
NEWS RELEASE

〈小学 4，5，6年生対象〉 「アーティストとつくる」 参加者募集

2021 年６月 15 日

「アーティストとつくる」 は、 演劇やダンスの分野で活躍しているアーティストと一緒に、 舞台作品をつくるプログ
ラムです。 福岡の人気劇団、 万能グローブ ガラパゴスダイナモスで作 ・ 演出を手掛ける川口大樹さんを総合
演出に迎え、テーマを決めて、子どもたちと一から作品をつくります。参加者みんなで想像しあって、物語を考え、
最終日には発表会を行います！

子どものための舞台芸術　いってみよう！　やってみよう！

【日時】
2021 年 7 月 26 日（月）～ 31 日（土）各日 10:30 ～ 15:30
　※6 日間の連続プログラム　
　※7/26 は 13:00 ～ 16:00　7/31 は 10:30 ～ 17:00
　※7/27 ～ 31 は途中、 昼食休憩があります。
　※すべての日程に参加できることを参加条件といたします。

【対象】
小学 4，5，6 年生（演劇やダンスの経験は問いません）
　

【定員】
20 名　（応募者多数の場合は抽選により参加者を決定します）

【参加料】
3,000 円（税込 / 保険料込）

【会場】
パピオ　ビールーム（福岡市博多区千代 1 丁目 15-30）　　

【申し込み方法】 
次の①～⑧を明記の上、 郵送または応募フォーム　 [ 締切 =6/30( 水 ) 必着 ]　　
①氏名（ふりがな）②学校名 ・ 学年　③〒・ 住所　④電話番号　⑤e-mail 
⑥保護者の氏名（ふりがな）⑦緊急連絡先　⑧応募動機（参加者本人が記入）

【総合演出：プロフィール】
川口大樹（かわぐち だいき）
脚本・演出家。 福岡出身。 2005 年、劇団 「万能グローブ ガラパゴスダイナモス」 を旗揚げ、脚本演出を担当。 コメディを得意とし、
福岡を拠点に、 九州各県、 東京、 大阪で作品を発表している。

【ご応募 ・ お問合せ】
（公財）福岡市文化芸術振興財団　事業課
 〒812-0027　福岡市博多区下川端町 3-1　リバレインセンタービル 8F
　TEL 092-263-6265　FAX 092-263-6259　 e-mail ffac-02@ffac.or.jp

応募フォーム

※新 型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組みながら開催します。
※ご参加の際にはマスクの着用、 手指の消毒等にご協力ください。
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親子芸術体験事業 『悟空～冒険の幕開け～』 映像上映+ パフォーマンス

2021 年６月 15 日

財団では 「親子芸術体験事業」 として、 子どもと大人が一緒に参加できる演劇、 ダンス、 音楽の公演を行い、 かけがえのないひととき
をおとどけしてきました。
今年は、 現代サーカス界で 「アジアの星」 と称されるフォルモサ ・ サーカス ・ アート（FOCA）人気の舞台作品 『悟空～冒険の幕開け～』
の映像上映と、 日本を代表するサーカスアーティストによるライブパフォーマンスをおとどけします。
映像では、 『西遊記』 に登場するおなじみ “孫悟空” が、 石から生まれ三蔵法師に出会う前の物語を、 アクロバットやエアリアルなどのサー
カステクニックと台湾の伝統音楽を交えて大胆に表現。
さらに、 FOCA の 『悟空』 からインスパイアされて誕生したライブパフォーマンスを、 エアリアル ・ シルホイール ・ ダンスでお楽しみいただきます。
「アートとスポーツの間」 と呼ばれ、 スポーツ選手に引けを取らない身体能力の高さと多彩で美しい表現力をあわせ持つ現代サーカスは、
年齢や国境を越えた感動とわくわくする心をつなぐことでしょう。

孫悟空×サーカス！
台湾発 ・ アジアを代表する現代サーカスカンパニーがスクリーンで大あばれ！

ツアー情報
■東京公演
公演期間：2021 年 7 月 28 日（水）～ 29 日（木）
2 ステージ　
※前後の日程で公募型ワークショップ予定。
会場：世田谷パブリックシアター　
主催：公益財団法人せたがや文化財団

■名古屋公演
公演期間：2021 年 8 月 1 日（日）1 ステージ
※前後の日程で公募型ワークショップ予定。
会場：中川文化小劇場
主催：公益財団法人名古屋市文化振興事業団

※詳細は、 各劇場にお問合せください。

主催：（公財）福岡市文化芸術振興財団、 福岡市
制作協力：世田谷パブリックシアター、（公財）名古屋市文化振興事業
団［中川文化小劇場］
後援：福岡市教育委員会
協力：西日本台湾学友会
助成：（一社）全国モーターボート競走施行者協議会、（一財）地域創
造、 国立伝統芸術センター
beyond2020 認証事業

【お問合せ】
（公財）福岡市文化芸術振興財団　事業課
TEL 092-263-6265（平日 9 時 30 分～ 17 時）
http://www.ffac.or.jp/news/detail552.html　

▼映像上映 『悟空～冒険の幕開け～』（第 1 部）
【出演】 フォルモサ ・ サーカス ・ アート

▼現代サーカスパフォーマンス（第 2 部）
【演出 ・ 振付】 目黒陽介
【作曲】 イーガル

【振付 ・ 出演】 吉田亜希、 油布直輝、 安岡あこ

【日時】 2021 年 8 月 7 日（土）15:00 開演（開場 14:15）
　　　  2021 年 8 月 8 日（日）13:00 開演（開場 12:15）
【会場】 東市民センター　なみきホール

【発売】 6 月 19 日（土）10:00 ～

【料金】 〔全席指定〕 S 席：2,000 円／ A 席：1,500 円／
25 歳以下（S 席 ・ A 席）：1,000 円
※4 歳以上推奨。 　※25 歳以下は当日要年齢確認。
※3 歳以下膝上無料（1 名まで）。
※小学生以下保護者同伴。
※託児サービス：あり（500 円 / 人。 定員有。 要予約）
※車椅子スペース：あり（付添者 1 名まで無料）　 

【取扱】
チケットぴあ（P コード：506-639）
ローソンチケット（L コード：81873）

★公演に合わせて、 公募型ワークショップを開催予定。
詳細は近日公開します。

※新 型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組みながら開催します。
※ご来場の際にはマスクの着用、 手指の消毒等にご協力ください。
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第 58 回福岡市民芸術祭オープニングイベント
「線香花火」　開催決定！

2021 年６月 15 日

【お問合せ】　
（公財）福岡市文化芸術振興財団　事業課
TEL 092-263-6265（平日 9 時 30 分 ～ 17 時）

400 年続く日本の伝統文化「線香花火」。 はかなく美しい線香花火の世界観を「現代サーカス」と「日
本伝統芸能」 のアーティストが言葉をつかわない “ノンバーバル” 演出で舞台化に挑戦し、 第 55 回 ・
56 回のオープニングイベントで大反響を巻き起こしました。 再演を望む声にお応えし、 今年も上演が決
定！さらにパワーアップした 「線香花火」 が、 秋から始まる芸術祭の幕開けを彩ります。

日本伝統芸能×サーカス　日本発の現代サーカス作品で芸術祭が開幕！

【主　　催】 福岡市民芸術祭実行委員会、（公財）福岡市文化芸術
振興財団、 福岡市
【企画制作】（公財）福岡市文化芸術振興財団、（株）インプレサリオ
【協　　力】 嬉野温泉 和多屋別荘、 筒井時正玩具花火製造所
　beyond2020 認証事業

　▼福岡市民芸術祭とは？
福岡市民会館の開館を機に、 翌年の昭和 39 年（1964 年）に始まり、 音楽 ・ 舞台芸術 ・ 美術 ・ 伝統芸能 ・ 文芸 ・ 映像な
ど幅広い文化団体が参加する秋恒例の芸術祭として、 市民に親しまれてきました。 毎年 10 月～ 12 月の期間中に、 福岡市民
の文化芸術活動の発表 ・ 交流の場として、 音楽 ・ 美術 ・ 演劇など多彩な行事が市内各所で実施されています。

【出　演】 谷口界（アクロバット）、 長岡岳大（ジャグリング）、 米澤一平（タップダンス）、 茉莉花（コント―ション）、 望
月ゆうさく（ディアボロ）、宮窪研（炎舞）、平井美玖（バトントワリング）、高取優耶（椅子倒立）、藤間純六珠（日本舞踊）、
中島美紀（書道）、森永基木（津軽三味線）、みやざき都（筝）、山崎箜山（尺八）、坂口のどか（囃子）、西尾麻衣子（ヴァ
イオリン）、 尾崎由美子（ピアノ）　※出演者は変更になる可能性があります。

【日　程】 9 月 23 日（木 ・ 祝）
　　　　 15:00 開演（開場 14:15）

【場　所】 福岡市民会館　大ホール
　　　　（福岡市中央区天神 5-1-23）

【入場料】
S 席 3,500 円、 A 席 3,000 円、 B 席 2,500 円
18 歳以下は各席種より 1,000 円引き 
※全席指定。 当日券は各料金の 500 円増し。
※推奨年齢 5 歳以上

（ただし小学生以下は保護者の同伴が必要です）

【チケット発売】
7 月 10 日（土）10:00 ～
※6 月 12 日（土）10:00 ～ 
わたすクラブ、 インプレサリオ on-line チケットにて先行発売

【チケット取扱】
チケットぴあ：P コード 【506-524】　 0570-02-9999  
http://t.pia.jp/
ローソンチケット：L コード 【83565】 
http://l-tike.com/
インプレサリオ ON-LINE チケット　
https://www.impresario-ent.co.jp/ticket/

（要事前登録）

※新 型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組みながら開催します。
※ご来場の際にはマスクの着用、 手指の消毒等にご協力ください。


