
 

学会および社会における活動 
 

氏名  堂 野 能 伸  

項目別 
年 

（西暦） 
月 事                    項 

アート 2000 8 兵庫県佐用郡 南光町看板デザイン 

教室 2002 6～9 兵庫県 佐用文化情報センター 小学生対象の妖怪イラスト教室開 

アート 2003 ６ 
ライトアップ作品を通じて寺社・遺跡・町並みなど文化や歴史を演出する団体「播磨灯

観会」立ち上げる 

教室 2003 6～７ 兵庫県 佐用文化情報センター 小学生イラスト教室 

町づく

り 
2003 11～ 

兵庫県たつの市の城下町にある、古い味噌蔵を改修し作家が集まり制作にいそしめる場

として「龍野藝術工房 伊勢屋」を作る（～2010） 

アート 2004 4～12 
兵庫県たつの市龍野川西地区において、町中を使ったアート作品を中心としたイベント

「オータムフェスティバル in龍野」設立、第 1回実行委員、会場マップ制作 

教育 2004 4～ 
(財)兵庫県青少年本部委託事業受託、子供の居場所づくり事業「ゆうゆう龍野」を開設

（～2010） 

講演 2004 6 西播磨青少年本部主催「未来を拓く青年セミナーin相生」講演 

教室 2004 6～７ 兵庫県 佐用文化情報センター 小学生行灯工作教室 

町づく

り 
2004 11～ 

同世代が自分たちの目線での出会いの場を作る「えんむす日」運営委員会を立ち上げ。

県や市など行政機関や式場を運営する互助会等と連携し近畿圏で婚活を行う。月に 2～4

回開催（～2015） 

町づく

り 
2004 11 

芸能集団 野華 演奏会「種の輪」 

和太鼓団体の舞台演出及び広報プロデュース。兵庫県相生市市民会館 

町づく

り 
2004 11 兵庫県赤穂市を盛り上げるための、のぼり「お～い赤穂！」制作（赤穂商工会） 

アート 2004 12 「赤穂義士祭宵宮ジャズライブ」プロデュース。赤穂大石神社 

町づく

り 
2005 1 相生市成人式 演出をプロデュース（兵庫県相生市市民会館） 

アート 2005 4 
着物と和太鼓,声楽のコラボイベント「Wakon 和太鼓ライブ」の演出・プロデュース 

着物と和雑貨の店 Wakon 兵庫県揖保郡太子町 

教室 2005 ７ 兵庫県 佐用文化情報センター 小学生工作教室 

アート 2005 7 
川柳舎・みみひめきっちん 情野千里 川柳パフォーマンス「阿蘭陀」in綿屋 

川柳パフォーマンスの舞台オブジェの制作と演出 

町づく

り 
2005 9 「播磨新宮町史 史料編Ｉ 古代・中世・近世」掲載の古地図図面の制作 

アート 2005 9 
洋画家「羽田野清 展」美作市ゆかりの洋画家「羽田野清」の展示会プロデュース 

岡山県美作市湯郷温泉 にしき園 

教室 2006 ７ 兵庫県 佐用文化情報センター 小学生工作教室 

町づく

り 
2007 3 兵庫県 県民交流広場フォーラム パネリスト 

 



 

項目別 
年 

（西暦） 
月 事                    項 

教育 2007 6 京都国際マンガミュージアム ワークショップ 「アニメスタジオ」 

教室 2007 ７ 兵庫県 佐用文化情報センター 小学生夏休み絵画教室 

教室 2007 ７ 兵庫県 南光町文化センター 小学生木工工作教室 

町づく

り 
2007 8 西播磨地域ビジョン委員会情報誌 タイトル揮毫 

教育 2007 8 兵庫県立歴史博物館 ワークショップ「雑誌の表紙を作る」 

町づく

り 
2007 8 

Ecrans de Harima 姫路ショートフィルムフェスティバルの立ち上げ、プロデュース 

世界のショートフィルムを一堂に集め上映。 

教育 2007 8 兵庫県 佐用町教職員ワークショップ「表情を描いてみよう」 

町づく

り 
2007 8 

人と町をアートでつなぐ、町づくり団体 

NPO 法人ひと・まち・あーと 設立（～2013理事長、現在は理事） 

町づく

り 
2007 9 

良い出会いにするための入門講座「恋のたまご講座」スタート。出会いの場での服装や

マナー、話し方や聞き方など、出会いの心がけ講座（～2015）兵庫県の事業にも採択。 

教育 2007 9 兵庫県 ひめじ若者サポートステーション ふわふわ紙粘土教室 

アート 2007 12 姫路市のコンベンションビューロー「観光案内所」看板の揮毫 

アート 2008 4～8 三遊亭あほまろ監督作品「ゆめまち観音」美術スタッフとして参加 

教室 2008 ７ 兵庫県 佐用文化情報センター 小学生夏休み工作教室 

教室 2008 ７ 兵庫県 南光町文化センター 小学生工作教室 

教育 2008 8 兵庫県立歴史博物館 ワークショップ「ゾートロープ制作」 

教育 2008 8 兵庫県 佐用町教職員組合青年部ワークショップ「消しゴム判子」 

教育 2008 8 京都大学総合博物館ワークショップ「夏休み教室・針金アート」 

アート 2008 10 兵庫県 たつの市 室津絵マップコンクール審査委員 

教育 2008 11 兵庫県 たつの市御津公民館 消しゴム版画教室（全 5 回） 

教育 2008 11 兵庫県立歴史博物館 ワークショップ「覗きカメラ制作」 



 

項目別 
年 

（西暦） 
月 事                    項 

町づく

り 
2008 12 

岡山県美作市 湯郷温泉てつどう模型館＆レトロおもちゃ館 プロデュース 

産学連携プロジェクト（京都精華大学マンガ学科・建築学科） 

平成 21 年度 京都精華大学学長賞 受賞 

町づく

り 
2009 7 兵庫県たつの市 龍野地区川西商店会 T シャツデザイン 

教育 2009 8 兵庫県 たつの市教育委員会初任者研修 講師 ワークショップ「表情を描いてみよう」 

町づく

り 
2009 10 水力発電によるライトアップイベント IKADUCHIプロジェクト発足（上賀茂神社） 

教育 2009 11 兵庫県 たつの市御津公民館 消しゴム版画教室（全 5 回） 

講演 2010 5 京都大学総合博物館セミナー「今を未来につなげていく技術」講演 

教育 2010 8 お化け屋敷制作指導（京都造形芸術大学） 

アート 2010 11 NPO 法人葵プロジェクト主催イベント「葵縁日」行灯ワークショップ＆ライトアップ 

教育 2011 3 
兵庫県 たつの市教育委員会初任者研修 講師 

答えのない課題を扱う教育プログラム「宇宙箱舟ワークショップ」 

講演 2011 3 縄文巨木シンポジューム講演（京都大学縄文巨木プロジェクト） 

教育 2011 5 
京都大学総合博物館 研究協力者（～2014） 

展示物の 1ページ解説マンガや企画展のガイド漫画の制作・監修など行う。 

教育 2011 8 お化け屋敷制作指導（京都造形芸術大学） 

教育 2011 9 上賀茂神社境内において京造ねぶた誘致 

教育 2011 10 京都産業大学地域交流イベント「サタデージャンボリー」エコ行灯ワークショップ 

教育 2011 10 
NPO 法人葵プロジェクト主催のイベント「葵縁日」(上賀茂神社)において、「コマ漫画を

作ってみよう～漫画で鍛える想像力～」開催 

教育 2012 3 
兵庫県 たつの市教育委員会初任者研修 講師 

答えのない課題を扱う教育プログラム 「宇宙箱舟ワークショップ」 

町づく

り 
2012 5 

播磨国総社 三ツ山大祭 学術・技術専門委員(～2013 年 4月) 

三ツ山大祭は天文２年（1533 年）から 20 年に 1度行われる大祭。 

60 年ぶりに復活させる「造り物」の制作指導に当たる（自治体、高校、大学、自衛隊） 

教育 2012 8 お化け屋敷制作指導（京都造形芸術大学） 

教育 2012 8 兵庫県立大学環境人間学部エコヒューマン地域連携センター アドバイザー(～2016) 

アート 2013 1 西播磨「ふるさとの風景づくり」コンクール審査委員（西播磨県民局） 

町づく

り 
2013 5 播磨国総社三ツ山大祭 造り物制作 資料展示館設営（播磨国総社 御門二階） 

講演 2013 4 倫理法人会モーニングセミナ講演（一般社団法人倫理研究所） 

アート 2013 8 けいはんな記念公園 見世物小屋・お化け屋敷 

教育 2013 8 お化け屋敷制作指導（京都造形芸術大学） 



 

項目別 
年 

（西暦） 
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アート 2013 10 相生市美術展審査委員（～2015） 

教育 2014 3 
兵庫県 たつの市教育委員会初任者研修 講師 

答えのない課題を扱う教育プログラム「宇宙箱舟ワークショップ」 

町づく

り 
2014 8 

兵庫県たつの市 岩見用水ぼんぼりプロジェクト 
「岩浦地区再生可能エネルギー活用推進協議会」アドバイザー 

教育 2014 8 兵庫県 たつの市立龍野図書館ワークショップ「ミニねぶた」 

アート 2014 8 けいはんな記念公園 見世物小屋・お化け屋敷 

教育 2014 8 お化け屋敷制作指導（京都造形芸術大学） 

町づく

り 
2014 11 

姫路駅前まちづかいプロジェクト 

「キャンドルナイト 大人の晩餐会」制作物・演出指導 

教育 2014 12 瓜生山イルミネーション指導（京都造形芸術大学） 

教育 2015 3 
兵庫県 たつの市教育委員会初任者研修 講師 

答えのない課題を扱う教育プログラム「宇宙箱舟ワークショップ」 

町づく

り 
2015 ４ 

機動警察パトレイバー 実写映画用に制作された実物大イングラム（ロボット）を姫路

城前に誘致 

講演 2015 6 兵庫県 「たつの市婚活応援団」婚活事業者のための講演（たつの市役所） 

教育 2015 7 銀の馬車道ワークショップ「金属を加工して蹄鉄ストラップを作ろう」（中播磨県民局） 

教育 2015 7 兵庫県 たつの市立龍野図書館ワークショップ「切り絵行燈」 

アート 2015 8 けいはんな記念公園 見世物小屋・お化け屋敷 

産業 2016 4 京都西陣 錦織の紹介マンガ「錦あまねく」制作（一般財団法人日本伝統織物研究所） 

教育 2016 7 兵庫県 たつの市立龍野図書館ワークショップ「ちりめんブックカバー」 

教育 2017 6 
学習ツールとしてのボードゲームの研究開発普及を行う団体 

NPO 法人 Board Game Japan 設立 

調査 2017 8 
発展途上国ミャンマーにおける漫画実態調査 

漫画体験教室実施 

調査 2017 8 害獣調査研究のため、罠猟師免許取得。以後猟師として活動中。 

教育 2017 9 京都大学サマーデザインスクール コーディネーター 

開発 2017 9 
NPO 法人寺子屋プロジェクトが開催する「Tera school」におけるボードゲーム開発ワー

クショップ 

開発 2018 4 
京都府立大の研究室と連携したボードゲーム「京都福笑い」の開発(歴史・地理面の考証

とゲームデザイン) 

町づく

り 
2018 9～10 

造り物学習会「三ツ山」制作指導 

一ッ山大祭・三ツ山大祭保存会、姫路市教育委員会、文化庁事業 

町づく

り 
2018 11 兵庫県御津町 「室津朝鮮通信使屏風」図面制作 



 

項目別 
年 

（西暦） 
月 事                    項 

教育 2018 11 
一般財団法人 葵プロジェクト主催の「第 5回葵サミット」(上賀茂神社)における「京

都福笑い」試遊会の開催 

町づく

り 
2019 3 

地域活動をデザインとアートの力でサポートする団体 

一般社団法人なないろめがね 設立 

連携 2019 7 
株式会社文響社のボードゲーム「うんこ先生と学ぶ！SDGs 入門カードゲーム」へのノウ

ハウ提供(同社実施のワークショップにおける活用) 

町づく

り 
2019 11 

食べれるフィギアプロジェクト。 

第 1弾赤とんぼの形に固めた唐辛子「赤とんぼからし」地域限定販売 

アート 2020 5 
コロナ禍でどこにも行けない代わりに、旅行雑誌に掲載された地図をリライト。 

おうち時間をたのしめる「ぬりえ地図」を無料公開。 

町づく

り 
2020 8～９ 

造り物学習会「大笠」制作指導 

一ッ山大祭・三ツ山大祭保存会、姫路市教育委員会、文化庁事業 

参画 2020 11 
内閣府が設置した「地方創生 SDGs官民連携プラットフォーム」に参画（NPO 法人 Board 

Game Japan） 

展示 2021 2 「Microsoft Education Day 2021」にてボードゲームのバーチャル展示を実施 

講演 2021 7 一ッ山大祭・三ツ山大祭保存会、特別記念講演「祭とつくりもの」 

調査 2021 7 海洋調査研究のため、小型 1級船舶免許取得（海洋考古学など） 

表現 2021 8 
軍事クーデータなどによる言論や表現への弾圧に対して、漫画で世界の平和の確立に寄

与することを目的とし、自由と平和な表現活動を支援する団体「WART」の設立 

町づく

り 
2021 8～９ 

造り物学習会「曳き物」制作指導 

一ッ山大祭・三ツ山大祭保存会、姫路市教育委員会、文化庁事業 

 


