
1 SHOSAKU事務所

活力はその場にいる人たちが楽しむことでうま

れます。

小さな楽しみの積み重ねが生き生きとした生

活につながります。

SHOSAKU事務所は、楽しく過ごせる空間づく

りを行っております。

あなたと何かしらの御縁を持てたら幸いです。

はじめに

代表 花房尚作
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SHOSAKU事務所ぷろふぃーる

～拝啓 愛と笑いを全世界に！～
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目次

はじめに

１ ＳＨＯＳＡＫＵ事務所とは

２ ぷろでゅーす＆でれくたー

３ 執筆

４ 文化人類学研究

５ 講演・セミナー

６ ファイナンシャルプランニング

７ 不動産管理・コンサルタント

おわりに
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ＳＨＯＳＡＫＵ事務所とは
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ぷろふぃーる

SHOSAKU事務所 （ショウサクジムショ）

花房尚作 （ハナフサショウサク）

まちづくり・いえづくり・ひとづくり

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-6-7ミハルビル2階

〒899-8102 鹿児島県曽於市大隅町岩川6691-1

E-mail：info@sho39.com

名称

代表者

業務内容

東京事務所

鹿児島事務所

連絡先
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代表ぷろふぃーる

【略歴】

1970年生まれ。SHOSAKU事務所代表。演出家、人類思想家、１級

FP技能士 、宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士。

放送大学大学院文化科学研究科修士課程修了、人類学修士。

米国（ボストン）での２年間の就労を経て、海外４０カ国・１８０都市を

周遊。専門は、田舎（過疎地域）の研究と、価値観の多様性の研究。

その他にも、山崎銀之丞に師事し、劇団主宰など多彩な活動分野

を持つ。いろいろやっていてまとまりがないのが売り。

著書に『田舎はいやらしい（2022年光文社新書）』『価値観の多様性

はなぜ認められないのか(2019年日本橋出版)』がある。
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事務所の目的

日本各地及び海外各都市において、文化・芸術・学術を活かし

た総合的な人材づくりや、まちづくりを行う。とりわけ創造性溢れ

る次世代の育成や、豊かな老後をおくるための高齢者福祉を推

進し、地域文化の研究及び国際交流の活性化につとめ、公益の

増進に寄与することを目的とする。

交流人材学術芸術文化
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事務所の特徴

その特徴は、幅広い分野に精通し、大局的な視点で物事を捉え

ることです。物事の視野が広がることで、生き生きとした行動様式

が手に入ります。多様な考え方を持つことで寛容になり、今を生き

る楽しさが手に入ります。その効果は、あえて伝えるようなもので

はないかもしれません。



9 SHOSAKU事務所

事業の概略

文化

プロデュース

演出・執筆

国際

文化交流 人材交流

海外１８０都市視察

学問

資格取得 セミナー講演

文化人類学研究

社会

人材づくり まちづくり

不動産業務 ＦＰ業務
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宅地建物取引士（鹿児島：第010484号 国土交通省）

管理業務主任者（第14066576号 国土交通省）

マンション管理士（第0014060044号 国土交通省）

登録事項

宅地建物の専門家

１級ファイナンシャルプランニング技能士

（第F11321006459号 厚生労働省）

ＣＦＰ® （J-90277982 日本ＦＰ協会）

区分所有法の専門家

FPの専門家
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① 講演セミナー

② 文化人類学研究

③ 執筆活動

④ イベント主宰（プロデュース）

⑤ 演出業（デレクター）

⑥ 地域劇団の創設

⑦ 書類作成支援

⑧ FP業・不動産業

⑨ 地域活性化支援

まちづくり・いえづくり・ひとづくり
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これまでの沿線

2000年 舞台プロデュース団体として発足

株式会社ＳＨＯ－ＳＡＫＵ事務所（企画制作）

東京都新宿区にて定期公演を行う

2006年 東京都世田谷区に移転

2010年 鹿児島県に事務所設立

名称をＳＨＯＳＡＫＵ事務所に変更

ホームページを sho39.com に移行

2014年 東京都千代田区に東京事務所設立
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２ ぷろでゅーす＆でれくたー
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キャッチフレーズ

愛と笑いを全世界に！
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目的

不条理という名の布地に愛と笑いの糸を織り込み

わたしたちにしかできない表現を誰にでも分かるかたちで伝える

そして言葉にできない表現を言葉とは違うかたちで伝える

演劇制作は最も得意とするところです
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技よし 腕よし 凄みよし

脳に花咲くＳＨＯＳＡＫＵ狂演

演劇公演

お客様の声

「これまで観た芝居の中で最も面白かった」

「緻密に計算されたストーリーに喜劇と悲劇を織り込み、物凄い舞台だった」

「社会の疑問、不条理に対して最大限のリアリティーをもって表現していた」
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演劇公演

演劇祭にて作品提供及び招待出品

その他、依頼公演多数

毎月じゃんと銘打ち、新宿区にて定期公演
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表現づくり

ちょっと危険な香りがする表現をつくるのが得意です！

ちょっと枠からはみだした表現をつくるのが得意です！

そうしたものとアカデミックなものを融合させるのが得意です！

劇作代表作 「運び屋」 「七人の無刀流」 「絶対天才！」 等々

お客様が描いてくれた「戯曲・絶対天才！」 のイメージキャラクター
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地域の人びとが地域文化のつくり手となり、生き生きとした人生

を送るための手段として、子どもから高齢者までを対象とした地域

劇団の創設を支援する。

www.sho39.com にて

企画書を確認できます！

文化のつくり手になる➡発想力や主体性がうまれる！

新しいことに挑戦し、新しいことを生みだす原動力となる！

地域劇団の創設支援

http://www.sho39.com/
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地域劇団の創設支援

声を出して感情の解放

体をリラックスさせてストレス発散
心も体も元気

台詞を覚える

演技を考える
脳の活性化

他人の視線を浴びる

健康促進など、予防医学として大きな効果

代謝促進・老化防止
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２０１４年度 演出の批評文地域劇団創設プレリリース

プレリリース＆批評
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３ 執筆
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キャッチフレーズ

エモさがモットー！
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論文

論よし 文よし 凄みよし

脳に花咲くＳＨＯＳＡＫＵ狂論

あぶなくて、きけんな香りがしますね
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2022年出版書籍

十二年の歳月を費やした過疎地域研究の書籍

光文社新書より刊行！

「地域活性化は正しい」――これは都会に

住む者の勝手な思い込みではないか？

過疎地域に12年住んだ著者が、現地での

調査やインタビューをもとに過疎地域の〝

本音と建前〟を鋭く描き出した意欲作です。



26 SHOSAKU事務所

2019年出版書籍

価値観の多様性はなぜ認められないのか? 

そもそも価値観の多様性とは何なのか? 

価値観とは? 多様性とは? 

何を認め、何を認めないのか。

外国人観光客や外国人労働者が増え続け

ている日本にあって、今一度、価値観の多

様性について考えてみては如何でしょう。

海外での学びを記した多様性の書籍

日本橋出版より刊行！
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２０１９年度寄稿文
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戯曲 シナリオ 随筆
小説 論文 詞 等々

愛よし 笑よし 凄みよし

心に花咲くＳＨＯＳＡＫＵ文景

物語

制作会社及び協力企業を募集中！

アニメーション化に最適！
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４ 文化人類学研究



30 SHOSAKU事務所

文化人類学とは？

文化を通して人とは何かを考える

これまでの人びとを考察し

これからの人びとを見据える

今の私たちはどのように生きているのかを問う

その結果として
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文化的なもの

社会的なもの

自然

身体

ゆるいつながり

① 現地の文化と社会の構造を知る
習慣・規則性等々

② 実生活の肌感覚を捉える
ありふれた事例・ 方法論

③ 人びとの心の中にあるものを理解する。
善意・敵意・つながり・言葉
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① 価値多様性の研究

② 過疎地域の研究

主な研究内容

研究手法：たった一人で地域社会に長期間参加し、

次第に見えてくる人びとのモノの捉え方を考察する。

国家の支援を得ず、すべて自費で行っております。
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海外４０ヵ国 １８０都市を周遊
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文化施設の再生支援や、地域文化の新たな創設などの業務は

お任せください。

他の地域とは違う、面白味のある企画を実施し、地域の人びと

が楽しめる、豊かな空間を提供いたします。

文化施設の再生支援
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５ 講演・セミナー
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① 住宅セミナー

～ゼロから始める家づくり～

② 文章セミナー

～迷わなくなる文章の書き方～

③ 演劇セミナー

～誰でもできる演劇のつくり方～

セミナー内容
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① 講演 価値観の多様性はなぜ認められないのか

～ダイバシティ―時代の文化人類学～

② 講演 過疎地域から考える日本の未来

～過疎地域の活性化は本当に必要なのか～

③ 講演 衰退する過疎地域の処方箋

～自分で引き受けて考える社会の実現～

講演内容
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知る ➡ わかる ➡考える ➡ 発見

今の自分から 新しい自分へ

セミナー・講演の目的

多様性ある選択肢の獲得

詳しくはSho39.com にある企画書をご覧ください！
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６ ファイナンシャルプランニング
（ＦＰ）

１級ファイナンシャルプランニング技能士

（第F11321006459号 厚生労働省）

ＣＦＰ® （J-90277982 日本ＦＰ協会）
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きゃっちふれーず

一緒に考えていきましょう

Happy Around!

はっぴーあらうんど！

住宅
ローン

老後
資金

相続保険
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１級ＦＰ技能士として……

豊かな生活とは何か、その方向性を大局的な視点からご提案！

多様性のある決断を導く！
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ライフプランにそって方向性を示す

楽しく

元気

のんびり

豊かに
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営業の場合

「この商品と、この商品と、この商品」

ＦＰの場合

「この方向と、この方向と、この方向」

安心
リスク

物心

営業とFPの違い
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主なＦＰ業務

１）家づくり支援

２）低所得者支援

３）単身者支援

４）地域活性化支援

５）書類作成支援

たとえば……

ローンシュミレーション 住宅ローン比較

つなぎ融資試算 資金計画書作成

ライフプランニング 住宅ローン控除試算

固定資産税試算 都市計画税試算

土地探し 売買契約書作成 等々
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たとえば……

社内資料、社外資料、イベント企画書、イベント報告書、

売買契約書、指図書、定款、賃金台帳、給与明細書、

見積書、請求書、行政への提出書類

プレゼン資料、外部会議資料、等々

なんでもござれ！

書類作成
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７ 不動産関連

宅地建物取引士（鹿児島：第010484号 国土交通省）

管理業務主任者（第14066576号 国土交通省）

マンション管理士（第0014060044号 国土交通省）
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土地探しは大変です

土地の活用も大変です

大変なことは一緒にやりましょう

一緒に土地を探しましょう

一緒に土地を活用しましょう

土地建物セミナー・売買の仲介・売買契約書の作成・

重要事故説明書の作成及び説明・等々

土地さがし 土地活用
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管理組合の運営 理事会支援

会計業務 建物（設備）管理

コミュニティ形成 等など

建物さがし 建物活用
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いろいろとやっていてまとまりがないのが売りです！

おわりに

倫理規則

誠実性の順守 客観性の順守

公平性の遵守 個人情報の秘密保持

継続的な学習 等々
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連絡先

mail：info@sho39.com
web：www.sho39.com
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新しいこと

楽しいこと

やりましょう

SHOSAKU事務所
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