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スタンプを 3つ集めて素敵な特典をもらっちゃおう！
特典１特典１

応募方法応募方法

特典２特典２
2022年３月 TAK合同公演
ご招待券プレゼント

　2022年 3月、神奈川県立青少年センターホールにて
行われます、TAK 合同公演の無料観劇チケットを、応募
者全員にプレゼントいたします！

　2022年度内に行われる神奈川県演劇連盟加盟劇団で使える TAK 加盟劇団観劇券、又はQUOカード
500円分かのどちらかを選んでご応募ください。（応募者が定数を超えた場合は抽選となります）

　演劇フェスティバル参加公演の会場に置いてあるスタンプを本チラシ中面のスタンプ欄に押し、3つ揃ったら写真に撮り、必要事項をご記入の上、下記のアドレスまで
メールでご応募ください。

必要事項　：　●お名前　●ご住所　●お電話番号　●①観劇券か②QUOカードのご希望を番号で

応募先 ： info@kenenren.org

①TAK加盟劇団観劇券2,000円分 (7 名様 )
②QUOカード500円分 (10名様 )
　どちらか選んでプレゼント！

スタンプラリースタンプラリー
キャ
ンペーン

フェスティバル会場一覧表フェスティバル会場一覧表フェスティバル会場一覧表

かながわアートホール 1階ホール

〒240-0017　横浜市保土ヶ谷区花見台4番2号(県立保土ヶ谷公園内）
TEL：045-341-7657　FAX：045-341-7617

JR横須賀線「保土ヶ谷駅」西口より市営バス　25系統

　【横浜駅西口】・【保土ヶ谷駅西口】行き

横浜駅西口より市営バス　25系統【保土ヶ谷駅西口】行き

相鉄線「星川駅」より市営バス、25系統【保土ヶ谷駅西口】行き

　→『明神台』バス停より徒歩3分

小田原三の丸ホール 大・小ホール

〒250-0012　小田原市本町1-7-50
TEL：0465-20-4152

「小田原駅東口」から徒歩12分

※専用の駐車場はありませんので、近隣の有料駐車場をご

　利用ください。

KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

〒231-0023　横浜市中区山下町281
TEL：045-633-6500（10:00～19:00）

「日本大通り駅」「元町・中華街駅」

横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」

JR根岸線「関内駅」、「石川町駅」

市営バス「芸術劇場・NHK前」よりアクセス

関内ホール 小ホール

〒231-8455 横浜市中区住吉町4-42-1
TEL:045-662-1221

JR根岸線「関内駅」下車　北口改札から徒歩約6分
横浜市営地下鉄「関内駅」下車　北口改札から徒歩10分
みなとみらい線「馬車道駅」下車　5番出口より200m

神奈川県演劇連盟 (TAK)
正式名称：｢神奈川県演劇連盟｣。略称：｢TAK｣（Theater Association of KANAGAWA）。1960 年結成。神奈川県内で活動する地域団体
および個人会員によって構成されています。

神奈川県演劇フェスティバル／ 8月～ 12月頃
青少年のための芝居塾／ 8月
神奈川県演劇連盟合同公演／ 2月
かながわ演劇博覧会／ 3月
TAK in KAAT（神奈川芸術劇場との提携公演）／ 4月～ 5月
演劇資料室（神奈川県立青少年センター内）の運営／通年
機関紙「ドラマかながわ」の発行／年 3回
橫濱世界演劇祭の企画運営（現在休止中）

主な活動
理事長　　：横田和弘（劇団河童座）

副理事長　：藤井康雄（京浜協同劇団 ）

　　　　　　緑慎一郎（演劇プロデュース『螺旋階段』）

事務局長　：佐藤典久（G/9-Project）

事務局次長：髙島明子（劇団河童座）

会計　　　：福本ぷう之介（プラスティックな月）

2021 年度役員

スペース京浜 

〒212-0052 川崎市幸区古市場２丁目

JR南武線
鹿島田駅から徒歩15分

横須賀市立青少年会館 3階ホール

〒238-0016　横須賀市深田台37
TEL：046-823-7630　FAX：046-823-7432

京急横須賀中央駅から徒歩5分

劇団横濱にゅうくりあ 劇団本部スタジオ

横浜市西区中央１－３０－１７　京急戸部駅から歩５分
TEL：045-321-1920　 事務局：090-3591-3996

京急戸部駅から徒歩5分

STOP!コロナ！　最大限の警戒で臨みます！

・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、公演は中止・延期
 になる場合がございます。
・予定通り実施される場合でも、最大限の感染予防対策を施し実
 施いたします。
・ご来場いただきますお客様にも、事前の検温や手指消毒などに
 ご協力をお願いいたします。



G/9-Project 会場：かながわアートホール

劇団こゆるぎ座 会場：小田原三の丸ホール 大ホール

theater 045 syindicate 会場：KAAT神奈川芸術劇場(大スタジオ)

theter 045 syndiacte

スタンプ欄

TAK in KAAT
theater 045 syndicate 第 3回劇場本公演

劇団横濱にゅうくりあ 会場：劇団本部アトリエ

劇団
横濱にゅうくりあ

スタンプ欄

にゅうくりあ実験公演

料金：前売り1,000円　当日 1,200円

時間は全て 14:00 ～ 15:30 ／ 17:00 ～ 18:30

問合せ：劇団本部　045-321-1920 ／事務局　090-3591-3996 mail) yy@apolo.jp

作・泉谷 渉／ジョニー　演出・泉谷 渉

モノローグの可能性 2021

　にゅうくりあは、複数の武器を持っている。通常公演のほかに映像
作品も数年ごとに発表する。もう一つがモノローグ。モノローグは、
役者の言葉を極限まで圧縮したものと言える。たった一人だけで台詞
を発して空間を埋める。究極の演劇スタイルだ。

12月4日（土）～5日（日）／11日（土）～12日（日）

料金：全席指定 /前売・当日ともに　5000 円　高校生以下 3800 円　※入場時学生証提示

問合せ：ticket.045syndicate@gmail.com　080-5940-0007( 制作直通 )

作・佃典彦　演出・中山朋文

ヨコハマ・ヤタロウ
～望郷篇～

9月 30日 ( 木 )19:00 ／ 10月 1日 ( 金 ) 19:00

小田原市民ホール開館記念（市民優待企画）事業参加

劇団こゆるぎ座創立 75周年記念（第 68回）公演

料金：前売り券・当日券とも 1,500 円

問合せ：090-2520-5716（奥津真理子）

作・後藤翔如　演出・楠田正宏

相州名物 小田原提灯縁起

　童謡「お猿の駕籠屋」で全国展開しています小田原提灯。その誕生
秘話を、小田原宿須藤町（現銀座通り）の提灯屋 丸甚を舞台に、おも
しろおかしく展開していきます。

　2018 年 1 月、横浜の古びた雑居ビルで上演され、翌 19 年には下北
沢にてリニューアル上演。大好評を得た痛快作が、『望郷篇』で帰って
くる。佃典彦書き下ろし、啖呵と銃弾の飛び交う “世紀末人情活劇”
ヨコハマ・ヤタロウ、地元凱旋！

10月16日 ( 土 )13:00/18:00　17日 ( 日 )13:00

G/9-Project 公演 2021【秋】

料金：一般 2,000円　大学生・専門学生 1,000円　高校生以下　無料

問合せ：劇団事務所 090-4412-8614　E-Mail : info@g9-project.com

作／演出　仲尾玲二

リアル ～真夜中の遊園地～

　夢見るトキメキもなしに生きていけるほど人は強くない。夢に頼ら
なければ生きていけないほど人は弱くはない…！？虚構と現実が入り
混じるヘンテコな世界の真ん中を一平は力いっぱい駆け抜けて行く。

10月23日 ( 土 )19:00

演劇プロデュース『螺旋階段』会場：小田原三の丸ホール 小ホール

劇団蒼い群 会場：横須賀市立青少年会館３Fホール

第 30回記念公演

作／演出　緑慎一郎

小田原みなとものがたり
～かまぼこ美味しい編～

劇団蒼い群　第 65回公演

去年、次郎さんが熱望（？）してた

チェ－ホフ　やっちゃう ?!

　舞台は小田原。港のそばで暮らす漁師の父と娘。漁業組合の元事務所を追い出さ
れて「徹」の営業する居酒屋に居候として生活する智則といかり。智則はいかりの
為に必死に働くのだが上手くいかない。そんな折、商店街の組合長からどうにかし
てシャッターがいっぱい降りている商店街を盛り上げたいと話が来る。いかりは智
則を奮起させるため、様々な案を出して奮闘する。いかりの想いを受けとめた漁師
たちは腕をまくって立ち上がるのだった。人はだれかと一緒に生きている。そのだ
れかを笑顔に出来れば世界は笑顔に見えてくる。

料金：一般 1000円（前売・当日共）　中、高校生 500円　小学生以下無料

問合せ：Tel.046-827-3136（河﨑）046-843-3111（小川）

　昨年の「公園ものがたり /第 1話 /言い訳」で、次郎さんの熱意（？）
に圧され、「来年はチェ－ホフを」と勝手に約束してしまった伊吾田さ
ん。そのため、この一年、振り回されたアオムレは…。しかし、そこ
はしたたかで老獪な、あのメンバ－。どうやら「なんだかんだと、そ
の線で進んでいるらしい」果たして、どうなんでしょう一？

11月 13日 (土 ) 16:00　　14日 (日 ) 14:00

料金：前売　2,500 円　当日 3.000 円　高校生以下 1,000 円／映像配信視聴料　2,000 円

問合せ：TEL：090-2908-1920　MAIL：info@rasen-k.com  公式ウェブサイト :rsen-k.com

11月 12日 (金 )18:30　13日 (土 )13:00/18:00　14日 (日 )13:00

京浜協同劇団 会場：スペース京浜

京浜協同劇団第９５回公演

作　濯ぎ川＝飯沢匡／高瀬舟＝森鷗外
演出　護柔一

濯ぎ川・高瀬舟（２本立）

　珠玉の名作、二本立て公演。　
●濯ぎ川＝嫁と姑にこき使われる婿養子の男が「用事を忘れぬよう、紙
に書き付けてくれ」と、ほんの、ほんの　ささやかな反抗を試みるが・・・・・
●高瀬舟＝明治の文豪、森鷗外の短編。「貧困」と「安楽死」を考えさ
せてくれる感動作。（中学の教科書に掲載された名作を舞台化）

料金：大人 2,500 円～ 3,000 円開演時間：11:00/15:00

問合せ：〒212-0052　川崎市幸区古市場２－１０９　
　  電話：044-511-4951　メール：keihinkyoudougekidan＠nifty.com

11月 20日 (土 ) 21日 (日 ) 23日 (火 ) 27日 (土 ) 28日 (日 ) 

劇団かに座 会場：関内ホール・小ホール

劇団河童座 会場：横須賀市立青少年会館３Fホール

　町の便利屋にエドモンが潜んでいるという情報のもと人口管理局が
動く。潜入し捜査を開始するが次第に打ち解けてゆく仲間。試練とや
がて訪れる切ない別れ…。笑いとちょっぴり涙のサスペンスコメディ。

料金：一般：前売 1,500 円／当日 2,000 円

高校生以下：前売 1,000 円／当日 1,300 円　高校生以下団体：(5 名以上 )1 枚 800 円

問合せ：E-mail：gekidankaniza@gmail.com　HP：http://kaniza.html.xdomain.jp
　　　　TEL　090-2427-0665（馬場）

作・福田卓郎　演出・馬場秀彦

オイル 089

劇団かに座第 121 回公演

劇団河童座第２３６回公演

作／演出　横田和弘

「日本発難民船物語　～令和版～」

　コロナウイルスから逃れ、様々な事情から逃れ、9 人の妙な連中が奇
想天外な方法で日本を逃げ出した。　コロナ禍の中、久しぶりに河童座
閉じ込め喜劇路線！　馬鹿馬鹿しいお話です。笑いに来てください！

料金：一般前売 2,000 円 ( 当日 2,500 円 )　高校生以下前売 1,000 円 ( 当日 1,500 円 )

問合せ：　046-823-7443　（劇団河童座事務所）

12月 4日 (土 ) 13:30/18:00　　5日 (日 ) 13:30

12月 3日 ( 金 ) 19:00　4日 ( 土 ) 14:00　5日 ( 日 ) 14:00

令和2年度
神奈川県演劇
フェスティバル

TAK FESTIVAL 2021

令和3年度
神奈川県演劇
フェスティバル

　16日（土）～17日（日）　　　劇団こゆるぎ座
　23日（土）　　　　　　　　G/9-Project

　30日（日）~10月3日（日）　　theater 045 syndicate 

TAK FESTIVAL 2021スケジュール

神奈川県演劇連盟

Theater Association
of

KANAGAWA

Theater Association
of

KANAGAWA

http://kenenren.org/

9月

10月

　12日(金)～14日(日)　  　　演劇プロデュース『螺旋階段』
　13日(土)～14日(日)　　  　劇団蒼い群
　20日(土)～21日(日)　　　  京浜協同劇団
　23日(火）　　　　　　　　京浜協同劇団
　27日(土)～28日(日)　　　  京浜協同劇団

11月

　3日（金）～5日（日）　　　　劇団かに座
　4日（土）～5日（日）　　　　劇団河童座
　4日（土）～5日（日）　　　　劇団横濱にゅうくりあ
　11日（土）～12日（日）　　    劇団横濱にゅうくりあ

12月

『演劇が日常となる神奈川を』をスローガンに掲げ、神奈川県内で活動する
神奈川県演劇連盟が例年行う演劇の祭典！

感染拡大防止に充分注意しつつ本年も賑やかに開催！

主催：神奈川県演劇連盟
神奈川県文化芸術団体事業助成事業
後援：公益財団法人神奈川芸術文化財団

10月 2日 ( 土 ) 14:00 ／ 18:00　3日 ( 日 ) 14:00　　


