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Director’s NotesDirector’s Notes
I’d like to express my deepest gratitude 
to all those who’ve contributed to 
the success of one of the biggest 
challenges I’ve ever taken on. Thanks a 
million! No, let’s make that a BILLION!!

Writing, directing, and choreographing a children’s production has been one of 
the most rewarding experiences of my career in the performing arts. Rainbow 
Connections: The Land of Kindness takes us on an adventure and shows us the 
importance of two simple principles that apply to all societies: the simple act of 
saying please and thank you.

Generally, we are always aware to be polite. But there are times when a reminder 
is needed. We wanted the characters in our show to convey gratitude through 
their relationship with their parents. And then to extend that gratitude to 
everyone around them.

Our aim is to offer fun and engaging English-learning activities outside of the 
classroom. Whether it be on stage or in the audience. Communication, social 
and creative skills can be acquired through the performing arts. We encourage 
anyone who may have even an inkling of interest to join us. I’d like to say 
THANK YOU for coming out to see our performance. And PLEASE come again!

- Jeff Fritch, Director, Rainbow Connections: The Land of Kindness 

この度はこの舞台の成功に携わってくださった全ての皆様に多大なる感謝を申し上げます。

シナリオ、脚本、演出、振り付けなど子供向けの舞台は私のパフォーミングアートのキャリアの
中では初めての経験で非常にやりがいのある作品となりました。「レインボーコネクションズ：
思いやりの国」は私たちに社会生活で大切な事を教えてくれます。それはとても簡単だけど
忘れがちな２つの言葉「ありがとう」「お願いします」

人は一般的にはいつも礼儀正しくと心がけていますが、時にはうっかり忘れてしまう事も。
劇の中ではご両親に対して感謝する気持ちを忘れないようにと伝えています。そして、
それは自分たちの周りの人々に対しても同様に言える事。

この英語劇制作活動は英語が机上学習ではなく、生きた英語を楽しく体感しながら学べる
事を目的としています。パフォーミングアートを通して、出演者と鑑賞者が共感し創造力や
コミュニケーション力が構築できる事を
願っています。

この度はこんな状況下にも関わらず、
足をお運びいただき本当にありがとうございました。
今後も活動を続けていきますが、
私たちと一緒に活動をしてみたい方、
是非ご参加ください。では次回公演でお会いできる
事を楽しみにしています。



I’ve been performing Magic in both the U.S. and Japan 
for many years. Magic is a great way to inspire and 
excite children. When a child sees a magic trick they 
always want to learn how it’s done. It takes a lot of study 
and practice to be a good magician. And the same is 
true for learning languages! I want to inspire and excite 
children to learn English as well, so why not combine two 
great things!

アメリカと日本で長年に渡り、
マジックショーを手掛けてきました。子供達はマジックを見ている時、
目が生き生きと輝き、仕掛けはどうなってるんだろうと興味津々で
マジックに釘付けになります。もちろん、マジックをマスターするには
たくさん練習を重ねなければなりません。 が、語学学習においても
同じで、何かを習得するには時間がかかります。マジックを通して
英語を習得するのも一つの方法で面白いですね。 本日のショーでも
面白い仕掛けが出てきます。同時に英語を学ぶこともできます。
お楽しみください。

Magic Joe’sMagic Joe’s
ESL MagicESL Magic

Rakugo Performer Mr. Ota won’t be able 
to join us for this performance. He is on 
an overseas assignment. It saddens us 
that he can’t be a part of the show, but 
he wishes us good luck. When he returns 
we’ll plan an event to perform Tasty 
Cheese together. Thank you Mr. Ota for 
all your effort 
and support!

今回の延期に伴い、演目の一部「Tasty Cheese」の落語は太田
氏が４月に海外赴任となり、今回は披露することができなくなり
ました。次回帰国の際には再び舞台に上がっていただけることを
楽しみにしています。

English RakugoEnglish Rakugo
Tasty CheeseTasty Cheese

I’m Jeff Fritch and I’ve been tapping since my high 
school days, which means for a very long time. I’ve 
been teaching tap in Japan for the last 30 years. 
Tap dance is similar to being a drummer, you create 
rhythm with your feet. The great thing about tap 

dance, there is no age limit. Whether you’re a pre-teen or a senior citizen you can 
take on the challenge. Please enjoy our performance and if it sparks your interest 
please come join us!

私、ジェフ　フリッチは高校時代よりタップダンスを始め・・・
ということはとっても長〜い間タップダンスを続け、日本では既に
３０年も指導をしています。タップダンスはドラムを叩くような
感覚で、足でリズムをとって踊ります。小学生くらいからご年配の
方までどなたでも楽しめます。私たちのパフォーマンスを見て、

「やってみたいな」って思われたら、是非私たちと
一緒に踊りましょう。

Eigo de TapEigo de Tap



CrewCrew

Special ThanksSpecial Thanks
Thank you to all the moms and dads for supporting Nagoya Players Junior and 
your kids throughout this production. With your help we’ve been able to create 
a wonderful show full of energy and positivity. All the extra English, acting, and 
dancing practice has been well worth it. These kids have grown in amazing ways 
and we are so very proud of them. We hope that you and your family will cherish 
this experience as much as we do. We look forward to doing more shows with you 
in the future!

名古屋プレイヤーズJr.企画「Showcase」に携わるボランティアの方々、特に保護者の方々には
多大なご協力をいただきましたことを感謝申し上げます。おかげさまで、子供達の
エネルギッシュな素晴らしい舞台が出来上がりました。子供達は英語のセリフに加えて、
演技や踊りも練習を重ね、実りの多い体験となったに違いありません。練習を重ねるごとに
上達していく子供達はとても誇らしく、その感動は家族の方々にも共有していただけたかと
思います。今後もみなさんと一緒に子供達の舞台を作り続けていけますよう願っています。

感謝の気持ちを込めて感謝の気持ちを込めて
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Show SponsorShow Sponsor
We are very grateful to IPE Academy for 
being our Show Sponsor for the 2022 
NP Junior Showcase. IPE has been a long 
time supporter of the Nagoya Players and 
instrumental in helping us create our NP 
Junior series of workshops and programs 
for children.
IPE Academy is one of the oldest privately 
owned Eikawa in Nagoya. They teach all 
levels from children to adults. IPE offers 
a unique curriculum of Art+English and 
Music+English for Japanese children. They 
also cater to the Japanese-language learning 
community and have helped many students 
pass the JLPT.

IPEアカデミーは名古屋プレイヤーズJR.が企画する演劇活動を支持支援し続けています。
創業40年英会話教室IPEアカデミーは0歳からご年配の方まで幅広い年齢の方が楽しく
英語が学べるコースを取り揃えています。そのユニークなコースの一つは音楽やアート、
演劇やダンスなど五感を使って英語を学ぶ体験型の習得方法。名古屋プレイヤーズJR.と
共同企画するチャリティーショーケースにはIPEアカデミーでのワークショップに参加した
子供達が出演しています。



Previous ProductionPrevious Production

Town Mice & Town Mice & 
Country MiceCountry Mice

Nagoya Players Junior premiered an 
original, custom-designed show to teach 
both English and acting skills, Town Mice 
& Country Mice. The story is based on 
Aesop’s famous fable and reminds us we 
don’t always need fancy or new things to 
be happy. We must remember to appreciate 
the wonderful people and things we already 
have in our lives. The cast featured children 
from ages 4 to 13. They spent over a year 
together learning the show and improving 
their performance. We are so very proud of 
them. It is a huge accomplishment to go on 
stage in front of strangers and give them 
a good show. And they did it in a second 
language too!

名古屋プレイヤーズJr.企画の子ども英語劇「街のネズミと田舎の
ネズミ」は英語と演技習得を目的に日本人向けに制作した
オリジナルスクリプトです。お話は有名なイソップ物語からの一話で

「豪華で新しい物が必ずしも人を幸福にするわけではないこと」
そして「今持っている物や周りにいる人に感謝すること」を
教えています。キャストは５歳から１３歳までの子供達で１年以上に渡り
演技を基本から学びました。母国語ではなく第２言語での
初舞台でハードルは高いはずでしたが、みなさん堂 と々演技が
でき素晴らしいステージだったと思います。



The next series of Act & Dance In 
English workshops will begin  May 
2022. Jeff Fritch will be returning 
as director and choreographer 
for another original kids musical! 

A Day in the Life of Boogy will take stage at Youth 
Square in December 2022.

We are making plans to design shows for two age 
groups: 1) Children 3~6 and 2) Children 6~12. 
Younger children will be guided through a simple and 
easy performance, while the older children will learn 
the English and performance skills needed to be in a 
musical.

Space in these workshops is limited. Please follow us 
on social media or via our newsletter for the latest 
announcements.

来年度のワークショップ「英語でAct & Dance 」は２０２２年5月より始まります。次回の
ワークショップは①幼児クラス３〜６歳と②小学生クラス６〜１２歳の２クラスを開催し、
幼児クラスはシンプルで簡単な英語と演技、小学生クラスはミュージカルに必要なある程度の英
語力と演技力が必要となります。

公演は２０２２年１２月青少年交流プラザユースクエアにて、再びJeff 
Fritch先生のオリジナル・ミュージカル「A Day in the Life of Boogie」を
予定しています。もちろん演技指導はJeff先生が担当します。

詳しくはソーシャルメディアやニュースレターで掲載されますので
ご確認ください。

Act in English 2022Act in English 2022

Nagoya　Players　Presents
Thornton Wilder’s 
Our Town•「わが町」
06月04日（土）05日（日）
千種文化小劇場

Our Town by Thornton Wilder is a Pulitzer 
Prize-winning play that has become one of 
America’s best known and most beloved 
shows.

ソーントン・ワイルダーの「わが町」
は、アメリカで1938年に
ピューリツァー賞を受賞し、最も
愛される演目の一つに挙げられる
作品です。


