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静岡県西部高等学校演劇協議会

「高校演劇選抜公演」
2018年1月6日(土)14:30／7日(日)13:00
　　　　　　　　※公演時間は予定です ※開場は開演15分前
高校演劇…城北ノ地二終結ス…
演劇部が集結するお得な２日間。高校生と侮るなかれ！
詳細は11月以降、各劇団公演の“はさみ込みチラシ”にて…

　　会　場／浜松市勤労会館Ｕホール
　　料　金／入場無料

演劇ユニットFOX WORKS

「決戦！中田島」
10月29日（日）13:00／17:00
昭和27年。中田島付近の村に流れ着いた詐欺師と、
住民が巻き起こす一世一代の騙しあい！
懐かしくも新鮮なエンターテイメントがここに！

　　作演出／狐野トシノリ
　　会　場／クリエート浜松２Fホール
　　料　金／（前売）一般1,500円／高校生以下500円
　　　　　　（当日）一般1,700円／高校生以下700円
　　問合せ／ infofoxworks@gmail.com
　  （チケット)

MUNA-POCKET COFFEEHOUSE

「熊人 KUMABITO」
11月12日（日）11:30／14:00／16:30
どこからどう見ても人に見える熊。
人は「熊人」と呼ぶ。

５５歳以上のメンバーによる劇団です。最高齢は傘寿を超えました！
NPO法人シニア劇団浪漫座

「浪漫座版 直虎伝説」
11月19日（日）14:00
あの浪漫座が直虎伝説にトライ！
直虎の世界を浪漫座が芝居と踊りと歌でお届けします。

　　作演出／松尾交子
　　会　場／浜松市勤労会館Uホール
　　料　金／（前売）一般1,000円／高校生以下500円
　　　　　　（当日）一般1,500円／高校生以下1,000円
　　問合せ／ roman@pafu.eco.to
　  （チケット)

幅広い年代層で数多く人間ドラマを上演。
劇団からっかぜ

「蠅取り紙」
11月25日（土）18:30
私、幽霊じゃなくなってきます
ハワイにいるはずの母が翌朝我が家にいる？！
混乱する５人の兄妹たち･･･

　　　作　／飯島　早苗・鈴木　裕美
　　演　出／平井　新
　　会　場／浜松市福祉交流センター
　　料　金／（前売）一般1,000円／高校生以下500円
　　　　　　（当日）一般1,200円／高校生以下700円
　　問合せ／ kaze@karakkaze.jp
　  （チケット)

のんびりオシャレに活躍中。
雪解カンガルー

「座る」
12月3日（日）13:30／17:30
私は椅子に、座れない
男性キャスト初登場！一味違った雪解ワールドがあなたを包む。

　　作演出／櫻井ちさと
　　会　場／クリエート浜松２Fホール
　　料　金／(前売）一般1,500円　大学生以下500円
　　　　　　(当日) 一般1,700円　大学生以下700円
　　問合せ／ yukidoke57@gmail.com
　  （チケット)

[協賛公演] 演劇集団浜松キッド

「テッペン」
10月7日（土）16:00／18:00
漫画家、筆野 創作(ふでの そうさく)
週刊少年誌で連載中の漫画原稿を仕上げ、
約束した場所に向かう準備を始めるのだが…

　　作演出／石牧 孟
　　会　場／鴨江アートセンター 101
　　料　金／(前売）一般800円　大学生以下300円
　　　　　　(当日) 一般1,000円　大学生以下500円
　　問合せ／ hamamatsu.kid@gmail.com
　  （チケット)

[協賛公演] 絡繰機械’s 第23回公演

コンクリートシアターvol.2
11月12(日) 18日(土) 19日(日)
各14:00／19:00
いつもは、駐車場。本日は、劇場。街と舞台を近づける短編二本立て公演。

　　会　場／万年橋パークビル8F
　　料　金／(前売）一般1,200円～　学生600円～
　　　　　　（当日）各300円up
　　　　　　チケット種別複数有り。詳しくは劇団公式サイトにて。
　　　　　　http://www.karakurimachines.com/」

2017年10月8日(日) - 2018年1月14日(日)

「浜松でこんなに演劇を見れるだなんて、今まで知らなかった」 
佐藤花子さん

「もうひとつだけなら見る」  「10年ぶりに涙した」  鈴木太郎さん
山田ひろしさん

観るだけでなく、演劇の楽しみ方色々。

劇作ワークショップの優秀作品をテキスト台本として、地
元演出家数名と共に1日で舞台作品に仕上げ、発表し
ます。

　　会　場／浜松開誠館高校アリーナ
　　講　師／地元演出家数名
　　参加費／1,000円 高校生以下500円
　　持ち物／動きやすい服装、室内履き用運動靴
　　申し込み方法：11月10日（金）受付開始
　　※浜松市文化振興財団まで住所、氏名、年齢、　
　　連絡先（電話番号・メールアドレス）をＥ-mail
　　またはFAXでお申し込み下さい。　　　　

12月17日（日）10：00～19：00
演技ワークショップ 

オープニングイベント
ゲキトツがもっと楽しみに ! 公演予告や展示ブースな
ど盛りだくさん。

会　場／クリエート浜松1 Fふれあい広場
入場料／無料

※13:00開場
10月8日（日）14:00～16:00

ファイナルイベント
栄冠は誰の手に !?最優秀賞、最優秀男優・女優賞他
各賞が発表される! 

会　場／クリエート浜松1 Fふれあい広場
入場料／無料

※13:00開場
1月14日（日）13:30～16:00

１日でいろんな演劇つまみ食い！

はままつ演劇オムニバス
11月26日(日)14:00
今年のオムニバスは学生中心。若々しい新鮮な作品
を披露します。

　　参加団体／座☆がくらく
　　　　　　　劇団Ｔips
　　　　　　　sfidante
　　　　　　　Ｋinomi  Produce
　　会　場／浜北文化センター小ホール
　　料　金／(前売）一般1,000円　学生500円　
　　　　　　(当日）一般1,300円　学生800円
　　　　　　※全席自由。未就学児無料。
　　問合せ／ kinomama_land21@softbank.ne.jp
　  （チケット)

公演チケットはフェスティバル参加各劇団で販売中。
一部公演はアクトシティチケットセンターで販売中。

※記載がない公演は、上演時間の30分前開場となります。

演劇を体感した後の自分に、
ちょっとだけ期待。

演劇を見る
演劇公演／人形劇公演／演劇オムニバス

演劇を体感する
公演稽古見学／劇評ワークショップ／
劇作ワークショップ／演技ワークショップ
人形劇ワークショップ

※ 詳しくは中面をご覧下さい。

一昨年公演 はままつ演劇オムニバス

地元演出家による演技ワークショップ

フェスティバル参加各劇団 アクトシティチケットセンター

　　　　　　　 (http: //www.hcf.or. j p)　アクトシティ浜松友の会
チケット

演劇をもっと深く楽しめる、こんな市民参加型企画があります！
劇評賞作品募集 稽古風景・舞台写真展示 MI P 賞 浜松演劇ファン投票

公演チケット前売り券

人形劇公演
（8/22上演分）

Point1

Point2

あなたも演劇フェスティバルに
参加してみませんか？ 劇評賞対象公演を
観劇して劇評賞を狙いましょう！
フェスティバル参加の劇評賞対象公演をご覧いただき、ご自身
が感じた劇に対する批評を120 0字以内で、A4用紙１枚にまと
めてご応募ください。ご応募いただいた中でもっとも優秀な作
品には、ファイナルイベントにおいて表彰がございます。
※劇評賞対象公演は、お問い合わせください。

地元の写真家がフェスティバルを激写 !
公演会場やイベントで各劇団の
稽古風景・舞台写真を展示
見られなかった公演がどんなものだったか知りたい ! という声にお
応えして、浜松写真連絡協議会の協力のもと、 稽古段階から写
真撮影を行っております。撮りためた写真は公演会場や関連イ
ベントで展示予定 ! 普段は見られない稽古風景、公演の思い出
のシーンなど、たっぷりお見せいたします！

あなたの印象に残った役者を教えてください。
観客が作る遊びの賞、MI P賞の 投票に
参加しませんか !!
フェスティバルの各演劇公演を観劇のお客様に、もっとも印
象に残った役者に投票をしていただきます。最も票を集めた
役者を「MIP（モスト・インプレッシブ・プレーヤー）賞」
として、フェスティバルファイナルイベントにて発表、表彰し
ます。

先行予約：7月 3日（日）より
一般販売：7月10日（日）より

8月20日（日）10：00～19：00
　   27日（日）10：00～19：00

劇作ワークショップ 

2日で短編戯曲を書き上げる実践セミナーです。

　　会　場／浜松開誠館高校
　　参加費／1000円 高校生以下500円
　　持ち物／筆記用具
　　講　師／鹿目由紀（劇団あおきりみかん）
　　  [講師プロフィール ]　
　　　劇団あおきりみかん主宰、劇作家、演出家、俳優。名古屋市
　　　在住。短編芝居コンクール「劇王」で４年連続優勝。劇作家
　　　協会新人戯曲賞、愛知県文化選奨、等受賞多数。
　

申し込み終了

参加者に劇評を書く、楽しさ、醍醐味を知ってもらい、
さらに劇評を書いていく糧にしていただきます。

　　会　場／鴨江アートセンター
　　参加費／1000円 高校生以下500円
　　持ち物／筆記用具
　　講　師／高田和文（静岡文化芸術大学理事)
　　  [講師プロフィール ]　
　　　静岡文化芸術大学理事。元ローマ日本文化会館館長。
　　　東京大学講師、ＮＨＫテレビイタリア語会話講師など歴任。
　　　著書・訳書・翻訳多数。優れた翻訳劇に贈られる湯浅芳子
　　　賞受賞。イタリア共和国「カヴァリエーレ・イタリア連帯の星」
　　　勲章を受章。

9月16日（土）14：00～17：00
劇評ワークショップ 

申し込み終了

　　作演出／永井宏明
　　会　場／クリエート浜松２Fホール
　　料　金／（前売）一般1,500円／高校生以下500円
　　　　　　（当日）一般2,000円／高校生以下700円
　　問合せ／ i@679.jp 
　  （チケット)


