【トゥルースシェル・プロデュース】
4/28
（木）
18 時
演出
出演

4/29
（金）
20 時

4/30（土）
14 時

5/1
（日）
16 時

真貝大樹
清田直子 高本愛子（疾駆猿） 立川芳美 由利尚子（芸映）

トゥルースシェル・プロデュースとは、2009 年に俳優逢川大樹が本名真貝大樹名
義で立ち上げた演劇ユニット。過去 6 回公演全作品は主宰の書き下ろし作品。濃密
な公演内容で一定の評価を得る。今回、強く影響を受けた清水邦夫作品で初の既成
台本での上演に挑戦する。好企画に参加できて楽しみです！

［チケット料金］前売・当日 2,500 円
［通し券］提示のお客様は＋500 円でご覧になれます。

【演劇企画 火のように水のように】
演出
出演

【燐光群アトリエの会】
桐畑理佳 宗像祥子 根兵さやか 番匠郁

川崎理沙 ・ 中山マリ

川中健次郎

※当日の出演者については、燐光群ＨＰでお確かめ下さい。
2010 年スズナリの楽屋。当時燐光群に客演していた「木冬社」出身の女優南谷
朝子さんが、その楽屋で重なり合うように化粧していた私達を見てつぶやいた。
「このメンバーで『楽屋』をやったら面白いのに」それが今回の企画が始まりです。
そして六年、遂に南谷朝子演出の下、燐光群女優陣が挑みます。

［チケット料金］前売 2,800 円 当日 3,000 円
高校生以下 1,500 円 ( 要事前予約・学生証提示 )
［ご予約］ＣoRichi 舞台芸術！ WEB 予約
PC 用 https://ticket.corich.jp/apply/73123/
携帯用 http://ticket.corich.jp/apply/73123/
［お問合せ］燐光群アトリエの会 umegaokawws@gmail.com
FAX:03-3426-6594 http://rinkogun.com/

4/28
（木）14 時

4/29（金）
12 時

4/30（土）18 時

多賀谷忠生
出演 中島悦代 山田スミ子 大塚みどり 樋口美恵子
私達「OUT 老」は『楽屋』の公演で旗揚げしました。
あれからずっと【蓄積】し続けてきたものは更なる芝居への情熱と飽くなき向上心です。
7 年の時を経て今、念願の再演の機会をいただきました！
7 年の時は果たして吉と出るか？凶と出るか？
「OUT 老」は永遠に、突き抜けた無法者であり続けます。

［チケット料金］前売・当日 2,500 円
［ご予約・お問合せ］（株）エム･エフ･プランニング内 OUT 老事務局
TEL : 03-5451-0420 FAX 03-5451-0421
https://www.facebook.com/outrou2009

4/28（木）16時

4/29（金）18時

新井理恵

関谷道子

バルに参加します。
演出菊地一浩さん、文学座の八十川真由野さんの力をお借りして、先輩達が大事
にしてきたこの作品の想いを受け継いでいきます。企画提出 越前屋加代。

［チケット料金］前売・当日 3,000 円
［通し券］前日までにご予約メールをお願いします。
［ご予約・お問合せ］himizu.428@gmail.com

【perky pat presents】
4/30( 土 )12 時

5/1( 日 )18 時

演出 森秋音（ヨテラシイチ）
出演 金原祐三子（avec ビーズ） 長縄都至子（劇団きまぐれ）
藤島えり子（room16） 藤崎アンジェ（妄烈キネマレコード）
淡白さが世の当たり前になっている今。ひとやもの、何かに執着し執念を燃やす、
といった人の泥臭い部分を重点的に表したいと思います。（演出・森 秋音）
名古屋の演劇ユニットです。今回は名古屋で売り出し中の演出家、森秋音を招い
ての公演となりました。20 代の彼が若い視線で『楽屋』を創り上げま す。
（プロ
デューサー・加藤智宏）

演出

【ハイトブの会】

菊地一浩
八十川真由野（文学座） 越前屋加代

5/2（月）
12時・16 時

木冬社で楽屋の稽古をしてから 30 年。今回、木冬社の仲間と共にこのフェスティ

演出 南谷朝子
樋尾麻衣子 松岡洋子

【OUT 老】

5/1
（日）20時

4/30（土）16時

5/1（日）14 時

演出

石丸さち子
出演 松谷彼哉（劇団昴） 久保亜津子（向陽舎） 木下祐子 佐度那津季
小劇場で活動する俳優・木下祐子の声かけにより、
「楽屋」に吸い寄せられた「女優」たち。
声優・俳優ともに活躍の松谷、三島由紀夫・近代能楽集全作品を上演制覇した久保、
企画決定後即座にオファーした期待の佐度。
各々が秘かに登場人物に宿らせる己の「蓄積」とは ?
蜷川カンパニー在籍時から現在まで、清水邦夫作品と深く関わってきた、
石丸さち子が演出します。
ハイトブの会、高く飛びます！

［チケット料金］前売 3,000 円 当日 3,300 円
学生 ( 前売のみ ) 2,000 円（要学生証提示）
［通し券］各回先着 5 名様まで承ります。
［ご予約・お問合せ］TEL : 090-8086-3365（制作）
http://481engine.com/rsrv/webform.php?sh=2&d=b93f712b89
pokobokko@yahoo.co.jp

［チケット料金］前売 2,500 円 当日 2,800 円
［通し券］提示のお客様は、+500 円でご覧頂けます。
［ご予約・お問合せ］oﬃce perky pat（加藤）
rsm87200@nifty.com TEL : 090-1620-4591

【アートひかり】
4/29
（金）16 時
演出
出演

5/1
（日）12 時

仲田恭子
わかばやしめぐみ ( おぼんろ ) 金沢雅美
加藤久美子 平井光子（重力／ Note）

「楽屋」の引力に導かれ、集結した４人の現役女優。最近の言葉で言うところのイ
タさが沁みる愛すべきお話。女優業をしているものにはよくわかる、でも女優業を
していなくても相通じる人間の持ち味と作用、気が済むまで料理したいと思います。

［チケット料金］前売 2,500 円 当日 3,000 円
［ご予約・お問合せ］アートひかり制作部
arthikari109@gmail.com TEL : 090-9907-9699

【道頓堀セレブ】
5/2（月）18 時
演出
出演

5/3（火）
16 時

道頓堀セレブ
山本香織（イズム） 宮川サキ (sunday)
斉藤幸恵（演劇集団よろずや） 上野淑子

この企画に参加する為だけに立ち上げたユニット。映像・舞台・MC・パフォーマー
と、出身もバラバラ。しかし、ここに集うまで、それぞれが確実に力を付けてきた。
関西小劇場界での、このキャスティングは、意外すぎて皆びっくりする事だろう。
何が生まれるか分からないワクワクがフェスティバルにピッタリ。
大阪から底抜けに明るい「楽屋」をお届けします。

［チケット料金］前売・当日 2,500 円
［通し券］ご入場は開演の５分前からお願い致します。
［ご予約・お問合せ］yamamoto.kaori.ism@gmail.com

演出

尾崎太郎

出演 やなぎまい 真保栄千草 風吹可奈 大橋奈央（Make Production）
「さんらん」は 2016 年に結成。東京都葛飾区を本拠に下町を中心とした活動で、
人との繋がりを大切にして公演を重ねていきたいと思っています。
社会を照射するような作品。あるいは美しく、また残酷でもある作品。それらを
どこかあたたかみのある演出でつくります。
思っていただけるようにお届けしたいです。

［ご予約・お問合せ］TEL : 090-7635-6016（真貝）
truthshellproduce@gmail.com

4/29（金）
14時

5/2（月）20 時 5/3（火）20時 5/4（水）14 時 5/5（木）14 時 5/6（金）20 時

「楽屋」
、存在をかけてそこに在り続ける女優達の姿。ああ観に来てよかったなと

予約定数に達した後でも、通し券をお持ちのお客様は公演チケット代の半額（￥1,250）
でご覧になれます。

4/28（木）20時

【さんらん】

［チケット料金］前売・当日 一般 2,500 円 高校生以下 500 円
［ご予約・お問合せ］TEL : 080-5032-6986 sanran.ticket@gmail.com

演出
出演

中林舞

道を踏み外した女。堕落した女達。一歩踏み込んでしまうと軌道修正できない『女
優』という生き方。華やかな姿の影には、嫉妬や欲望や優越感が渦巻いている。
楽屋はそんな感情が入り混じっている処。生き続ける為には闘うしかない。闘いは
鏡の前から始まっている…。

［チケット料金］前売 2,500 円 当日 3,000 円
［通し券］提示のお客様は＋1000 円でご覧になれます。要予約。
［ご予約・お問合せ］La traviata company 公式 twitter アカウント：@traviata̲co
協力：プリッシマ

【ピクニックの恋人】
5/3（火）14 時

5/4（水）16 時

演出

ミチエマリ

出演

鹿島純子

5/7（土）16 時
小森健彰（tea for two） 鞠みちえ

とやきみこ

初めまして。
『ピクニックの恋人』です。今回の公演に参加すべく今年 2016 年
3 月に発足しました。
誰しも自分の中に楽屋があると思います。楽屋に転がった台本の埃をはらって、
私たちは舞台に焦がれて立ち上がりました。
こんな楽屋もあるのだなと、覗きに来ていただけたなら嬉しいです。

［チケット料金］ 前売 2,000 円 当日 2,500 円
［ご予約・お問合せ］ haopika@yahoo.co.jp
5/1 以降 maririn5.o8@ezweb.ne.jp

【朱夏】
5/4（水）18 時

5/5（木）12 時

演出

長瀬真有美

出演

溝口敬居子 まるのめぐみ 長戸綾子 髙場洋子

人生を四季に例えて、
「青春・朱夏・白秋・玄冬」と呼ぶことがあります。
いつまでも青春時代と言いたいところですが、一歩前進し、朱い夏を謳歌しようと
朱夏を立ち上げ「楽屋」で旗揚げしてから十数年。そして今まさに巡ってきた適齢
期。それぞれの蓄積を持って、どんな「楽屋」となりますか、乞うご期待！

［チケット料金］一般席 3,000 円 桟敷席 2,000 円
4 月 4 日チケット発売開始
［通し券］予約先着 5 名様まで。桟敷席でご覧いただけます。
＋1,000 円で一般席に変更できます。
［ご予約・お問合せ］syuka.gakuya@gmail.com https://www.facebook.com/syuka.gakuya/

【ママーズ】
5/5（木）18 時
演出

世志男

出演

孫貞子

5/7（土）
12 時
水原香菜恵

5/8（日）16 時
桂ゆめ

5/6（金）14 時

演出

須川弥香

出演

鈴木陽代

須川弥香

5/7（土）18 時
塚本千代

山下舞

セットとテクニカルが同じならば、見どころはどこまでも「演じ手の中身」という
この恐ろし〜い企画。参加すると決まったからには、おででことして今考えられる、
れました。須川めちゃくちゃ楽しみです！

5/4（水）
12 時

鈴木美波（PAPALUWA）
芳山鼓 佐藤美佐子 大寺亜矢子

5/5（木）16 時

最高のキャスティングで挑戦するしかない・・・本当にすごいキャストが揃ってく

【La traviata company】
5/3（火）12 時

【おででこ】

西入美咲

私達は、0 〜 4 歳の子を持つママであり、
「楽屋」に集う女優たちのように、芝居
に魅せられた四人の子持ち女優たちであります。稽古場では子どもが泣き笑い走
り回っています。忍耐力と集中力が鍛えられる日々です！
いろんな制限も多いですが、今の自分たちだからこそ出来る「楽屋」があると感じ
ています。

［チケット料金］前売 2,500 円 当日 2,800 円
［ご予約・お問い合わせ］nishiirimisaki@gmail.com

［チケット料金］前売 2,500 円 当日 2,800 円
［通し券］各回予約先着 10 名様までで、+500 円で観劇頂けます。
［ご予約・お問合せ］TEL : 03-6903-2748 odedeko2010@gmail.com
協力：カワサキアリス

【womb45】
5/6（金）18 時
演出
出演

5/8（日）12 時

迫田元（kanikuso）
新倉優（womb45） 渡辺文香（womb45）
澁澤真美 浜野まどか（椿組）

文学座附属演劇研究所 45 期の同期である新倉優と渡辺文香が立ち上げたユニット。
結婚、出産、子育て、環境の変化とともに胎内に「蓄積」されていく色彩豊かなエ
ネルギーで、母として、人として、女優として、womb を核に「楽屋」に挑む。

［チケット料金］前売・当日 3,300 円
［通し券］予約先着各回 5 名様までです。
［ご予約・お問合せ］090-6157-4583 koudaiyu0000@ybb.ne.jp

【演劇プロデュースとろんぷ・るいゆ】
5/8（日）14 時・18 時
演出
出演

中村ひろみ
林健樹 中村ひろみ

曽根千絵

亀井優

「生きていかなければ」を身をもって貫いた 50 代、今まさに「生きていかなけれ
ば」に直面する 30 代、
「生きていかなければ」がまだ漠としている 20 代−上州
の青い空の下、生きて働いて芝居する三世代で「楽屋」を演じます。放浪時代の
清水邦夫さんがペンキを塗った前橋駅前の歩道橋ってどれなんだろう・・・。

［チケット料金］前売 2,500 円 当日 2,800 円
［通し券］＋１円〜のカンパでお願い致します。
［ご予約・お問合せ］facebook.com/gakuya2016.gunma

【獣神】
5/9（月）
18 時

5/10（火）18 時

演出

獣神ハルヨ

出演

獣神ハルヨ

田邉和歌子

よこたあや

外崎玲奈

A 役を演じるに年相応の (?) 女優 1 人と、B.C.D 役を演じる若手女優 3 人が、かつて
の共演経験を生かし、抜群のチームワークで作り上げる「獣神」の『楽屋』
。
フェスティバルの最後の 2 日間を彩ります！
「燐光群」のお膝元である『梅ヶ丘 BOX』に立つに恥じない芝居を！情熱を！お届
けします。

［チケット料金］前売・当日 2,500 円
［通し券］追加料金なし、熱烈大歓迎でございます！
［ご予約・お問合せ］jyushin7@gmail.com

【ヒノカサの虜】
5/9（月）20 時

5/10（火）
16 時

演出

本城雪那

出演

本城雪那

寺田結美

丸山夏未

的場麗奈

男女兼用の楽屋ばかり使っている僕が、この気高い楽屋に踏みいることは敷居が
あまりにも高いように思います。でもそれは温泉の仕切りをみたいなもので、男
湯の方から覗く事に、意味が生まれるようにも思います。
大阪から昨年やって来た若手ですが、どうぞよしなに。ヒノカサの虜と申します。

［チケット料金］前売・当日 2,000 円
［ご予約・お問合せ］hinokasanotoriko@yahoo.co.jp

