネジメントに関する講座ユースを対象に参加者を公募し、経験ある制作者、スタッフ、アーティストを

講師に講座を開講する。 
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日程：2022 年 9 月～12 月、8 回程度 

対象：通し受講 20 名、単発受講 40 名 

 

主催：文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団、京都国際舞台

芸術祭実行委員会、NPO法人京都舞台芸術協会、京都市 

協力：舞台芸術制作者オープンネットワーク ON-PAM 

 

統括団体によるアートキャラバン事業（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業） 

地域の文化芸術関係団体との連携によるアートキャラバン事業（地域連携型）参加事業 

D 発信事業 

【継続】情報発信（WEBサイト・会報・SNS） 

 前年度に引き続き、年２回の会報の発行と WEB サイト及び SNSでの発信を活用し、協会の活動内容の可視化に努め

る。WEB サイトは、より見やすい形への再構築を進める。 

また、「京都舞台芸術協会」設立 25 年を機に協会がこれまで行ってきた事をリサーチし、京都舞台芸術協会のあゆ

みとして WEB サイトにアーカイブする。 
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第6号議案 2022年度 収支予算（案） 

 

 

特定非営利活動法人京都舞台芸術協会  2022年度予算

収入

費目 細目 金額 備考

会費 個人、団体 ¥174,000 29個人団体×6,000円

事業収入 交流会事業 ¥15,000 参加費1000円×15人

俳優向けWS参加費 ¥24,000 参加費2500円×8人（非協会員）、2000円×2人（協会員）

創作環境と労働環境の

関係性を探るリサーチ ¥19,000 参加費1,000円×7人（協会員）、1,500円×8人（非協会員）

助成金 ¥0

当期収入合計 ¥232,000

前年度繰越金 ¥130,512

合計 ¥362,512

支出

費目 細目 金額 備考

事業費

互助事業 ¥20,000 労働環境のリサーチ（（講師謝金、雑費等）

¥15,000 交流会事業（会場費・飲食費など）

企画事業 ¥30,000 俳優向けワークショップ（講師謝金等）

¥0 協会アーカイブ

¥21,000 インターン受け入れ交通費、損害保険料等

発信事業 ¥7,784 ウェブサイト運用（レンタルサーバー、ドメイン)

¥15,000 会報作成・発送費

協賛金 ¥10,000 演劇ビギナーズユニット協賛金

管理費

地代家賃 ¥6,240 京都市市民活動総合センターロッカー（中）

通信運搬費 ¥30,000 郵送費、切手代、Zoom有料アカウントなど

印刷製本費 ¥2,000 理事会・総会 書類作成、コピー代

消耗品費 ¥5,000 事務用品

支払手数料 ¥1,000 振込手数料 など

租税公課 ¥1,000 印紙など

諸会費 ¥10,000 京都市芸術文化協会 会費

旅費交通費 ¥20,000 事務局交通費

事務局経費 ¥20,000

当期支出合計 ¥214,024

当期収支差額 ¥17,976

次年度繰り越し金見込み ¥148,488
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会議録（理事会） 

2021 年度、下記の日程で理事会を実施した。 

n 実施日時 

2021 年 

4 月 4日 19:00-21:00 於・オンライン（Zoom ミーティング） 

5月 10 日 20:00-22:00 於・オンライン（Zoom ミーティング） 

6月 7日 19:00-21:30  於・オンライン（Zoom ミーティング） 

7月 8日 14:00-16:00 於・オンライン（Zoom ミーティング） 

8月 12日 19:00-21:30 於・オンライン（Zoom ミーティング） 

9月 10 日 10:00-12:00 於・オンライン（Zoom ミーティング） 

10 月 4日 10:00-12:00 於・オンライン（Zoom ミーティング） 

11 月 15 日 10:00-12:00 於・京都市市民活動総合センター 

12 月 26 日 21:00-22:30  於・オンライン（Zoom ミーティング） 

2022 年 

1 月 18日 20:30-22:30  於・オンライン（Zoom ミーティング） 

2月 14 日 11:00-13:00 於・オンライン（Zoom ミーティング） 

3月 30 日 18:30-20:30  於・オンライン（Zoom ミーティング） 

 

議事録署名人の選任 

以上の議事をもとに議事録を作成し、議長が選出した署名人が署名・捺印をし、所轄庁に議

事録を提出します。 

n 定款の該当項目 

第５章  総会 

第３０条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（1）日時及び場所 

（2）正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者又はオンライン会議システムによる表決者がある場合
にあっては、その数を付記すること） 

（3）審議事項 

（4）議事の経過の概要及び議決の結果 

（5）議事録署名人の選任に関する事項 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名、押印しなければならない｡ 


