
 

 

 

 

 

河内⻑野市国際交流協会（ＫＩＦＡ）は、設⽴ 25 周年を記念して、「ヤングアメリカンズ・ジャ
パンツアーin 河内⻑野」をラブリーホールで開催します。 

アメリカの若者と共に、歌と踊りを学ぶ 3 ⽇間。⼦どもたちにとって、これまで体験したことのないような
特別な時間。最終⽇には、みんなで舞台に上がりショーを⾏います。⼦どもたちは、このプログラムが終
わったあと、きっと⾃分も知らない「じぶん」を発⾒することでしょう。 

 
※ヤングアメリカンズとは 

 1962 年、若者の素晴らしさを⾳楽によって社会に伝えようと設⽴された⾮営利活動団体。本拠地はカリ
フォルニア州コロナにあり、18〜25 歳で構成され、これまで、アメリカの⾳楽番組や⼤統領に招かれ公演をす
るなど活動は多岐に渡り、卒業⽣はブロードウェイなどの様々なエンターテイメントの世界で活躍しています。 

 1992 年からは、「ミュージック・アウトリーチ」とよぶ表現教育活動に取り組み、これまで、28 カ国、75 万⼈
以上の⼦供達が参加してきました。この春、河内⻑野にやって来るのは、厳しいオーディションを勝ち抜いた、
⾳楽と⼦どもたちを⼼から愛する若者たちです。 

 
 ＜ワークショップに参加したい⽅＞ 

   と き：２０１７年４⽉２８⽇（⾦）〜３０⽇（⽇） 

   ところ：ラブリーホール ⼤ホール 

   参加費：１８，０００円（最終⽇ショーのチケット１枚とＴシャツ付き） 

   申込⽅法：パソコン・スマホから sm@yajt.net へ（件名、本⽂なしで空メールを送信） 

   募集定員：⼩学⽣１４０名 中⾼校⽣６０名 

 
 ＜ショーを観たい⼈＞ 

   と き：２０１７年４⽉３０⽇（⽇）１７：３０〜１９：３０ 

   ところ：ラブリーホール ⼤ホール 

   チケット：１,０００円 

   購⼊⽅法：河内⻑野市国際交流協会にて販売 まずはお問い合わせを  

 
河内⻑野市国際交流協会 

  〒586-0025 河内⻑野市昭栄町７－１ 市⺠交流センター（キックス）３Ｆ 

  TEL:0721-54-0002   FAX:0721-54-0004  Email:office@kifa-web.jp 
  （祝⽇を除く⽕曜⽇〜⼟曜⽇の 9：00〜17：30 の間にお問い合わせください。） 

河内長野市 報道提供資料 

ヤングアメリカンズ・ジャパンツアー 

～３０人のアメリカ人と地域の子どもたちでショーを作る 

歌と踊りのワークショップ～ 

平成２９年３月２３日 



主催 ： NPO法人 じぶん未来クラブ http://www.jibunmirai.com/

じぶん未来クラブがお届けするアウトリーチは、
きっとみなさんがこれまでに体験したことのない
3日間。20数曲の歌と踊りをアメリカの若者と
一緒に学び、最終日には彼らとともに舞台に上が
ります。このプログラムが終わった後、じぶんも
知らない新しい「ジブン」を発見することでしょう。

あたらしい
ジブンジブン

=

今の自分 
+ ヤングアメリカンズ 

「 」
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河内長野市国際交流協会 ( K I FA )創立25周年特別事業



    Nice to meet you!! 
はじめまして!!

感じたことを、心をこめてダンスで表現。

    勇気を出して、歌ってみよう。    次から次へと出てくる新しい曲！

    みんなでつくるSHOW！

歌とダンスのステージ!
会場

日時

新たな歌って踊って にジブン「 」出会う３日間！

1962年、若者の素晴らしさを音楽を通して社会に伝えようと、ミルトン・C・
アンダーソンによって設立された非営利活動団体。音楽公演と音楽教育が
活動の二本柱です。本拠地はカリフォルニア州コロナで、18～25歳の若者
たち約300名から構成されています。この夏来日するのは、厳しいオーディ
ションを勝ち抜いた、音楽と子どもたちを心から愛する若者たちです。

インターナショナル・ミュージック・アウトリーチが正式名称。アウトリーチとは「出張授
業」の意味。90年代初頭、米国で教育予算削減の嵐が吹き荒れ、芸術関係の授業がカ
リキュラムから削られるなか、ヤングアメリカンズは学校に行き、子どもたちとショーを
作るというユニークな活動を始めました。その教育活動は瞬く間に世界に広がり、31
カ国で約80万人、日本でも11万人以上がこのワークショップに参加しています。 

ヤングアメリカンズとは アウトリーチ・プログラム

はじめまして!!
    Nice to meet you!! 
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感じたことを、心をこめてダンスで表現。

    勇気を出して、歌ってみよう。

    みんなでつくるSHOW！

    次から次へと出てくる新しい曲！

ミュージック・
アウトリーチ
の目的

1日目 2日目 3日目

ワークショップ

受付 9:30

10:00-13:00

昼休憩 13:00-14:00受付 13:00

ワークショップ

●黄色の時間帯が見学時間帯です。

13:30-16:30
リハーサル
14:00-16:00

ワークショップ
17：00-20：00

休憩 16:30-17:00受付 16:30

17:00-20:00
ワークショップ 17:30-19:15

第1幕
YAだけのショー

第2幕
みんなのショー

第1幕
YAだけのショー

18:30-19:30

第2幕
みんなのショー

休憩 16:00-17:00
開場 17:00

★タイムスケジュール（予定）

みんなで一つのことを真剣に
やり遂げることの素晴らしさを
学ぶ。

team work
感じたことをそのまま表現する
ことの大切さを学ぶ。

performing art
自分と違った感じ方をする他人
の大切さを学ぶ。

respect for others
参加者一人ひとりが他人と違っ
た個性をもっていることを認識し、
自信を獲得する。

self worth

休憩時間等は変更になる場合があります㊟

ヤングアメリカンズ事務局
お問い合せ

〒105-0003　
東京都港区西新橋3丁目25番33号　NP御成門ビル4階

お電話は回線が混雑し、繋がりにくくなる場合があります。
メールでのお問合せをお勧めします。

☎ 03-6808-7399　※土日祝を除く10:00-18:00WEBサイト http://jibunmirai.com/ya/

メール ya@jibunmirai.comLet it Shine!
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河内長野市立文化会館
ラブリーホール （大ホール)
共催：河内長野市国際交流協会
後援：河内長野市、河内長野市教育委員会
★河内長野国際交流協会(KIFA) 創立25周年特別事業

南海高野線・近鉄長野線　河内長野駅　徒歩７分
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日
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10 ～00: 19 30:
17 ～30: 19 30:
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内容

・ヤングアメリカンズとは・アウトリーチとは
日本での実績・・参加にあたっての諸注意・ホストファミリーとは・質疑応答など

お申込みについて 説明会について

申込方法

★プログラムの内容やホストファミ
　リーについてなど、各地域で説明
　会を実施しております。申込み不要、
　直接会場へお越しください。

★申込受付開始日
★募集定員

★参加費用
（受講料、Tシャツ代、観覧者用無料ショーチケット1枚含む）

●

●詳しくはホームページへ→ http://jibunmirai.com/ya/2017sm/

お申込みはパソコン、または携帯電話から！
sm@yajt.net
お申込みサイトのURLをメールにて自動返信いたします。

に空メール（件名も本文も書かずに）を送ってください。

小学生：2017年4月2日時点で満6歳に達している方
中高生：2017年4月2日時点で満12歳に達している方

他の会場でもアウトリーチを開催します。

3/13（月）　正午
小学生：140名、中高生：60名

18,000円　
2/25(土) 13:00～
会場：河内長野ガス株式会社
　　 1Fセミナー室

●3/4(土) 14:00～
●3/11(土) 14:00～
●3/18(土) 14:00～
会場：河内長野市立市民交流センター
　　 キックス　視聴覚室

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4/28～30 大東市立総合文化センター サーティホール
4/28～30 河内長野市立文化会館 ラブリーホール
5/2～4 大阪国際交流センター 大ホール
5/2～4 京都外国語大学 森田記念講堂
5/5～7 大津市民会館 大ホール
5/5～7 いたみホール（伊丹市立文化会館）
5/12～14 高槻現代劇場 大ホール
5/19～21 神戸文化ホール 中ホール
6/2～4 香芝スペシャルワークショップ（香芝市モナミホール）
6/16～18 広島／アステールプラザ 大ホール

ツアーを支える
ボランティア

も募集しています。

ヤングアメリカンズと 人の子どもたちが でつくる200 河内長野

河内長野市立
市民交流センター

ラブリーホール

交通
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