
   

主催：篠山市・ささやま市民ミュージカル実行委員会
後援：たんば田園交響ホール  ステージオペレータークラブ
制作：たんば田園交響ホール

脚本・演出　川浪ナミヲ＆高見健次（劇団赤鬼）　　舞台美術　永易健介

振付　尾沢奈津子（N-Trance Fish）・柿谷結衣　　振付指導 大江基子

音楽　斎藤晋介　　歌唱指導　石井真紀　　衣装制作　堀井悦子・廣内二三代

舞台・照明・音響　たんば田園交響ホール ステージオペレータークラブ



大江 基子（振付指導）
コメントコメント

奇跡を起こせるなら 「みんな幸せ
になれ！」

柿谷 結衣（振付）
コメントコメント

今年のクリスマス、世界中の人達
にサンタさんからHappy が届きま
すように☆☆

　ささやま市民ミュージカル第５弾となる「天使がいる聖夜」。今年も多くの市民の皆様によって、素晴らしいファ
ンタジーの世界が繰り広げられます。
　神戸で活躍中の人気劇団「劇団赤鬼」の皆様にバックアップいただき、今回も２度目となる完全オリジナルストー
リーで、心暖まるミュージカルをお届けしていただきます。
　出演される皆様は、「どんなときでも懸命に生きる事の大切さ、人が人を想う気持ちの美しさ、笑顔の輝きを伝
えたい。」という熱い想いで、昨年の練習開始以降、歌・ダンス・芝居の練習を重ねられ、本日を迎えられました。
昨年４月にリニューアルされた、たんば田園交響ホールに新たな１ページが刻まれます。
　出演されます皆様には、今まで積み重ねられた成果を出し切っていただき、このミュージカルを陰で支えてい
ただきました市民スタッフの皆様と心をひとつに、見る人に感動を与える素晴らしい舞台として成功されますこ
とをお祈りいたします。
　ミュージカル上演にご尽力をいただきました全ての皆様に感謝と敬意を申しあげ、ごあいさつとさせていただ
きます。

　５回目を迎えた、ささやま市民ミュージカルはクリスマスの夜に起こる様々なでき
ごとを描いた創造力豊かなミュージカルです。
 　昨年７月に参加者を募集したところ、小学１年生から７４歳まで６５名もの皆様に出
演いただくこととなり、１０月より練習を行ってまいりました。神戸で活躍中の『劇団
赤鬼』の先生方の優しく、時には厳しい指導で、感動のステージを創り上げようと懸
命の取り組みが続き、本日を迎えることができました。
　ダンス、歌、演技と総合芸術とも言えるミュージカルですが、今日の本番では練習
成果を十二分に発揮し、皆様の胸を打ち、心に残るものと確信しております。ぜひ、
皆様の大きな拍手と声援をよろしくお願いいたします。
　結びに、この市民ミュージカル上演にご尽力を賜りました関係者の皆さまのご労苦
に心からの敬意と感謝を申し上げます。

　本日は、ささやま市民ミュージカル第 5 弾「天使がいる聖夜」にご来場いただきありが
とうございます。
　さて、市民ミュージカルも第 5 回目を迎えましたが、私たちステージオペレータークラ
ブのメンバーはすべてのミュージカルに裏方として舞台・照明・音響等に携わってきまし
た。本日の舞台は、歌と踊りそして、涙と笑いも盛りだくさんあり、きっと皆さんに多く
の感動を味わって戴けると思っています。
　私たちも出演者の皆さんと一体となって、日頃の成果を存分に発揮いたしますのでご期
待下さい。
　後になりましたが、いつまでも初心を忘れず、さらに皆様方に満足いただけるより良い
舞台づくりを目指してまいりますので、これからも私たちの活動にご支援と、ご協力をい
ただきますようお願い申し上げます。
　本日ご来場いただきました皆様に心より感謝とお礼を申し上げます。
　ありがとうございました。

ささやま市民ミュージカル実行委員長
篠山市長 酒井隆明

ようこそ　ファンタジーの世界へ

「天使がいる聖夜」 公演に寄せて

「天使がいる聖夜」 公演に寄せて

篠山市教育長
　　　      前川修哉

たんば田園交響ホール
ステージオペレータークラブ
         会長  松尾  俊和

役者・脚本家・演出家・イベントプランナー・ギタリスト。１９７２年１０月１０日生まれ、
Ａ型のてんびん座。血気盛んで波乱万丈な幼少期～学生生活を経て１９９５年、劇団赤
鬼の旗揚げに参加。以降１０年間、ほぼすべての作品に出演。役者としての活動以外にも
外部演出、イベントＭＣ、ＴＶドラマ脚本、タレントスクール講師、音楽ライブ活動など、幅
広く精力的に活動中。

劇団赤鬼のプロデューサーで脚本家。元よしもとＲＩＳＥ－１シアター劇場プロデューサー。大
阪アジアアートフェス、震災復興事業など数々の大型企画を手がける。演出家としてはミュージカ
ルを得意とし、大阪野外芸術祭ミュージカル、ミクルミュージカルカンパニー作品の他、２００４
年のバリアートフェスティバルでは多数の賞を受賞。海外でも評価が高まっている。ＴＶの構成
作家としても活躍中。ＮＳＣ（吉本芸術学院）やプロダクション・高校・大学・専門学校などで月
５００名以上を指導している。

プロフィール指導いただいた先生方の

大学在学中に創作舞踏を始める。1990年、ダンスカンパニーメンバーとして、シカゴ・サンフランシス
コで公演。  ジャズダンス・モダンダンス・クラシックバレエ・ヒップホップを学び、現在多数のダンススタ
ジオで振付・指導にあたる。自身のプロデュース公演や客演などを含め数多くの舞台に出演。振付師と
してはＴＶＣＭ、宝塚歌劇団、ミクルミュージカル、五木ひろしオープニングショー、劇団ひまわり、劇団
赤鬼、ファントマほか劇団の振付け等を手がけている。平成１０年より自身が主宰を務めるダンスカ
ンパニー「N-Trance Fish」を立ち上げ。常にダンスをひとつのツールとして、身体全体でライブで伝
えられる表現の場を大切にしている。ダンス界のみならず幅広いエンターテインメントに関心を持ち、
コラボレーションの可能性を探っている。

大阪府出身。３歳になる頃、幼馴染の影響でクラシックバレエを始める。その後、様々
なジャンルのダンスを学び、現在に至る。現在、主にＪＡＺＺインストラクターとして
活動しながら、様々な公演やイベント（ダンス、芝居、ミュージカル等）、バックダン
サー、ＣＭ、ウエディングショー等に出演し、またコレオグラファーとしても、活動の幅を
広げている。

篠山市出身。学生時代から舞台役者を目指していたが１９歳の時にジャズダンスに出会
い、その表現方法に衝撃を受け踊りの世界にのめり込む。現在はジャズダンスの指導の他
に身体の可能性を広げる為に始めたヨガの指導を行う。生きてきた自分の世界をダンス
というカタチで表現する為に日々人生を謳歌し精進中。 

シンガーソングライター。自ら作詞・作曲・編曲を手がけ、奏でられるすべての「音」で、日々ある心の中の微妙
な感情や、「本当に大切なこと」を、ＭＡＫＩの感覚で表現する。物心ついた頃から歌い、ピアノを弾き始め、
色んな楽器や、世界中の数々のジャンルの音楽に触れていく。自らの経験と知識を人に伝え、より音楽を好き
に、楽しく歌ってもらいたいと思う気持ちや、夢を追い続ける方たちのきっかけになれればという思いから、
講師という立場で、教室、ミュージカル、アーティストのボイストレーナーとしても活動している。
一人でも多くの人が笑って生きられるよう、音楽を通して自分にできる事が何かを探しながら、ありのままの
ＭＡＫＩが表現したい世界、伝えたい思いを歌い続ける。

1968年生まれ。奈良県生駒郡在住。
無所属の舞台監督、大道具。主に京阪神の小劇場の劇団公演の舞台監督、大道具
製作を受け持つ。大学時代に演劇サークルに入団するのをきっかけにこの仕事をす
るようになる。以後20年あまり、同じ生活を続ける。2001年、川浪氏と知り合い、以後、
劇団赤鬼の大道具製作、舞台監督を依頼されるようになる。休日のほとんどは山登り
に費やす。  

18歳からプロを目指しバンド活動を始め、以後シンガーソングライターとして滋賀県を拠点に活
動。芝居にも興味を持ち、2009年京橋花月劇団PLAYERSに入団し、現在よしもとクリエイティブ・
エージェンシーで役者として活躍中。劇団本公演以外に、辻本茂雄芸能生活25周年「茂造の閉
ざされた少年時代」、堀北真希主演「ジャンヌ・ダルク」など外部公演にも幅広く出演。最近では劇
団内ユニット「トランキライザー」として、役者はもちろんのこと劇中音楽も担当しオリジナル
音楽を手掛けている。

川浪ナミヲ（演出・脚本）

高見健次
   （演出・脚本）

尾沢 奈津子（振付)

石井真紀（歌唱指導）

斎藤晋介（音楽）

コメントコメント

世界中の人々が笑顔で暮らせる世
の中に。あっ、でもこれって自分
達でやんなきゃね。

コメントコメント

このミュージカルのロングラン！
そしてブロードウェイで再演する。

コメントコメント

人が皆、人としてあるべき優しい
気持ちを取り戻せます様に 

コメントコメント

今回のミュージカルの歌が世界中
誰もが口ずさむ名曲になってほし
い。 

コメントコメント

世界中の人全員、心があったかく
なって笑いたい。地球上笑い声の
み！

永易健介 (舞台美術)
コメントコメント

酸素がなくても生きられる体にし
てください。

「天使が奇跡を起こすなら何を望みますか！？という質問に答えていただきました。



S T O R Y

市民ステージスタッフ
舞台監督  土田 大輔 
衣装制作 　  堀井 悦子・廣内 二三代
大道具制作チーフ　 細見 輝雄
小道具　  山本 智美  
照明　   莵原 功
　   下山 久美子・深江 敬子
　   下山 俊雄・雪岡 則子
音響　   小山 達朗
音響助手　  山田 俊彦・酒井 香緒里 
ワイヤレスケア　 梅本 りな・中村 隆
プロジェクター　 高見 晴彦
ステージマネージャー　 酒井 志保美
広報･宣伝　  青野 まり・本莊 賀寿美 
メイク 　  劇団赤鬼
ビデオ記録　  ジーマックス 
写真記録　  山田 辰男 
たんば田園交響ホール参与 前川 澄夫
事務局 　  酒井 勝彦・那須 真佐子
スペシャルクリーナー　 安井 喜代恵 ・ 土谷 恵美子
舞台制作・操作　 たんば田園交響ホール ステージオペレータークラブ
協力　   劇団赤鬼・㈱オーディオテクニカ
プロデューサー 小林 純一

たんば田園交響ホール　ステージオペレータークラブ  
　たんば田園交響ホールステージオペレータークラブは、全国的にも珍しい裏方ボランティアスタッフ集団。現在 92 名。
交響ホール開館時、つまり 24 年前に、裏方ボランティアスタッフの先駆けとして誕生、今もなおその活動はとだえること
なく継続しています。部員は舞台・照明・音響についての専門技術を習得し、交響ホールで開催されるほとんどの公演に
携わっています。
　10 代から 70 代までの幅広い年齢層で、様々な職業や特技・技術を持った多彩な顔ぶれ、バラエティに富んだ面々のパワー
は、単なる裏方スタッフとしてだけではなく、自らもイベントを企画・制作し、本番のオペレートまで行うなど、多岐に
わたる活動を行っています。

どんなときでも懸命に生きる事の大切さ、
人が人を想う気持ちの美しさ、笑顔の輝きを伝えたい

どんなときでも懸命に生きる事の大切さ、
人が人を想う気持ちの美しさ、笑顔の輝きを伝えたい

天使がいる聖夜 作詞：川浪ナミヲ  作曲：斎藤晋介

night time 感じる 君の鼓動 僕の目の前に
life time この星で 奇跡は 僕らの 手の中に 
angel 誰にも 出会う時が きっと来るだろう 
endless いつまでも 想い 焦がれ まちを 彷徨う

君の想い 受けとったよ（この胸に）
振り返らない（この先） 
聖なる夜  天使のくれた（贈り物）
きっと君にも（届くよ）

走り続ける 辿り着くまで 誰も 止める 権利はない 
僕たちの道 僕らが拓く 思い 込めて 叫び散らせ！ 
あの夢はどこ 君なに見てる 何も 焦る 事などない 
大いなる道 僕らの未来 きっと 届く さあ手に入れろ！ 

走り続ける 辿り着くまで 
大いなる道 僕らの未来 

Silent night holly night

聖なる夜  天使のくれた（贈り物） 
きっと君にも（届くよ）

走り続ける 辿り着くまで 誰も 止める 権利はない 
僕たちの道 僕らが拓く 思い 込めて 叫び散らせ！ 
あの夢はどこ 君なに見てる 何も 焦る 事などない 
大いなる道 僕らの未来 きっと 届く さあ手に入れろ！

M　U　S　I　C

★

　子供のうちに死んでしまった人はみんな天使になってしまう。   見えていないだけで、街には天使たちが溢れているのだ。   
　舞台は架空の町ブラウンツリー。主人公はこの町に住む、新聞記者ノエル。 
　幼い頃に姉を亡くした彼は、姉のセシイが最後に言った言葉   「私は天使になるの・・・だから心配しないで。」 という言葉が忘れら
れない。
　それ以来、この街で天使にまつわる事件をさがしては記事を書いている。
　誰もその話を信じてはくれずに、編集長にはへんな記事書くなといつも怒られている。 が、彼は確信している。世の中には天使が
いるんだと。 
　そんな世界で起こる、天使が引き起こした小さな奇跡の物語。 それをノエルが紹介していく。 
　一晩に同時進行で起きる三つのストーリーがからみあう、ファンダジックな群像劇。 
   
    第一話　“偽サンタが街にやってきた“ 

　今夜はクリスマスイブ。スタッキー＆ハッチョの兄弟は泥棒の２人組。サンタクロースの格好をして、今夜は堂 と々煙突から盗みに
入ることができる。ところが、警官に発見され逃げ出すことに。 そんな２人が隠れた先は、プレゼントなどもらったことの無い子供た
ちがあつまる孤児院。
　はじめてやってきたサンタクロースに子供たちは大はしゃぎする。追ってきた警官たち。兄弟を逮捕しようとする警官を子供たちが
止める。 「泥棒なんかじゃないよ、この孤児院にはじめて来てくれたサンタクロースなんだ」   自分たちのことを信じる子供たちに心打
たれる兄弟。 
　改心した泥棒兄弟は子供のために、本当のサンタクロースになることができるのだろうか？ 
   
   第二話　“ 聖夜に歌えば” 

　この街でたったひとつの児童合唱団 “キャンドル聖歌隊”。  明日行われるクリスマスコンサートの為に練習にはげんできた。 
　しかし指揮者のキャロルが一週間前から稽古を休んでいる上に連絡も取れない。このままでは本番を迎えることができない。親
友のルナはキャロルの住んでいる隣町まで探しに行く事に。 
　その様子を見守る天使たちと一人の新人天使、そして親友ルナはキャロルが住んでいた隣町を訪ね、病院へとたどり着く。そして
真相を知る。 
　本番がやってきた、合唱団のみんなを悲しませないために真実を告げられないルナは自ら指揮者をかって出る。 
　経験のないルナにもちろん指揮などできるはずがない。 
　曲がはじまるも上手く指揮棒を振ることができないルナ。歌が始まらずに観客たちがざわめきはじめる。 コンサートの行方は・・・
   
   第三話　“さよならのメリークリスマス” 
   
　天使にまつわる様々なエピソードを紹介している新聞記者ノエル。   この話はノエル自身が主人公となるエピソード。 
　ある日、彼にも天使が見え始める。まれに死期がせまった人にだけ、天使はみえるようになるのだ。残された時間はあとわずか。 
必死に天使になったはずの姉セシイを探そうとするノエル。   姉との幼い頃の記憶がよみがえる。小さな頃に約束したと時計塔の上
でセシイはずっと待っていた。  大人になったノエルと子供のままの姉。 ２人は再会し、果たせなかった約束を果たそうとする・・・。 
   
   最終話　“この世の果てに” 
   
  ある日、街のいたる所で天使が目撃されはじめる。新聞社には情報が殺到し街はパニック状態。大忙しの編集長。街の人全員が天
使を見始めたのだ。  「ノエル、お前の記事は本当だったんだな！」大喜びの編集長の横で驚愕するノエル。 
　街中の人に天使が見える…それは街中の人の死期がせまっているという事。つまり…この街に終わりが近づこうとしているのだ。 
そのことを編集長に話すノエル。なんとかして街の危機を救わなくてはいけない。 
でも、こんな事を誰も信じてくれるはずが無い。   そんな中、ノエルと出会ったたくさんの仲間たち。 
泥棒のスタッキー＆ハッチョや警官、聖歌隊のメンバー、ノエルの姉や天使たち…各エピソードの登場人物たちがノエルの元に
集結し、この街を救うために立ち上がる。   それぞれの特技を生かして協力して、街に訪れる脅威と戦うみんな。 
　登場人物が大集結。 いざクライマックスへ。 奇跡は起こせるのか

テーマ



殺し屋  キルア

いったいこいつらは何者なのか？
この物語の鍵を握るナゾの男たち

ノエルは幼い頃に
お姉さんとある約束をした・・

奇跡を起こす天使たち（通常は目に見えないのですが・・・）

殺し屋  ゼノ

天使の能力で、宝くじで
一生暮らせるくらいのお
金がほしい。人生楽しみ
たいです。

コメント

この物語の主人公
彼は新聞記者
天使がいることを信じている

ノエル

物語を紹介する
　仲良し（！？）夫婦

聖夜に舞う
　美しき天上人たち

コメント

腰痛もない肩凝りも
ない花粉症もない白
髪もない健康な体が
欲しいです。

いろんな本の、
登場人物に
なってみたい。

石井 諒 
天然をなおす。
( 方向オンチ )

透明人間にしてほしいなぁー　
天使たちと一緒にいっぱいいた
ずらをしてみたいなっ☆

くじ引きや抽選会等で一度も一等
賞に当たったことがないので一度
でいいから当たってほしい。

すっごく有名な、ダンサー
にしてほしい。

ジョニーデップ
みたいなひげを
手に入れてカッ
コイ→人になり
たいよ→

殺し屋などいらない世
界の到来！

犬になって動物の世界を探検した
り、動物たちと会話ができるように
してほしいです。

中尾 望結 
子どもたちが自立して、
主人と豪華客船で世界一
周旅行がしたいです。

叶うなら、この振袖
を着た４０年前に、
戻して欲しいです。

犬や動物がかかっている病
気すべてなおしてほしい。

うむ、一度、あらゆる
誤解や偏見、思い込み
なんかを無くしてみて
もらえません？

高校生活をあと 5年のば
してほしい（ 0^^ ）/ 笑
みんなでもう一回修学旅
行に行きたい！

主に1話で活躍！

世界中の子供達が
心から笑って暮ら
せるように。

身体が軽くなり、天使たち
が、私の手足になり、ステ
キなダンサーにしてほしい。

世の中の天災・戦争が
なくなり、皆が幸せに
暮らせます様に！

足立 開紀 

中井 孝弘

寺本 稜 

上田 棟次郎水田 裕子 

東海林 まゆ美

中村 貴子

松本 美沙子

上川 元枝

石井 忍

市野 郁子 

中井 佑香 

向井 悠馬 

今西 理香

市野 遥夏 

向井 雅哉 
もし天使がいたら今まで
逃げいている犯罪者を捕
らえて反省させて欲しい。

梶谷 瑠美那 

徳田 実咲 

鈴木 梓恩

中村 顕士
けがと病気をしない体

　肥後 希 

私の大切で大好きな人や物な
どが幸せでありますように。

少年（ノエル）　　
姉（セシイ）　

コメント

街の語部 
妻：雪菜　　夫：天祐

みんなが笑顔いっぱいの幸
せな世界にしてください。
大好きな人の大好きな人に
なりたい。

誕生日を毎日して、
プレゼントを毎日も
らいたいです。 

ＪＫの若々しさをその
ままで（ 0^^ ）♪

吉田 唯那

ムーン

ウラヌス ジュピター

マーキュリー

マーズヴィーナス

全編にわたり
　登場する人たち

ポポロ

パンジー

ラ  ン

ローズ

ジ  ン

ナツメ
（1話 ： 通りがかりの娘 アヤ）

リョウ
（2話 聖歌隊役 シオン） ミユ

（2話 聖歌隊役 ミッポン）

コーク

ラム

新入り

ミ  ロ
ラ  ナ

コメント

「天使が奇跡を起こすなら何を望みますか！？」

という質問に答えていただきました。

コメント

コメント コメント

コメント
コメント

コメント

コメント

コメントコメント

コメント

コメント

コメント

コメント コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント
コメント

主に1話で活躍！
主に1話で活躍！

主に2話で活躍！ 主に2話で活躍！

主に2話で活躍！

主に2話で活躍！

主に3話で活躍！

主に3話で活躍！
主に3話で活躍！

主に3話で活躍！

主に3話で活躍！

家にドラえもんがいてほ
しい。いろんな道具をつ
かってみたい。タケコプ
ターでとびたい。

枡谷 彩愛
コメント

コメント

大切な人達とずっと一緒
にいたい (*́ ω` *)

土田 恭子



２話の主な登場人物１話の主な登場人物

部下：イモトン    ハナガタ警部

リ  キ　　  テ  ツ

コメント

コメント

ブレイン　   セイラ 　

警備員
エディー

警備員
比留間アッキー 大使館職員

メロディ

新世界の神じゃなく
てもいいから、とり
あえず神になって
『かめはめ波』をうっ
てみたい！

石井 あおい
世界中のみなさんを
幸せにしてもらう。

井上 和美 
金！名誉！美ぼう！！
あっこれ以上の美ぼうは
いらないわーーー！

井本 雅章 
わるいことをたくさんした
のでぢごくにおちないよお
にしてもらいたいです まる

世界中の人と
友だちになる。 学校の休み時間を、

50 分以上ふやして
もらう。

やはり世界を平和にしてほ
しいでしょうか。ただ、そ
れを実現するのは人の役目
な訳で・・・・・

岸本 理希 
動物と話しができるよう
に、魔法をかけてほしい。

子どもたちがもう泣かな
くていいように世界の愛
をふやしてほしいです。

一杯奇跡起こして欲しい
けど、とにかく地震の前
日に戻って、地震を起こ
さないで！！

桑形 希美
世界の人々が平和に
してもらう。

ドラえもんと一緒
に住みたい！！

空をとんでみたい♪そ
して、世界中を周った
り宇宙に行ったりした
いなあ☆★

今ここにいる仲
間に出会えたこ
とがひとつの奇
跡。この先もい
ろんな人達に出
会いたい。中村 哲也 

ぼくはドラえもんの
ポケットの中身が全
部ほしいです。

大きな自然災害や放射
能汚染のない地球に。
それから、私のしみ、皺、
たるみを消して！！

コメント

宝くじで１億が当たり
モナコで優雅に F１観
戦をしてのんびりと過
ごしてみたい。

スタッキー＆ハッチョ

小林 伸一
R ー１グランプリ優勝。

向井 克仁 
今までの楽しかっ
たことや、嬉し
かったことをもう
一度味わいたい。

しっかり行動ができて人に
めいわくをかけないような
人に変身させてほしいです。

孤児院の メンバー

聖歌隊 

私を・・天使に
してもらいたい
です！一緒に奇
跡を起こせるな
んて、絶対、楽
しいでしょ♪森田 澪 

コメント

伯々上 愛梨 
おえかきがうまくかける
ようにしてほしいです。

ココナ

未来に行ってみたい。100
年後、すべての子ども達
が笑顔で暮らしています
ように。

アウトロピテクス・アファ
レンシスになってアワッ
シュ川の下流に行きルー
シーに合う。
 園長先生

 アンドロ 先生
  メーダー　

リ  カ

ココア
ユ  ユキ  キ

合唱団世話役　ドンク団長

 　　　  ユ  ウ 

コメント

ベリー　シズリン

人並の自信と余
裕。演技する事
を楽しみつつも
人の心を動かせ
られるお芝居を
やりたいです。

クックル　ゴードン編集長

ドクター   クララ

ロ  キ ザ  ザ

ル  ナ キリコ

シ  ロ

前内 祥子

山路 昌輝 
世の中の需要について正しく
評価され本当の意味で皆が平
等な生活を送れる世界の実現。

世の中の需要について正しく
評価され本当の意味で皆が平
等な生活を送れる世界の実現。

成瀬 摩里子

小畑 美緒

安藤 登大

堀内 里菜
三和 久実花 

太治野 裕子

黒井 良太
岩本 ひなた 押田 静佳 

大上 采夏
亀田 さくら杉原 珠美

コメント
曲尺ロージー愛花 

３話の主な登場人物

おばあちゃんの足を元気
にしてほしいです。わた
しは妹がほしいです。

入江 結芽

ダンスがうまくなりたい。
素敵な彼氏をください！！
 

谷田　美穂
上川 綾音 

本物のサンタの変わり
に自分が本物のサンタ
になってプレゼントを
配る。トナカイは．．．．．

大好きな物語の世界に
入って、主人公たちといっ
しょに旅してみたいなぁ。

天国のおじいちゃんとも
う一度ねこであそびたい。

山藤 愛有葉

玉山 風葉 

藤本 展子

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

片岡 正子

　枡谷 理恵 

トレビアン　

       亀田 颯太 
それはこの世のすべて
がトレビアーンになっ
てくれること。実にト
レビアンな願いだ。

中本 知恵子

天国にいる父、祖父母、愛犬、
友達に 1日でいいのでこの
世に帰ってきてほしい。

キャサリン

ナレーター

佐和子

　上川 琴音 
しょうらいのゆめをか
なえてもらう！（女優
になれるようにしても
らう！）

娘：ココ　ママ：ハル

友だちの恋が実
りますように。
 

小寺 なつ美 

ミ  オ

料理をいっぱいつくっ
てもらう。

ハナガタ警部一家

ルル
（2話聖歌隊役 ミホ）

ナナ
（2話聖歌隊役 ヤスハ）

仲良し姉妹

街の名医

新聞社の
 メンバー

最終章の
　　重要人物！

正義の
 ドロボウ！？

迷コンビ
　 警察官

コメント

コメント

コメント

コメント コメント コメント
コメント

コメント

コメント

コメント

コメント
コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント
コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

身長を 10cm
伸ばしてくだ
さい ! ぜひマ
ジで !! 切にお
願いします。
体重はそのま
まで。

コメント

「天使が奇跡を起こすなら何を望みますか！？」

という質問に答えていただきました。

クリスピー

腹話術師 なるみ
　& 通りがかりの母親

旭 なるみ
突然、天国に行った義父と愛犬
まりに出会ってありがとうと伝
えたい。笑顔の花を咲かせてね。

キャロル

行方不明の
指揮者



２０１２年
　１月　６日 篠山市商工会新春賀詞交換会 PR出演

  週４回の練習 
　　２１日 唄収録
　　２９日 丹波篠山ビデオ大賞 PR出演
  ささやま市民センターまつり PR出演
１月３０日 舞台立込み開始
２月１１日 ゲネプロ（通しリハーサル）
　　１２日 本番

２０１１年
　　7月１日 第１回実行委員会

　　7月６日 出演者募集開始　～９月４日（日）

　９月２３日　 オーディション開催 

１０月２３日　 練習開始（顔合わせ会・ ワークショップ）

  週１回の練習

　　　３０日 ダンス振り付け開始

１１月１３日 歌唱練習開始・キャスティング発表

　　　２０日 芝居練習開始

１２月　２日 舞台装置製作開始

  週２回の練習

　　　２４日 ささやま医療センター

　　　　　　　　　クリスマスイベント PR出演

天使がいる聖夜

制作のあゆみ








