電気工事・家電／設計・施工

伊藤電機株式会社

宇都宮市民ミュージカル協会 夢う舞メイツ 第２回公演

当社は電化製品販売と電気工事を取扱っています

夢を信じて～旅立ち～

栃木市平柳町1-43-17
Tel 0282-22-3958
Fax 0282-22-6658

夢は生きる力、
さぁ信じて歩きだそう
・演出/脚本/振付 萩原 真理子
・作曲
上野 哲生
診療時間 月・火・水・金 8:30~12:00 14:00~17:30
木曜日
8:30~12:00
第2・4土曜日 8:30~12:00 13:00~15:00
休診日
日曜・祝日・木曜日午後
第1・3・5土曜日

宇都宮市石井町2016 電話(028)660-6115

Dance Studio BRes

JAZZ・HIPHOP・キッズ・ピラティス等
レンタルスタジオできます
見学・無料体験随時募集中♪

屋根・外壁工事

医療法人

有限会社アース建設

松田歯科クリニック

宇都宮市石井町2275-1

宇都宮市平松本町805−116

Tel 028-660-1257 FAX 028-660-3931

Tel 028-663-0817

芸能人がよく立寄る店

炭火三昧「ぐ」
宇都宮市本町みずほ銀行北側
Tel 028-627-1181

電気管理

橋本技術コンサルタント
宇都宮市上野町6086-2
Tel 028-664-2376

宇都宮市今泉町3002-1

全日本ブラジリアン柔術連盟公認

月・木 ブラジリアン柔術

Tel 090-1856-1219
http://www.studio-bres.com
info@jazzdance-bres.com

VALE-TUDO JU◇ZA

19:00〜21:00 (祝・14:00〜17:00)

Tel 090-2673-7692(斉藤)

トライ東（月火金）
・陽北中学校（木）

火・金

総合格闘技

私たちは夢う舞メイツの活躍を応援しています！
RUNコミュニケーション

2009 年 7月 11 日（土）

昼公演
夜公演

13:00 開演 13:30
開場 17:00 開演 17:30
開場

※夜公演に限り、未就学児童の入場はご遠慮いただいております。

宇都宮市 東コミュニティセンター ホール
入場券（１シート）前売1000円/当日1500円

奈坪台ランニングクラブ
oomori3713141@yahoo.co.jp（大森）

主催：宇都宮市民ミュージカル協会 夢う舞メイツ

イル・プラティーノ

ラルゴツーリストインターナショナル

宇都宮市鶴田町697-13

東武日光駅前
Tel 0288-54-1599

ＡＭ11：00〜ＰＭ7：00 水曜日定休

ララスクエア宇都宮４F
Tel 028-600-2790

Tel 028-649-3682

宇都宮市西大寛2-2-2 Tel 028-638-4800

市貝町
oishiiyo.rice.iwamura857@gmail.com

菓子問屋

Tel 0286-21-7335
あなたのサイクルライフを
トータルコーディネート

壬生町幸町3-13-8

夢う舞メイツ

五十嵐漆器株式会社

株式会社ジャンボサイクル内
Tel 0282-86-1886

後援：宇都宮市、宇都宮市教育委員会、栃木県教育委員会、宇都宮市青少年団体連絡協議会、株式会社エフエム栃木
株式会社栃木放送、株式会社とちぎテレビ、宇都宮ケーブルテレビ株式会社、下野新聞社、産経新聞社宇都宮支局
読売新聞宇都宮支局、朝日新聞宇都宮総局、毎日新聞社宇都宮支局

検 索

ケアーズ

岩村農園

株式会社ジャンボサイクル

http://www.movemates.net

JTB総合提携店

ジャンボレーシングチーム

協賛：宮っこフェスタ 2009 実行委員会 〜すべての子どもに笑顔ときずなを〜

お問い合わせ：TEL/028-908-4077 FAX/028-908-4078 Mail/movemates@gmail.com

ファッション スタジオ

おいしいお米を配達します！

宇都宮市駅前通り1-5-10

入場券取扱所：楽器音楽教室 ライナス、Dance Studio BRes、下野新聞プレイガイド

伝統工芸日光彫

スズキレーシングプロショップ

有限会社 宮沢 義 商店

（入場券の売り上げは設備利用費や必要経費のみに充てております。）

クルマとバイクと快適に暮らす
ための情報をお届けしています

Tel 0282-86-1886

2009年
10/17(土)
18(日)
会場／まちなか各所

お 問 合せ先
宮っこフェスタ実行委員会事務局(宇都宮市子ども未来課内)
Te l 0 2 8 - 6 3 2 - 2 3 4 4 F a x 0 2 8 - 6 3 8 - 8 9 4 1

鈴木がん具製作所
矢板市越畑396-1
Tel 0287-48-0301

セブンイレブン
下野氏家勝山店
さくら市氏家1205-9
Tel 028-682-0092

ものがたり

プログラム

鏡の国では王子と姫の結婚式が行われようとしていました。でも思い通りに国を動かしたい大臣に謀られ、国を治
めていた女王と共に王子も姫も鏡の国から現実の世界へと追い出されてしまいます。
一方、現実の世界では、ミュージカルの公演のフィナーレが華やかに行われていました。公演は大成功。でも調子
にのった演出家は劇団でがんばっていたみんなをおろそかにし始めます。
鏡の国から飛ばされた３人は記憶も奪われかけてしまいます。帰ることはあきらめ、この現実に残ることも考えます。

１．ハッピーウェディング
２．どうしてこんなことに
３．恋と夢のはざまに
４．一人一人が大切
５．呪いの歌
６．私の大切な宝物
７．守るべきもの
８．夢を信じて

しかし自分の信じる道、成すべきことが別にあるとわかった時、あきらめかけた夢を信じることにします。
劇団員たちも、ばらばらになった心を取り戻すのをあきらめそうになります。でも鏡の国の人たちの助けを借りて
自分達の進むべき道を模索し始めます。そして、もう一度心をあわせ夢を信じることにします。
鏡の国の人たち、現実世界の人たち、みんなの夢はかなうのでしょうか？

住む世界は違っても、夢を信じてがん

ばることの大切さは同じ。それぞれが心に刻んで歩み始めるのでした。

キャスト
大場 悠子

鏡の国の姫/ひな
隣国の王子/ケンジ
ピッピ

尾髙 麻梨
松本 誠謙
櫻岡 美緒

演出家
マリー
おねぇ
メイ

橋本 靖文
萩原 真理子
宮沢 治彦
中川 明美

マダム
ジョージ
サニー
トキ
まっぴー
ゆづ
なっつ

梅原 静枝
大森 信男
島 陽子
鈴木 利明
荒井 昌洋
田村 優月
菅野 なつみ

鏡の国の大臣(闇の魔法使い)

桜井 新平

萩原 真理子
上野 哲生
影山 房與

振付指導
音楽指導
演技指導

萩原 真理子
大場 悠子
橋本 靖文 尾髙 麻梨

舞台監督
照 明
音 響
メイク
衣 装
大・小道具

橋本 靖文 ゆうや(遊幻空間)
有限会社ハーモニー
有限会社ハーモニー
中川 明美
尾髙 麻梨 山崎 明日香
宮沢 治彦 巧 淳一

制 作
運営スタッフ

松本 誠謙 布施 直人
大島 春子 飯森 茂

案内図
東
警
察
署

BRes
競輪場通り

宇
商
通
り

ローソン

東コミュニティ
センター

国
道
４
号
白楊高校

県庁

ヤマダ電機
宇農商通り

県庁前通り

東武百貨店

パルコ

大通り
中
央
通
り

ライナス
いちょう通り
NHK

市役所

松本 誠謙

演出より

奥
州
街
道

宇
都
宮
駅

鬼怒通り

国道 123 号

■公演会場
宇都宮市 東コミュニティセンター ホール
宇都宮市中今泉3-5-1（東図書館）
028-638-5782
■前売入場券取扱所
公演会場の東コミュニティセンターでは
前売入場券はお取り扱いできませんので、
下記取扱所をご利用ください。
・楽器音楽教室 ライナス
宇都宮市中央本町4-21
028-633-6892
12:00-20:00（休日18:30） 月 定休
・Dance Studio BRes
宇都宮市今泉町3002-1
090-1856-1219
19:00-22:00 木・日 定休
・下野新聞プレイガイド
東武宇都宮百貨店2F（028-651-5255）
宇都宮パルコ1F(028-611-2111)

詞変：萩原真理子

おめでとう おめでとう
ハッピーウェディング 王子様
プリンス プリンセス おめでとう
我らの鏡の国

おめでとう おめでとう
ハッピーウェディング 王女様
プリンス プリンセス おめでとう
我らの鏡の国

演出/脚本/振付/作詞
作 曲
作 詞

製作総指揮

作詞 : 影山房與

優しい心で みんなをひきつける
素敵な笑顔で みんなをとりこにする
平和を愛する 光の王国
魔法の王国

スタッフ

鏡の国の女王(光の魔法使い)/ノート

１．ハッピーウェディング

ひとつの時間と空間の中に歌と
踊りとお芝居がある。それは夢の
ように楽しい場所。完成させるに
はお客様も含めた一人一人の参加
が重要なことです。
本日はご来場頂き本当にありが
とうございます。この作品は第 1
回公演の続きではありません。夢
とは形を変えながら育っていくも
の。そしてその夢にたどり着いた
らまた新たな夢が見えてくる。こ
こに集った人達が共に感動しあえ
る空間を目指し、夢に向かって歩
いていきたいです。

協会 指導部長：萩原真理子
東京の R.S. タップダンスネッ
トワーク、インストラクター。タッ
プダンス、ジャズダンスの振付、
指導をしている。
宇都宮では、児童の為のママさ
んボランティアグループ「劇団ど
こでもステージ」を結成し、オリ
ジナル作品を市内の幼稚園、小学
校で多数上演してきた。

大きな心で みんなをひきつける
輝く笑顔で みんなをとりこにする
平和を愛する 光の王国
魔法の王国
おめでとう おめでとう
ハッピーウェディング 王子様
プリンス プリンセス おめでとう
我らの鏡の国

２．どうしてこんなことに
作詞：橋本靖文 / 萩原真理子
詞変：萩原真理子
初めて出会ったあの頃は
みんなの夢で溢れてた
名誉も欲も関係ない
舞台を夢見て 進むだけ
「みんなの夢が ぼろぼろにされてしまった」
初めて出会ったあの頃は
みんなの夢で溢れてた
名誉も欲も関係ない
舞台を夢見て 進むだけ
何かが崩れたあの瞬間
心をひとつにすることは
「もう二度と出来ないことなのか」
どうしてこんなことに
初めて会ったあの頃は
みんなで笑い合えたのに
みんなで教え合えたのに
「チャンスもないの？みんな違う方向を見てるのはなぜ？」
悪いのは（悪いのは）
悪いのは（悪いのは）
悪いのは（悪いのは）
悪いのは（悪いのは）

私じゃない！
誰かだ！
あいつだ！ そう
あいつだ！

３．恋と夢のはざまに

６．私の大切な宝物

作詞 : 萩原真理子

８．夢を信じて

作詞：萩原真理子 / 橋本靖文
詞変：萩原真理子

作詞 : 影山房與

これって恋？
あなたの声
あなたのしぐさ
あなたが好き

これって愛？
君の笑顔
輝く瞳
君が好き

でもちょっと待って
私には夢がある
僕だって夢がある
やりたいこと
やりきるまで
私の夢 叶えるまで
夢に向かって走っていたい
そう、恋なんかしてられない
やっぱり待って！
恋して
夢みて

ほんとに

そう？

夢見ちゃいけないの？
愛しちゃいけないか？

ゆれる心 豊かな心
走る心 はばたく心

素敵な心
素敵な心

恋する心
夢みる心

そうだ、ともに恋して夢見て歩き出そう

４．一人一人が大切
作詞 : 橋本靖文 / 萩原真理子
お願い気づいて 誰もが素晴らしい
あなたがいるから 何かが起きる
お願い気づいて 誰もが支えあう
みんながいるから 何でもできる
あなたとあなたが 巡り合い（巡り合い）
そこから始まる 心の絆
たった一人で 見てた夢
重なる つながる 広がっていく
些細なことで 傷ついても
些細なことで 傷つけても
僕らはここまで やってきた
みんなでここまで やってきた
お願い気づいて 誰もが素晴らしい
あなたがいるから 何かが起きる
お願い気づいて 誰もが支えあう
みんながいるから 何でもできる
何でもできる

あなたが生まれた時
みんなが笑顔になった
小さな命に宿る 大きな希望の光

あきらめないで あきらめないわ
元気を出して 元気を出すわ
笑顔を見せて 笑顔になるわ
夢に向かって 進んで行こう！

あなたの持つ光は
みんなの心を照らし
輝く虹となって 世界を愛でつなぐ

君の向こうには
光溢れる幸せが

心躍らせる喜びが
待っているはず

上手くならない
ひとりぼっちの
届かない想い
伝えられない心

もどかしさ
寂しさ

世界が闇に包まれても
救い出せるのは光だけ
平和を守る光の魔法
鏡の国の 希望の光
これだけは忘れないで
あなたは大切な宝物
あなたは光の宝物

７．守るべきもの
作詞：橋本靖文
詞変：萩原真理子
目の前の 守るべきものは
手にしたら 離せないもの
人はみな 生まれてきた時
それぞれの 役を担ってる
あの頃の けがれなき想い
いつの間にか 戻れない道
何もかも 信じることさえ
許さない 小さなプライド
守るべきもの（守るべきもの）
求めたい夢（求めたいもの）
やり直せるなら（やり直せるなら）
やり直せるなら（やり直せるなら）
たくさんの守るべきものを
「情熱だけで突っ走ってたころ」
かかえては
「俺の夢」
走れなくても
「強くあることが」
ひとつの命 生まれた時から
果たすべき責を担ってる

でも どんなに辛くても
でも どんなに苦しくても
あきらめないわ（あきらめないわ）
この夢を（この夢を）
あなたに 逢えたから
みんなに 逢えから
夢見る心を 忘れないわ
自分の夢が 今 生きる喜び
あきらめないわ この夢を
友を信じて 夢を信じて 愛を信じて
自分を信じて 歩いて行こう
あきらめないで あきらめないわ
元気を出して 元気を出すわ
笑顔を見せて 笑顔になるわ
夢に向かって 進んで行こう ヘイ！
あきらめないで あきらめないわ
元気を出して 元気を出すわ
笑顔を見せて 笑顔になるわ
夢に向かって 進んで行こう ヘイ！
夢に向かって

進んで行こう！

５．呪いの歌
作詞：萩原真理子 / 橋本靖文
詞変：萩原真理子
孤独が闇をつかさどる
闇は全てを封じ込め
いつしか光は消え去って
信じることさえ無駄になる
恨みつらみは憎しみに
やがて心は暗闇に
夢見るだけでは叶わない
絶望 無気力 うつろな目
呪いは人を離さない
己さえも見失う
生きる気持ちさえ 吸い取られ
ただ 見るものを映すだけ
さぁ、闇の鏡へ
思い知るのだ 闇の力を

作曲者紹介
作曲家

上野 哲生

ロバの音楽座、カテリーナ古楽合奏団のメンバーで
様々な古楽器・民族 楽器を演奏する。
作曲家としては様々なオペラ、箏曲作品、「おはよ
うスパンク」等のテレビアニメ担当。
栃木では長期に渡りらくりん座の音楽等を担当。自
作自演のＣＤに「囀り(さえずり)」「いきものたちの
哀歌」（新作）等がある。

■ごあいさつ 協会 会長：松本誠謙 （宇都宮市青少年団体連絡協議会 委員長）
私たち、宇都宮市民ミュージカル協会「夢う舞メイツ」は、昨年度の第1回公演「夢を信じて～絆～」の公募で集まった市民キャスト
（小学生～70歳代）を中心としたアマチュアのミュージカル団体です。
本公演は「夢を信じて～旅立ち～」とあるとおり、設定は前回を踏襲しておりますが、脚本はまったく新しいものに作り変え、新曲も加
わっており、前回ご覧頂いた方にも十分に楽しめる内容となっております。今回は、集まった市民キャストが中心となって創りあげた舞台
でもあり、まさに私たちの「旅立ち」でもあります。そして、このような「旅立ち」ができるのも、皆様の支えがあってこそであり、感謝
の気持ちでいっぱいです。
私たちは、このような自主公演だけでなく、地域の青少年育成や社会福祉貢献のためのボランティア活動や地域活性化を目指したイベン
ト参加など、年間を通して活動をしています。今後も、夢と愛に満ちた文化のかおる街づくりを目指して、頑張っていきますので、皆様の
ご声援、ご支援をよろしくお願い致します。

■会員募集中
「一緒に舞台を創ってみませんか？」
年齢・経験は問いません。キャストはもちろん、教えられる方、裏方さんや事務スタッフ希望の方も大歓迎。経験がなくても、私たちと一緒に
勉強していきましょう。見学も随時受付中。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。
◆会費：3,000円/月 （キャスト会員） 連絡先 Tel：028-908-4077 Fax：028-908-4078
◆年齢：小学校4年生以上
Mail：movemates@gmail.com

