
一宮市市民会館等自主文化事業「交流事業」 

ミュージカル“星の王子さま” 

出演者募集 

 

劇団 M.M.C が公演するミュージカルに参加して、スタ

ー気分を満喫！ 

 

著者/アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの作品「星の王子さま（Le Petit Prince）」

をミュージカル上演します。劇団 M.M.C のオリジナルミュージカルナンバーをバックに、

爽快に踊ったり、歌ったりと、舞台を所狭しと駆け巡るミュージカルは、「大切なもの」が

何かを見せてくれます。このミュージカルに参加する方を募集します。 

 

－ 募集要項 － 

【公演実施概要】 

公演名：ミュージカル「星の王子さま」 

日 時：令和 5 年 5月 21日（日）13：00 開場、14：00 開演、16：00終演予定 

会 場：愛知県一宮市民会館ホール 

出演者：劇団 M.M.C、arttaproom81、Dance Factory、市民参加者 

入場料：全席指定(税込)：S 席 3,600 円、A席 2,800 円、C席 2,000 円  

※未就学児入場不可 

主 催：一宮市市民会館等指定管理者 JNP 一宮パートナーズ 

 

【募集内容】※18 歳未満の方は保護者の同意が必要です。 

対   象：①②④小学 4年生以上  

③のみ小学 5年生以上 

部    門：次の中からご希望を役を選んでください。 

①タップダンサー  

②アンサンブルキャスト（歌、ダンス）※チア・ダンスです。  

③バレエ  

④演劇・歌唱 

①タップダンス役…25 名程度 タップダンス 2 年以上の経験があり、タップシューズを用

大切なものは目に見えない 



意できる方。 

②チア・ダンス役…10 名程度 ジャズダンス等 2年以上の経験がある方。 

③バレエ役   …10 名程度 小学 5年生以上、バレエ５年以上の経験があり、トウシュ 

ーズで踊る事ができる方。 

④演劇・歌唱の役…30 名程度 ミュージカルに出たいという強い意欲のある方。 

※配役は書類選考及びオーディションで決定します。 

※稽古時間が少ないため経験者を主に募集します。 

定   員：50 名程度 

書類選考：無料/令和 5年 1月 27日までに合否をメールにてご連絡を致します。 

オーディション：無料/令和 5年 1 月 28 日に行います。 

参 加 費：12,000 円（税込） 

※合格者のみ参加費を令和 5年 1 月 28 日に受付窓口にてお支払いください。 

※衣装代、スポーツ保険料は含みません。途中退会しても参加費返金不可。 

申込期間：令和 4年 12月 26 日（月）～令和 5 年 1月 26日（木）13時迄 

申込方法：一宮市市民会館等ウェブサイトの専用ページよりお申し込みください。 

URL : https://forms.gle/ZFDHCMtYH4ooLvY69    

                          ≫お申し込みサイト 

【参加条件】 

・連絡事項をメールで送信するため、メールを送受信できる方。（フリーメールが望ましい） 

・小学 4年生以上の方。 

・書類選考・課題を経て決定した配役の稽古に、全日程参加できる方。（遅刻早退不可） 

・ミュージカルに出演したいという強い意志のある方。 

 

日 程 時 間 会 場 内 容 

1/28 10:00~16:30 

一宮市木曽川文化会館 

※オーディション合格者

は、受付窓口にて参加費を

お支払いください。 

10:00～オリエンテーション  

11:00～12:00 課題 

13:00～15:00 課題 

15:00～15:50 講師審査 

16:00～16:30 審査発表 

1/29 10:00~15:30 
一宮市木曽川文化会館 

 

配役発表（制作発表） 

各部屋に分散、役毎に課題練習 

2/4 14:00~19:00 arttaproom81 スタジオ タップダンス役の方のみ 

2/5 

10:00~11:30 

Dance Factoryスタジオ 

バレエ役の方のみ 

13:00~16:30 
チア・ジャズダンス及び歌唱の

方のみ 

3/11 14:00~19:00 arttaproom81 スタジオ タップダンス役の方のみ 



3/12 

10:00~11:30 

Dance Factoryスタジオ 

バレエ役の方のみ 

13:00~16:30 
チア・ジャズダンス及び歌唱の

方のみ 

4/29 10:30~16:30 一宮市木曽川文化会館 歌唱・演技のみの方 

4/30 

10:00~11:30 

Dance Factoryスタジオ 

バレエ役の方のみ 

13:00~16:30 
チア・ジャズダンス及び歌唱の

方のみ 

14:00~16:30 一宮市木曽川文化会館 タップダンス役の方のみ 

5/13 17:00~21:00 一宮市民会館ホール 粗通し稽古 全員対象 

5/14 9:00~16:30 一宮市民会館ホール 通し稽古 全員対象 

5/19 18:00~21:00 一宮市民会館ホール 場当たり 全員対象 

5/20 

9:00~12:00 

一宮市民会館ホール 

メイク、衣裳準備 全員対象 

13:00~17:00 リハーサル（メイク、衣裳付） 

18:00~21:00 抜き稽古（メイク、衣裳無し） 

5/21 
10:30~13:00 

一宮市民会館ホール 
G・P（メイク、衣裳付） 

14:00 本番 

※稽古日程は変更する場合がございますので予めご了承願います。 

※稽古時のケガに備え、各自スポーツ保険へのご加入をお願いします。（任意） 

年度毎の支払 A1）中学生以下/800 円、C）64歳以下 1,850 円、B）65 歳以上 1,200 円 

 

【稽古会場】 

●愛知県一宮市木曽川文化会館 愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り 27℡0586-86-7581 

【名鉄名古屋本線】「新木曽川」駅から南へ徒歩 12分 

【バス】 

★i-バス 一宮コース（138 系統）、木曽川・北方コース（170 系統）「木曽川庁舎」停留所

下車徒歩すぐ 

★名鉄バス一宮駅発イオンモール行き（15 系統）「木曽川庁舎」停留所下車徒歩すぐ 

●arttaproom81 スタジオ 愛知県一宮市北方町曽根字村東２１９-1 ℡0586-58-2481 

最寄り駅 JR 東海道線 木曽川駅より徒歩 12 分 

            名鉄 黒田駅より徒歩 15分 

●Dance Factory スタジオ 愛知県一宮市若竹１丁目５－８サトウビル３階  

℡052-763-1668「一宮本部スタジオ」 

 

 

【講師紹介】 

■劇団 M.M.C 講師 



●バレエ講師 松原美智子 

劇団四季１８年在籍ミュージカル「キャッツ」「コーラスライン」などに出演。 

退団後は松原美智子バレエ主催及び劇団 MMC ワークショップバレエ講師を務める。ミュ

ージカルの舞台 CMなど様々な分野で活躍中。 

●タップダンス講師 安倍幸太郎 

東宝ミュージカル「ラ・マンチャの男」・劇団わらび座・坊ちゃん劇場などのミュージカル

舞台に多数出演。現在は大手テーマパークにてタップダンスショーに出演中。タップダンス

ワークショップ講師を務める。 

●チア・ジャズダンス講師 佐藤美奈子 

劇団 MMC２０年在籍。劇団ふるさときゃらばん・アリスインプロジェクト 

２.５次元ミュージカル出演・振付など多数。現在は、キッズダンスから大人 JAZZ ダンス

のインストラクターとして活躍。 

 

■一宮市の指導者 

●バレエ、チア・ジャズダンス講師 Dance Factory 

DanceFactoryは『みんなのやりたい！』を応援するスタジオ。クラシックバレエ・ジャズ

ダンス・タップダンス・ミュージカル（演技・ヴォーカル）すべてを本格的に学べます。本

格的な舞台に立つ事ができ、舞台での礼儀やマナー、ルールも身につける事ができます。国

内外バレエコンクール上位入賞、国際ミュージカルコンクール一位、テーマパークダンサー、

ミュージカル『アニー』『赤毛のアン』などの合格実績があります。 

●タップダンス講師 サカイダコージ 

映画北野武監督作品『座頭市』タップシーン 、水谷豊監督作品『TAP THE LAST SHOW』

エンドロールシーン、RIP SLYME武道館コンサート他多数のライブやステージで活躍。 

arttap room 81 代表 

名古屋文化短期大学 非常勤講師 

 

 

★ペーパーレス化へのご理解とご協力をお願いします。 

当館では SDGs に伴い、募集要項は紙の印刷を控えさせていただきました。これからのミ

ライを築く世代を育くむと共に劇場は徐々に進化します 

 

※このミュージカルは新型コロナウイルス感染拡大に伴い延期または中止する場合がありま

すので、予めご了承願います。 

※ 詳しくは市民会館等ウェブサイトをご覧ください。https://ichinomiya-hall.jp/ 


