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神奈川県立青少年センター
紅葉坂ホール＆スタジオHIKARI

2022 年 3月 12 日 ( 土 ) ／ 13 日 ( 日 )

主催：神奈川県演劇連盟 (TAK)　共催：神奈川県立青少年センター

2021年度
ＴＡＫ
合同公演

第19回
かながわ
演劇博覧会

今年は合同公演と演劇博覧会を同時開催！

12日 (土 ) ／ 13日 ( 日 )

会場：スタジオHIKARI会場：紅葉坂ホール

12 日 ( 土 ) 出演団体

劇団北口改札

MMTパントマイム

劇団「無題」

金沢総合高校演劇部 18期

13 日 ( 日 ) 出演団体

劇団コピュラ

ヤニィーズ

劇団年輪

〇劇団砂からマカロン
　『サプライズ！！！』
　作　　夜叉達久
　演出　本庄未怜

〇劇団横濱にゅうくりあ
　映像ドキュメント
　『ＹＯＫＯＨＡＭＡというステージを追いかけてきた‼』
　作・演出　泉谷渉
　監督　　　樋口伊喜夫

〇G/9-Project プロデュース
　『西遊記 2022』
　作　　福本ぷぅ之介
　　　　　　　　（プラスティックな月）

　演出　仲尾玲二

■入場料（2日間フリーパス）
　一般　　　3,000円
　60歳以上  2,000円
　18歳以下  1,000円
※全ての演目をご覧頂けます

【加盟団体】京浜協同劇団／劇団かに座／横浜小劇場（横浜演劇研究所附属）／劇団横濱にゅうくりあ／まりこ☆みゅーじあむ／MPinK( ミュージカルプロジェクト in 神奈川 )
虹の素／劇団河童座／劇団蒼い群／劇団こゆるぎ座／演劇プロデュース『螺旋階段』／劇団「無題」／プラスティックな月／マシュマロ･ウェーブ／劇団 820 製作所／ G/9-Project
劇団砂からマカロン／ theater 045 syndicate　【個人会員】井上学／鈴木邦男／川西玉枝／濱田重行／河住靖一／須藤旭／野比隆彦／岡村俊輔

神奈川県演劇連盟（Theater Association of KANAGAWA）　

■入場料無料！

※要予約

ご来場の前に！（新型コロナウィルス感染拡大防止対策）

・ご来場前にご自宅での検温をお願いします。37.5 度以上の発熱がある方又は平熱に比べて高い発熱がある方。
・過去 2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方。
・咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、目の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐等による体調不良の方。
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方。

以下の項目に一つでも当てはまった場合にはご入場をお断りする場合がございます。
大変申し訳ありませんが、ご来場をお控えください。

http://www.kenenren.org/ 080-5659-2757



2021 年度神奈川県演劇連盟合同公演

【フリーパス料金】【Staff】

※全団体の公演を両日ともご観劇頂けます。　

■Web からチケットのご予約・購入が可能です。

（全席自由席）

一般   3 , 0 0 0 円
60 歳以上　  2 , 0 0 0 円
18 歳以下　  1 , 0 0 0 円

舞台監督：にしわきまさと

照明：神戸保

音響：市川潤一

制作：神奈川県演劇連盟合同公演部会

2021 年度神奈川県演劇連盟合同公演
今年度は３つのプログラムを連続上演する形式です♪

フリーパス一枚で二日間の全プログラムをご観劇頂けます！

第 19 回かながわ演劇博覧会第 19回かながわ演劇博覧会

【チケット販売・ご予約】

劇団横濱にゅうくりあ 作・演出：泉谷 渉

監督：樋口 伊喜夫

映像ドキュメント
「ＹＯＫＯＨＡＭＡというステージを追いかけてきた‼」

【劇団紹介】

　当劇団は、１９８４年９月に設立され、３８年目を迎えます。「ヨコハマ・

オリジナル・シアター」を基本コンセプトに、ヨコハマをテーマ・イメージ・

舞台とした芝居を６５本、映像を５本製作し世に送り出してきたのです。

【作品紹介】

　「横浜の空の下」という映像作品を製作するにあたって、これからの作品

つくりを目指すべく作られたドキュメント映画を初めて一般公開。「横浜に

おける演劇の今日性」「横浜に暮らす人たちのドラマツルギー」がテーマ。

G/9-Project プロデュース
作　：福本 ぷぅ乃介

プラスティックな月

演出：仲尾 玲二西遊記2022
【劇団紹介】

　G/9-Project が発起人となり、合同公演のために神奈川県演劇連盟所属劇団から

有志が集まった混成チームです。参加者には、プラスティックな月・まりこ☆みゅー

じあむ・劇団かに座などから素敵な面々が、また昨年度開催した芝居塾の塾生からも

参加頂いております！

【作品紹介】

　みなさんご存じ西遊記の登場人物たちが、日本古来の落語の物語に登場！いくつも

の世界観が入り混じった摩訶不思議な世界観でお届けいたします。果たして孫悟空た

ちは天竺を目指すのか！？そもそも悟空はいるのか！？

劇団砂からマカロン サプライズ！！！ 作　：夜叉 達久

演出：本庄 未怜

【劇団紹介】

　2018 年に旗揚げした、横浜を中心に活動する若手の劇団。自らを同人サークルと称し

ており、好きなことに全力を尽くしてオタクに刺さる作品を生み出す若い世代にももっと

小劇場に興味を持ってもらいたい！その一心でライトな舞台作りに励んでいる。

【作品紹介】

　オープン初日を迎えるとあるカフェ。だが、スタッフの一人である前嶋が事故に遭った

と久川に連絡が入る。「久川さん、このことは他の皆には内緒にしておこう」はたして久川

は友達と仕事どちらを選ぶのか！無事スタッフ全員でオープンすることは出来るのか！？

これは、絆を信じる物語。

【劇団紹介】

　役者 : 市原一平と音響 : 鷹取

こうへいがだいたい 10 年くら

い前に立ち上げたユニット。市

原、鷹取、鈴果の 3 人組。

劇団北口改札 残心 作・演出　仲尾玲二

　大勢の警官、野次馬たちが固唾を飲んで見守る中、男は女を人質に

立てこもっていた。男の要求は内閣総理大臣との直接対談。刻一刻と

タイムリミットが迫る中、女は一人、男の説得を続ける。噛み合わな

い会話。男の真の目的を知ったとき女は…。

【劇団紹介】

　2016 年 10 月に横浜で結成

した、こんのかつゆきの創作プ

ロジェクト。演劇を作ったり、

映像を作ったりします。

劇団コピュラ 悪霊 作・演出　こんのかつゆき

　昭和 97 年。東都拘置所に勤める教誨師の元に悪霊を祓って欲しい

と昔の女がやってくる。出演に野比隆彦 (studio salt)、三木香、紫畑

ヒロを迎え、超自然現象律動会話劇を創作します。

【劇団紹介】

　鎌倉市を拠点としたパントマイム

の劇団です。毎年定期的に公演やス

タジオ公演を行なっています。色即

是空はフランス、イギリス公演で行っ

た演目です。

【作品紹介】

パントマイムと殺陣の融合

出演）　やまさわたけみつ

金井正晴、青木祐二、みさ、秋山敏佑樹

川村裕子、木下有、袴田幸美

MMT パントマイム 色即是空 作：徳富敦
演出：やまさわたけみつ

作：大輔
演出：宮田 信宏

【劇団紹介】

　2001 年劇団東京乾電池在籍

中に同期メンバーにて結成。

「切ない喜劇と少し笑える悲劇」

をテーマにした物語で上演を続

ける。

ヤニィーズ オイテイク。作・演出　木村 卓矢

【作品紹介】

　活動再開にあたり、活動拠点を地元・神奈川に移して初の公演となり

ます。「共に生きる」をテーマに、障がいのある息子と一緒に暮らして

いる老夫婦の物語です。体のあちこちが利かなくなり、痴呆も始まり、

それでも一緒にいたいから…

【劇団紹介】

　『楽しく・ゆかいに・一生懸命』

をモットーに湘南台、横浜付近

で活動しています。公演の他に、

YouTube に映像作品なども公

開中！

劇団「無題」 椀田家は超能力者である！
作：穂村一彦

【作品紹介】

　今日は彼女のご両親へ初めてのご挨拶。しかし直前に彼女から衝撃

の事実が！「うちの家系は代々超能力者で、結婚相手も超能力者って

決められてるの！」結婚の許可をとるために超能力者のふりをするし

かない！？ドタバタファミリーコメディ！

【劇団紹介】

　横浜戸塚を拠点に活動する劇

団年輪です。創立 47 年になる

劇団ですが演劇博覧会初参加で

す。観てくださる方が元気にな

る作品作りを目指してます。

劇団年輪 「Voyage」

【作品紹介】

　ある日のフェリー旅行。同船したのは、親子、社長、チンピ

ラ？親子の父親にはこの船に乗り込んだ別の目的があった…。

船上で繰り広げられる父と娘の絆と真実の物語。

【劇団紹介】

　かなそう演劇部 18 期生による

「卒業公演」。私たちの高校生活最

後の舞台、そして最初で最後の 8

人全員出演です。よろしくお願

いします。

金沢総合高校演劇部 18 期 レベリオーアンフェア かながわ演劇博覧会とは！？

【作品紹介】

　都内某所、薄暗い地下室。そこには、「想いを晴らす」集団がいる。彼らは、誰もが

抱える嫉妬や憎悪、劣等感といったどうしようもない想いに苦しむ人間達に手を差し

伸べる。その名を『fair』…ある一人の依頼人から、物語は始まる。

演劇の博覧会、通称「演博」
神奈川県内で活動する劇団が集まり、小作品を連続上演します。「演劇の敷居を低くして、普段
芝居を見ない人々に芝居を見てもらおう」を合言葉に始まりました。数多くの劇団がさまざまな
作品を上演することにより、いろいろなジャンルの芝居を無料で観劇できるイベントです！

入場料無料！（ご予約が必要です！）

【ご予約】
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