第29回
としま区民
芸術祭提携
東京芸術祭
2017参加

池袋演劇祭

豊島区南池袋4-19-6日の出ビルB１

9月1日（金）～3日（日）
Artist's あっとアート。
「第5回公演『もう独りのSOS』」

豊島区南池袋2-20-4

BIG TREE THEATER

2017年9月1日金▶30日土

9月6日（水）～10日（日）
劇団光希
「笑顔。
（すまいる）～さざんかの咲く頃に～」

9月14日(木)～１８日（月・祝）
９PROJECT
「堕ちて今、君を想ふ。」

9月21日(木)～25日(月)
Ｒｅ
：Ｄｕｈ
！
「第5回公演『クロス～橘耕斎ヘダ日記～』」
9月28日（木）～10月1日（日）
演劇のろま集団
「第8回公演『オノレ・レシーブ』」

9月28日（木）～10月1日（日）
LINX'Sプロデュース「メビウス」

BOX in BOX THEATER

8月30日（水）～9月3日（日）
PROPAGANDA STAGE「獅子」

北池袋

新生館シアター

☎090-7856-6296

豊島区池袋本町1-37-8中村ビル2F

8月30日（水）～9月3日（日）
怪奇月蝕キヲテラエ「私の評価は星がする」

9月6日（水）～10日（日）
演劇部隊チャッターギャング
「はい！こちら…うわさの委員会です」

9月15日（金）～17日（日）
ミステリー専門劇団 回路Ｒ
「江戸川乱歩傑作シリーズ『恐怖王』」

9月14日（木）～18日（月・祝）
ラビット番長「成り果て」

9月20日（水）～24日（日）
劇団ヨロタミ「アンサンブル」

8月31日（木）～9月6日（水）
コジョ
「狭間、酔いしれ罪か罰」
「さよなら、またね」

9月22日（金）～24（日）
超人予備校「木の葉 オン・ザ・ヘッド」

8月30日（水）～9月3日（日）
“STRAYDOG”
「夕凪の街 桜の国」
シアターグリーン

BASE THEATER

9月14日(木)～18日(月・祝)
CAPTAIN CHIMPANZEE「SANAGI」

9月14日（木）～18日（月・祝）
劇団Spookies「妊婦っす！」

豊島区東池袋1-45-2

シアターグリーン

9月8日（金）～10日（日）
Stage Project ILLUMINUS
「NO TRAVEL, NO LIFE」

9月27日（水）～10月2日（月）
レティクル東京座
「N＜ニュートラル＞
エンタメ公演『皇宮陰陽師アノハ』」

8月31日(木)～9月3日（日）
劇団 花鳥風月
「時代の雨～トキノアメ～」

●大賞受賞

☎03-3983-0644

9月6日（水）～10日（日）
劇団「劇団」
「1000年の恋」

9月22日（金）～24日（日）
謎のキューピー
「落語家の弟子、前座。女編。」

☎03-5944-9227

シアターグリーン
シアターグリーン

9月9日（土）～10日（日）
コヒツジズ「コヒツジズの星間飛行」

シアター ＫＡＳＳＡＩ

PLAY FESTIVAL

地域密着型の代表的演劇祭。今年は、豊島区・近郊16会場を舞台に、全55団体が参加！

アートスペースサンライズホール
☎03-3985-3986

IKEBUKURO

9月28日（木）～10月1日（日）
ワイルドチャイルド
「NO Heart To The Dead“死人に心無し”」

9月22日（金）～24日（日）
演劇ユニット・言葉の動物
「壊れ勝ち 七色の狂気を集めて」
9月28日（木）～10月1日（日）
演劇ユニットちょもらんま
「犬神家の反則」

第28回 池袋演劇祭受賞劇団から招待券プレゼント

STAR☆JACKS act#011「じんない」

人気劇団が満を持してお届けする大江戸 【応募締切】9/6(水)必着
ピカレスクエンターテインメント！!

●優秀賞受賞

劇団ショウダウン「レインメーカー」

その村には争いがなく 差別がなく 貧富がなく 【応募締切】9/20(水)必着
…大人がいなかった。しかし…。

本作に、抽選で豊島区民の方
（在勤・在学含む）
50組100名様
をご招待いたします。ご希望の方は、①観劇希望日時、②氏
名、③住所、④電話番号、⑤メールアドレス を明記の上、下記
【申込･問合】先までメールでお申込みください
（※公演当日
は住所が確認できるものをご提示いただきます）
。

本作に、抽選で豊島区民の方
（在勤・在学含む）
50組100名様
をご招待いたします。ご希望の方は、①観劇希望日時、②氏
名、③住所、④電話番号、⑤メールアドレス を明記の上、下記
【申込･問合】先までメールでお申込みください
（※公演当日
は住所が確認できるものをご提示いただきます）
。

【作】浜口望海 【演出】ドヰタイジ
【出演】ドヰタイジ、浜口望海、奥田卓、寺井竜哉、関秀人 ほか
【会場】あうるすぽっと
日時 9/9
（土）10（日） 11（月）
【料金】前売 4,000円 当日4,500円
○
12:00
【申込･問合】
15:00
○
Ｅメール starjacks2007@yahoo.co.jp
○
○
18:00
☎ 090-3926-2414(STAR☆JACKS)

【作・演出】ナツメクニオ
【出演】林遊民、竹内敦子、篠原涼 ほか
【会場】南大塚ホール
【料金】前売 4,000円 当日4,500円
【申込･問合】
Ｅメール gekidanshowdown@yahoo.co.jp

☎03-5356-8332（ロビー） 豊島区長崎5-1-32城北日専連ビルB1

9月6日(水)～10日(日)
やみ・あがりシアター「すずめのなみだだん！」

9月15日（金）～17日（日）
東京ムムムカンパニー「だるまさんが転ばない」

9月21日(木)～25日(月)
をしばいかむぱにゐ「さばかれしあこがれ」

9月28日（木）～10月1日（日）
イマノカゲキ produce by
BlackRomanceFilms「かぞくのおかね」

☎03-3954-3355

新宿区中落合2-1-10

9月14日(木)～18日(月・祝)
タッタタ探検組合「ライセンス」

9月21日(木)～24日(日)
green ﬂowers「かっぽれ！～FINAL～」

9月27日（水）～10月1日（日）
劇団ピンクメロンパン「量産型ガラパゴス」

☎03-5394-6901

北区豊島7-26-19

ギャラリー La Grotte
☎03-3917-0246

9月22日（金）～24日（日）
宇宙論☆講座「変形合体音楽劇『LOVEマシーン2017』」

☎03-3981-1111（区役所） 豊島区雑司が谷2-12-1
9月23日（土・祝）～24日（日）
88生まれの女たち「野外劇 誕生」

8月30日（水）～9月3日（日）
ラチェットレンチ「落語の国のアリス」

9月6日（水）～10日（日）
ガラ劇「人魚秘め」

9月13日(水)～17日(日)
公益社団法人 日本劇団協議会
「日本の演劇人を育てるプロジェクト
『夜の学校』」
9月20日（水）～24日（日）
BLACK JAM
「Regulation's High!～校庭の皇帝(エンペラー)」
9月27日（水）～10月1日（日）
コルバタ
「プロレス超初心者ですが未来を託されました」

新宿区歌舞伎町2-15-3

9月21日（木）～25日（月）
演劇企画ハッピー圏外「ニコニコさんが泣いた日」

日時 9/23（土・祝） 24（日）
○
○
11:00
15:00
○
○
16:00
19:00
○

豊島区西池袋1-8-1

9月6日（水）～10日（日）
劇団暴創族
「劇団暴創族１０周年記念 二作同時公演
『振り子時計物語』
『The Last Snow 雪女物語』」
9月13日（水）～17日（日）
総天然色痛快娯楽活劇color child
「ディアカウガール！」

http:// www.ikebukuroengekisai.jp/

9月9日（土）～11日（月）
大賞
ＳＴＡＲ☆ＪＡＣＫＳ act#011「じんない」
優秀賞
9月29日（金）～10月1日（日）
ラビット番長「無料公演『ギンノキオク』＆介護福祉フェス！」

南大塚ホール

☎03-3946-4301

豊島区南大塚2-36-1

9月23日（土・祝）～24日（日）
優秀賞
劇団ショウダウン「レインメーカー」
長賞
豊島区
9月9日（土）～10日（日）

特別参加公演
☎03-5391-2111

9月2日（土）～3日（日）
豊島区オペラソリストの会「オペラ『カルメン』」

豊島区西池袋1-8-1

9月21日（木)～10月1日（日）
ともだちのおとうと「宇宙船ドリーム号」

あうるすぽっと

☎03-5391-0751
豊島区南大塚2-36-1

豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル2F

9月22日（金）～24日（日）
あうるすぽっとプロデュース
「Double Exposure～ダブル・エクスポージャー～」

第29回池袋演劇祭前夜祭「予告編・ＣＭ大会」 入場
無料
池袋演劇祭は9月の一ヶ月間、豊島区･近隣で地域密着型の演劇祭として行われ、

今年で29年目を迎えます。そのプレイベントとして演劇祭参加作品がひとめで分かる
「予告編･ＣＭ大会」をサンシャインシティ噴水広場で開催。参加劇団が2分間という
短時間で作品をアピールします。昨年リニューアルした噴水広場は大迫力の大型
ビジョンで2、3階からも見やすくなっています。演劇ファンのみならず一般の方々も
楽しめる内容になっていますので、皆様お誘い合わせの上、ぜひ足をお運びください！
！

昨年のCM大会の様子

【日時】8/25（金）17:30開始 【会場】サンシャインシティ アルパB1噴水広場

主催：池袋演 劇祭実行委員会 後援：一般社団法人豊島区観光協会 東京芸術劇場(公益財団法人東京都歴史文化財団)
協 賛：株 式 会 社サンシャインシティ N PO 法 人いけぶくろ大 明 豊 島 区町会 連 合 会 株 式 会 社 豊 島 新聞 社 豊 島 ケーブル
ネットワーク株式会社 協力：東京商工会議所豊島支部 豊島区商店街連合会 池袋西口商店連合会 池袋東口美観商店会

東京芸術劇場シアターウエスト
☎03-5391-2111

豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル2F

東京芸術劇場 シアターウエスト

コフレリオ 新宿シアター

南大塚ホール

あうるすぽっと

劇団えのぐ「君の名前を藍色の空に呟いた。」

校庭

☎03-3946-4301
豊島区北大塚2-32-22

豊島区駒込3-16-13

9月14日（木）～18日（月・祝）
劇団オンガクヤマ「第6回公演『マリーの近況』」

☎050-3324-6751

第28回 池袋演劇祭賞受賞劇団
☎03-5391-0751

9月13日（水）～17日（日）
劇団アニマル王子「班女 HANJO」

旧高田小学校

8月31日（木）～9月3日（日）
演劇集団TOY's BOX「涙は雨に」

萬劇場

☎03-3927-5482

9月1日（金）～3日（日）
中央大学第二演劇研究会「ふぐの皮」

9月1日（金）～3日（日）
劇団東俳「微笑わぬ彼女」

シアター風姿花伝

シアターバビロンの流れのほとりにて

あうるの街の

夏まつり 2017

今年の夏も、みんな一緒にあうるすぽっとへ！

としまアート夏まつり2017 子どもに見せたい舞台vol.11

おどる童話
「まほうのゆび」
どう わ

8/5（土）～16（水）

【原作】
ロアルド・ダール
【振付・構成・演出】
スズキ拓朗

「みんなの日本舞踊」
8/18（金）15：00

【出演】花柳 基、藤間蘭黄 【ナビゲーター】桂 吉坊

【料金】
全席指定：
おとな 2,000円 中高生 1,000円
子ども
（小学生以下）
500円

【料金】全席指定：おとな 2,000円 中高生 1,000円
子ども
（4歳～小学生）
500円
※4歳未満入場不可

※2歳以下無料(0歳から入場
可能/保護者の膝上は無料・
お席が必要な場合は有料）
イラスト：小見大輔

【会場】あうるすぽっと 申込

＊無料の催しを除く

【問合】☎03-5391-0751
［HP］http://www.owlspot.jp

花柳 基

藤間蘭黄
撮影：篠山紀信

あうるのまちのあそびば
開催中～8/18（金） 無料・申込不要

2階劇場ホワイエに、おやこで遊べる展示“あそびば”が登場。

分かりやすい解説
付きで日本舞踊の
世界へ！

この欄は広告です。
お問い合わせは広告主まで。

女の子が使ってしまった
ひみつの
「まほうのゆび」。
ドキドキの展開を、ダンス
いっぱいのお芝居で！

【問 合】池袋演劇祭実行委員会事務局 ☎03-3985-0960 池袋演劇祭公式サイト

てあとるらぽう

