FFAC NEWS LETTER
福岡市文化芸術振興財団より、近日中に開催するイベント情報を月に１回お届けします。

夏休み恒例企画

2014 年

8 月

～ show をしに街に出よう！～

WORKSHOP

劇的っ！サマー

10 代のための演劇ワークショップ「Acting ！」

毎年多くの応募がある大人気の演劇ワークショップです。今年のテーマは「show
をしに街へ出よう！」。みんなで思いっきり楽しんで、最終日には警固公園で演劇発
表を予定しています。どなたでも見学できますのでぜひお越しください。
【日時】 8 月 21 日（木）～ 24 日（日）10:30 ～ 17:30（最終日のみ～ 18:00）
発表会は、24 日（日）15：00 ～ 16:00
【会場】ぽんプラザホール（ワークショップ） 警固公園（発表会）
【参加料】3,000 円（傷害保険料含む）
【対象】小学 4 年生～ 19 才まで（演劇経験の有無は不問）
※募集は締め切りました。

イムズホールの舞台に立つチャンス！

DANCE

「踊りに行くぜ！！Ⅱ（セカンド）」vol.5 福岡公演
地元枠作品募集中！
2 月にイムズホールで開催する全国巡回公演「踊りに行くぜ！！」Ⅱvol.5（福
岡）。現在、地元福岡で、作品制作のためのサポートを受けながらダンス作品
を創り、ステージで上演していただく方を募集しています。
【応募締切】8 月 20 日（水）必着
＜公演概要＞
【日程】2015 年 2 月 28 日（土）

昨年度公演 地元枠作品より
撮影：泉山朗土

【会場】イムズホール

応募方法・詳細は WEB サイトにて
http://artlier.jp/event/dance/2014/07/_vol5_1.html

問い合わせ先
アートマネージメントセンター福岡（AMCF）担当／王丸
TEL 092-752-8880 E-mail ohmaru@amcf.jp

世界で活躍する振付家 / ダンサー 山田うんの博多限定ライブ！

DANCE

2014 福岡舞台芸術シリーズ FFAC PLUS＋
山田うん ソロダンスライヴ
全国公募により FFAC おススメの作品をお届けする『FFAC PLUS＋』シリーズ。今年の
シリーズ第 3 弾は、世界で活躍する振付家／ダンサー 山田うんの博多限定ライブです。肉
体と魂と人生の経験と iPod を持って、身一つで踊る即興ダンス＆トークにご期待ください！
【日時】 10 月 14 日（火）・15（水）19：30
【会場】 アクロス福岡 円形ホール
【料金】 全席自由 一般 2,500 円／学生 2,000 円（大学生以下）
チケット発売日
チケット取扱

9 月 6 日（土）
Co. 山田うん TEL 080-9640-5361 http://yamadaun.jp
チケットぴあ TEL 0570-02-9999（P コード：439-297）

2013 年 4 月～ 2014 年 3 月の文化芸術情報誌を大放出！

ARTLIER

アートリエ

バックナンバー 100 円市

文化芸術情報館アートリエで閲覧用に提供していた
文化芸術情報誌を 1 冊 100 円で販売します。
【日時】 9 月 27 日（土）～ 28 日（日）10:00 ～ 19:30
【会場】 文化芸術情報館アートリエ（博多区下川端町 3-1 福岡アジア美術館 7 階）
【料金】 1 冊 100 円（入場無料）
【販売予定の雑誌】『芸術新潮』『美術手帖』『和樂』『演劇界』『キネマ旬報』『宝塚グラフ』他
※お持ち帰り用の袋は各自でご用意ください。

各イベントの詳細は財団ホームページへ

http://www.ﬀac.or.jp

問い合わせ先 Co. 山田うん
Tel 080-9640-5361

演出家には、語る力が必要です。

PLAY

【応募開始】創作コンペティション
「一つの戯曲からの創作をとおして語ろう」vol.5
福岡市文化芸術振興財団では、演劇振興において、創作の主導者である演出家の育成と発掘を目的としたコンペ
ティションを平成 19 年から行っています。審査をつとめるのは現代演劇界の第一線で活躍する演出家たち。
「語る」をキーワードに展開するこのコンペティションにどんな新しい才能が現れるのか、ぜひご注目ください。
【審査員】
岡田利規（チェルフィッチュ）/ 前川知大（イキウメ）/ 松井周（サンプル）/
森山直人（演劇批評家）/ 山田恵理香（空間再生事業劇団 GIGA）/ 山田真実
（ttu ／創作コンペティション vol.4 最優秀作品賞受賞）
【課題戯曲】
三島由紀夫 近代能楽集より「葵上」
【スケジュール】
・書類募集 10 月 14 日（火）締切
・プレゼン審査 12 月 27 日（土）、ゆめアール大橋
・上演審査 2015 年 5 月 22 日（金）・23 日（土）、ぽんプラザホール

作品を鑑賞したあと、アーティストに手紙で思いを伝えよう

EVENT

第５回
福岡アジア美術
トリエンナーレ
関連企画

アートリエ ×FT5
「ほころびポスト ～あなたの思いを届けます～」
文化芸術情報館アートリエでは、福岡アジア美術トリエンナーレ期間中に
「アーティストに宛てて手紙が書ける」ブースをオープンします。設置さ
れたユニークなポストに投函された手紙は、各アーティストに届きます。
【日時】 9 月 6 日（土）～ 11 月 30 日（日）
※福岡アジア美術トリエンナーレ（FT5）期間中（水曜休館）
【場所】 文化芸術情報館アートリエ（福岡アジア美術館 7 階）

第５回
福岡アジア美術
トリエンナーレ
関連企画

第５回福岡アジア美術トリエンナーレ（FT5）グッズが登場！

MUSEUM GOODS

福岡アジア美術トリエンナーレ

公式グッズ

FT5 開催期間中（9 月 6 日～ 11 月 30 日）、アジア美術館ミュージアムショップ
「uchu-do space」にて展示作品をモチーフしたオリジナルグッズを販売します。

クリアファイル

缶バッジ

メインビジュアルの作品など
全 4 種がクリアファイルに！
A4（2 種）324 円
A5（2 種）270 円

胸元に、バッグや小物の
デコレーションに、ギフトに…
おひとついかがですか。
全 46 種 (32mm)/ 各 120 円

※写真は左右共に A5 サイズ

ほころびバッグ

●ハンコを押して
オリジナルバッグを作ろう！●
アジア美術館ショップには、
一つ一つ手作りした展示作品
10 種のハンコを設置していま
す。バッグへ自由に押して自分
だけのバッグを作れます。
（ハンコ制作：キタカゼパンチ）
期間：9/6 ～ 11/30

FT5 公式ガイドブックがぴった
り入るサイズ！（31cm×27cm）
バッグのみ /300 円
缶バッジ 1 個付 /400 円

イベントに関する取材のお申込み・お問い合わせ
TEL

福岡市文化芸術振興財団 事業課 広報（内田、中島）
092-263-6266
FAX 092-263-6259
E-mail pr-co@ffac.or.jp
〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町 3-10 福岡県消防会館 6F

各イベントの詳細は財団ホームページへ

http://www.ﬀac.or.jp

