
世界初演作品　まもなく開幕！

福岡市の姉妹都市・ボルドー市を活動拠点
とし、フランス現代サーカスの若きカリスマ
といわれるラファエル・ボワテルが、福岡の
ための特別なパフォーマンスを披露！

ダンス、コントーション（柔軟芸）、アクロバッ
トなどラファエルのエッセンスがぎゅっと詰
まった作品を間近でご覧いただけます。

10 月 27 日（日）13:00 ～ 15:00 には公演
と同会場でラファエルによる現代サーカスの
表現を体験できるワークショップも実施しま
す。

2019 年 10 月 26 日（土）
　　　   13:00 ／ 16:00

会場：ぽんプラザホール
　　　　（福岡市博多区祇園町 8-3）

料金：全席自由・税込
一般前売 2,500 円、
子ども（18 歳以下）前売 1,000 円　
※推奨年齢小学生以上
※当日券は各 500 円増

第 56 回福岡市民芸術祭メイン事業　関連企画
カンパニー ルーブリエ／ラファエル・ボワテル

「Drop Shadows　かげのしずく」

発売：
チケットぴあ、ローソンチケットにて取扱
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取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は下記までご連絡ください。
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演出・振付：ラファエル・ボワテル　
照明・セットデザイン：トリスタン・ボドワン　
音楽：アルチュール・ビゾン　
出演：ラファエル・ボワテル、カンパニー ルーブリエ



エアリアル体験ワークショップ開催決定！

「現代サーカスってなに？」「エアリアルってな
に？」…そんな疑問にお応えするワークショッ
プを開催いたします。

講師は国内外で活躍し、11 月 30 日～ 12 月
1 日に福岡で上演する『Air/ エアー』に出演
する吉田亜希さん。「？」が「！！」になる驚
きの体験ワークショップにぜひご参加くださ
い。未経験者大歓迎です。

2019 年 11 月 17 日（日）
              11:00 ～ 13:00

料金：1,000 円
（当日支払・レクレーション保険加入料込み）

受付：10 月 18 日（金）～ 11 月 1 日（金）
対象：小学生以上の方。
パフォーマンス経験は問いません。

『Air/ エアー』関連企画

「空中を散歩する？エアリアル体験ワークショップ」
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会場：ゆめアール大橋 大練習室
　　　　（福岡市南区大橋 1-3-25）

【WEB】「Air/ エアー」特設サイト http://www.ffac.or.jp/ff/ より
【E-Mail】　ffac-02@ffac.or.jp　

件名「AirWS」とし（１）～（５）をお知らせください。
（１）お名前　（２）当日の連絡先（３）年齢　
（４）所属劇団・団体、近年の活動歴（任意）　（５）ひとこと

※お申込みいただいた個人情報は本事業の実施のみに使用させていただきます。
※中学生以下のご参加者の場合、保護者の方の送迎をお願いいたします。

定員　10 名程度　※申込多数の場合は抽選
講師　吉田亜希ほか

申込み

© 平野愛智吉田亜希



福岡アジア美術館 開館 20 周年記念展「アジ
ア美術、100 年の旅」に関連したイベントを、
当財 団主催で開 催中です。舞 踊や演奏など、
アジアにまつわるアーティストたちが記念展を
盛り上げます。美術と共に多様なアジアのアー
トを体感できる、無料イベントです。

九響＠アートカフェシリーズ 2019 vol.2

8 月に開催し、大好評
だった「九響＠アート
カフェシリーズ」の第
2 弾として、記念展に
ちなんだ、室内楽コン
サートをお届けします。
演奏は、九州交響楽
団メンバーによる弦楽四重奏です。

東インド古典舞踊（南アジア）

インドの東部オリサ地方に受け
継がれてきた古典舞踊オディッ
シー。神々へささげる踊りを起
源とし、彫像の流れる線のごと
くに美しいフォームと、生命感
あふれる動きが魅力のダンスで
す。

【出演】サキーナ 彩子　ほか

北タイの伝統楽器演奏（東南アジア）

タイ北 部・チェンマイ出 身の
音楽家が、「サロー」と呼ばれ
る弦楽器を中心に、多様な伝
統 楽 器の演奏をします。悠 久
の大 河メコンを思わ せる音 色
を体感してみませんか？

【出演】
ティティポン・カンティウォン

『空をゆく巨人』著者 
川内有緒トークイベント

中国出身の現代美術家・蔡國強
と福島の人々の友情や共同の作
品制作を描いた著書『空をゆく
巨人』（開高健ノンフィクション
賞受賞）や執筆秘話についてお
話いただきます。

【出演】川内 有緒、
大井 実 ( ブックスキューブリック）

＊すべて料金は無料・事前申し込み不要

福岡アジア美術館開館 20 周年記念展「アジア美術、100 年の旅」
関連イベントを開催中！

11 月 9 日 ( 土 ) 15:00 ～ 15:45

10 月 20 日（日）15:00 ～ 15:50

11 月 23 日 ( 土 ) 15:00 ～ 16:00

芸術の秋を彩るイベント
続々開催！

2019.10.16

会場： 福岡アジア美術館 7 階
　　　アートカフェ

© 市川勝弘
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前回の様子

【出演】1stVn. 大山 佳織、2ndVn. 荒川 友美子、
Va. 黒川 律子、Vc. 重松 恵子

11 月 16 日（土）15:00 ～ 16:00

馬頭琴演奏（東アジア）　
10 月 19 日（土）15:00 ～ 15:45（予定）

モンゴルの大草原から誕生したモ
ンゴル民族楽器、馬頭琴。あた
たかな音色で、悠久の大地を感じ
てみませんか？

【出演】ドラン馬頭琴楽団

＜イベント当日の取材もよろしくお願いします。
取材いただける場合は事前にご連絡下さい。＞



福岡市内の音楽・演劇練習場を会場に、
各地の演劇団体の作品を上演する舞台芸術祭。
各出演団体の上演概要が発表されました。

上演概要を発表！

2020 年 2 月 22 日（土）夜公演
　　　　　   23 日（日）夜公演
                      24 日（月祝）夕方公演
会場 ：パピオビールーム

（千代音楽・演劇練習場）

キビるフェス 2020　
～福岡きびる舞台芸術祭～
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上演作品：新作「タイトル未定」

2020 年 2 月 29 日（土）14:00/19:00 開演
　　　   3 月   1 日（日）15:00 開演
会場 ：ぽんプラザホール

（祗園音楽・演劇練習場）

上演作品：「ピタゴラスのドレス」

上演作品：新作「タイトル未定」

2020 年 2 月 8 日（土）15:00/19:30 開演
                      9 日（日）13:00/16:00 開演
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上演作品：「Journey Of Bodies」
　　　　　「愛のえんえん」

会場 ：ゆめアール大橋
（大橋音楽・演劇練習場）

■「Journey Of Bodies」
2020 年 2 月 22 日（土）19:00 開演
                      23 日（日）13:00/19:00 開演
　　　　　   24 日（月祝）13:00 開演
■「愛のえんえん」
2020 年 2 月 22 日（土）、23 日（日）、
　　　　  24 日（月祝）16:00 開演 ※全日

上演作品：「蛸入道忘却ノ儀」

会場 ：なみきスクエア大練習室
（千早音楽・演劇練習場）

2020 年 2 月 29 日（土）13:00/18:00 開演
　　　   3 月   1 日（日）14:00 開演

会場 ：ゆめアール大橋
（大橋音楽・演劇練習場）

村川拓也　[ 京都 ]

ＤＯＯＲプロデュース　[ 大阪 ]

劇団きらら　[ 熊本 ]

ブルーエゴナク　[ 北九州 ]

庭劇団ペニノ　[ 東京 ]


