
あたらしい 「とき」 をすすめる演劇的な作品たち！おおつかのげきが始まるよ！

演劇的な「とき」のご案内

【団体紹介】 演劇を遊び道具と捉える身体表現者。 今回は
aqiLa だけではなく個性的なパフォーマーたちも登場！
Twitter：aqiLa9000

aqiLa
『そのさきの・そのさきの・そのとき』
ヘンテコたちによるお芝居と踊りの身体表現

人形劇がいっぱい
親子で遊びに来てね！

池袋いけいけ人形劇まつり
みんなが知ってるお話が、楽しい人形劇になります。

【団体紹介】 感染防止対策をし楽しく活動継続中。 只今、
新メンバー募集中！一緒に演劇挑戦しませんか ? 貴方の知ら
なかった貴方が…！？

演劇サークル「サンカーント」
『藪の中』
名作に挑戦。さて、どんなサンカーントな世界が…

HP：ikeike-puppet.com

【団体紹介】 CAPTAIN CHIMPANZEEは、 今年は影絵での
お芝居に挑戦します。
HP：https://naonari7.wixsite.com/todenkouen

CAPTAIN CHIMPANZEE
『トキの童話集』
トキおばあちゃんの創作童話２本です！

【団体紹介】 劇団東俳は、 豊島区駒込に本社を置き地域の
皆様に支えられ沢山の研究生が芸能活動に励んでいます。
HP：https://g-tohai.co.jp 

劇団東俳
『ひと間』
故郷、北九州市、１５年振りの再会

【団体紹介】 劇団東俳の精鋭である劇団員が新旧入り混ざり
織り成す兄妹弟模様。南大塚4回目の挑戦にご期待ください。
HP：https://g-tohai.co.jp 

劇団東俳 劇団員
『兄の居場所』
これは父の葬儀で起こった兄妹達の話。

【団体紹介】 2020年劇団ポムポム創設。 メンバーは hiico、
masa。 舞台と映像の融合作品を得意とする。
Twitter/Instagram：hiico97

劇団ポムポム
『Hello People! ～誤読：さよなら人類～』
舞台上で映像実験中の 2人。
同じセリフが繰り返され物語が複雑化していく。 【団体紹介】 三遊亭圓窓師匠にご指導して頂き、 グループで

落語の稽古をしています。 半年に一回発表会、 また館の文化
祭、 イベント等に積極的に参加しています。

下げっ子連 大塚亭
『落語会』

【団体紹介】 2008年から南大塚で精神・ 知的の障がい者と
一般演劇人がひとつになって活動している団体です。
HP：http://theatreminori.jp/ 

てあとるみのり
『時空法廷』
それは未来を予見する、時を越えた法廷ドラマ。

【団体紹介】 南大塚で活動する年齢層高めのインプロ (即興
劇 )団体です。 2016年の南大塚演劇市の日が結成日です！
Twitter：TicImpro

TIC
『インプロ (即興劇 )』
即興でシーンを作ります！本番をお楽しみに！

【団体紹介】 制作集団真夏座俳優 ・ 江口ふじ子のもと、 日
本文学を語って 18 年。 4 月、 南大塚ホールにて発表会を行
います。

藤の会
『語り ときどき 晴れ』
人生の「その時」に光をあてた 3作品を語ります。

【団 体 紹 介】” 演じてこそ” をモットーに中平順子先生ご指導の
もと、 豊島区のグループホーム、 区民ひろば、 病院、 イベント
etcで活動しています。

わくわく紙芝居
『ときが はぐくむもの』
～自然・時代・心、そして夢～

【公演部門】【公演部門】

【オンライン部門】【オンライン部門】

【団体紹介】 演劇を遊び道具と捉える身体表現者。 映像作
品ならではの趣向満載でお届けします！
Twitter：aqiLa9000

aqiLa
『aqiLa 邸からの脱出』
世界一奇妙な六畳一間「aqiLa 邸」から脱出せよ

HP：ikeike-puppet.com

池袋いけいけ人形劇まつりオンライン
『クリスマスキャロル』
クリスマスの夜に起きたステキなプレゼントのお話

【団体紹介】 2020年劇団ポムポム創設。 メンバーは hiico、
masa。 舞台と映像の融合作品を得意とする。
Twitter/Instagram：hiico97

劇団ポムポム
『オーディション』
女優を夢見る一人の女性。
オーディションで子どもの頃の記憶を語り始める

【団体紹介】 2008年から南大塚で精神・ 知的の障がい者と
一般演劇人がひとつになって活動している団体です。
HP：http://theatreminori.jp/ 

てあとるみのり
『トキノシノビ』
この時代に生きる者と忍ぶ魂が交わる時に…。

令和 3年 2月 13 日（土）開催！会場で、生の公演をお楽しみください。　※鑑賞はオンラインでの事前申込が必要です。

令和 3年 2月 6 日（土）～ 3月 31 日（水）   映像作品を、特設 HP にて期間限定で配信！

公益財団法人としま未来文化財団

南大塚地域文化創造館
〒170-0005 豊島区南大塚 2-36-1
℡：03-3946-4301

●JR 山手線 「大塚駅」 ( 南口 )
　 より徒歩 5 分
●都電荒川線 「大塚駅前」
　 より徒歩 5 分 
●都バス 「大塚駅停留所」
　 より徒歩 5 分　( 都 02、 上 60)
●東京メトロ　丸ノ内線 「新大塚駅」
　 1 番出口より徒歩 8 分 

アク

セス

問合

●ご案内●

当館にはエレベーター ・ エスカレーターがございません。 あらかじめ
ご了承ください。
車椅子でご来場予定の場合、 事前に右記までご一報ください。
ご飲食可能なスペースはございませんのでご了承ください。

●

●
●

本イベントの開催にあたり、

新型コロナウィルス感染症対策を実施しております。

ご来場の皆様もご協力をお願いいたします。

詳しくは、当イベント特設 HP をご覧ください。

なお、やむを得ずイベントを中止する場合がございます。

あらかじめご理解ください。

https://sites.google.com/toshima-mirai.or.jp/theatrical-day
＼鑑賞申込は特設 HP から！／

【令和 3 年 1 月 4 日（月） 募集開始】
※窓口 ・ 電話での申込は不可

モーメントホール
（南大塚ホール）

フォーエバーシアター
（第 1 会議室）

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
モーメントホール

フォーエバーシアターフォーエバーシアター

★15:00 ～
演劇サークル
「サンカーント」

★16:00 ～
TIC

★11:00 ～
てあとるみのり

★14:00 ～
劇団東俳
劇団員

★13:00 ～
劇団東俳

★12:00 ～
aqiLa

★14:30 ～
池袋いけいけ
人形劇まつり

★12:30 ～
わくわく
紙芝居

★11:30 ～
劇団ポムポム

★13:30 ～
藤の会

★17:00 ～
下げっ子連
大塚亭

★15:30 ～
CAPTAIN
CHIMPANZEE

上演スケジュール上演スケジュール

【団体紹介】 映像を軸にしたクリエイティブ団体です。
HP：www.kembodanamnesia.wixsite.com
Instagram：kembodan

アムネシア
『記憶する身体』
誰もが感じる記憶を表現しました。

オンラインワークショップ

おうちで集合！~ハジメマシテの演劇あそび・ オンライン~
①14:00 ～ 14:45　「コドモ」 コース
②16:00 ～ 16:45　「オトナ」 コース

【令和 3 年 1 月 4 日（月） 募集開始】
応募 ・ 詳細は特設 HP をご覧ください！

げき、 時々、

ドキドキのとき

人形劇がいっぱい
親子で遊びに来てね！


