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演劇人・観客・会場それぞれからの声を拾い、細やかにつなぐ企画
「キビる - こ結び -」始動！！

福岡きびる舞台芸術祭

キビる - こ結び -

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してきた 「キビるフェス」。
今年は 「キビる - こ結び -」 を開催し、 地元での作品制作、 俳優や制作者向けワークショップを行い、 福岡
の演劇人 ・ 観客 ・ 会場をきびります。
※きびる = 福岡の方言で 「結ぶ」 「つなぐ」 などの意味。

《参加作品》
■『IN HER TWENTIES』 『IN HER FORTIES』
「一人の 20 代女性が過ごす 20 歳から 29 歳までの十年間を、 20 代の女優十名で描き出す」 というコンセプトで東京 &
大阪で繰り返し上演されてきた演劇作品、 『IN HER TWENTIES』、 その 「40 代女性版」 として、 今回が初演となる、
『IN HER FORTIES』 を福岡で連続して初上演します。
脚本 ・ 構成 ・ 演出：上野友之（劇団競泳水着）
企画：富田文子（とみぃさんぷれぜんつ）
『IN HER TWENTIES』

『IN HER FORTIES』

日程：2 月 18 日（金）19:30 開演

日程：2 月 25 日（金）19:30 開演

19 日（土）15:00 開演／ 19:00 開演

26 日（土）15:00 開演／ 19:00 開演

20 日（日）13:00 開演／ 17:00 開演

27 日（日）13:00 開演／ 17:00 開演

※開場は各開演の 30 分前

※開場は各開演の 30 分前

会場：パピオビールーム大練習室

会場：なみきスクエア大練習室

料金：前売り 3,000 円
当日 3,500 円
学生 2,000 円
高校生以下

1,200 円

TWENTIES ／ FORTIES 通しチケット

5,000 円 (50 枚限定 )

※未就学児入場不可
過去の上演より（撮影：奥山郁）

《ワークショップ》
■俳優ワークショップ
3 回にわたるプログラムでは、毎回異なるテーマのワークショップと合わせて、自分たちで考えて寸劇を作る《ショート・ストーリーズ》
を実施。 自分の周りにあるドラマを徹底的に見つめる力と、 リアリティをもたせて演じる感性を養います。
講師 : 安田雅弘（演出家 ・ 劇団 山の手事情社 主宰）
対象 :18 才以上で俳優活動を行なっている人
内容：
（１）2 月 6 日（日）17:00 ～ 22:00 ／ゆめアール大橋大練習室
●発声方法を知る。 声をだしてみる。

●《ショート ・ ストーリーズ》 づくりと発表①

（２）2 月 7 日（月）10:00 ～ 15:00 ／ぽんプラザホール
●身体について考えてみる。

●《ショート ・ ストーリーズ》 づくりと発表②

（３）2 月 7 日（月）17:00 ～ 22:00 ／ぽんプラザホール
●ダンスを作ってみる。
●漫才をやってみる。
●《ショート ・ ストーリーズ》 づくりと発表③

料金：1 回 2,000 円

3 回通し 5,000 円

定員：各 20 名
申込：WEB で受付中（先着） https://forms.gle/2J7hND37xPqpnDS18

■制作者向け助成金ワークショップ
身近な助成金の募集案内の読み解き方など、 具体的に触れていきます。 申請したことがないけど
興味のある方から、 チャレンジしてみたけど難しいという方、 基本を聞いておきたいという方などを対象
とした、 初心者向けの内容です。
講師 : 中原恵（演劇制作者）
対象 :18 才以上で演劇、 劇団に関わっている人
日時／会場：2 月 7 日（月）19:00 ～ 20:30 ／ゆめアール大橋大練習室
料金：無料
申込：WEB で受付中（先着。 2 月 2 日締切） https://forms.gle/V1VPW97D9vWGy8Hr6
【新型コロナウイルス感染症対策について】
※国や自治体の方針、 関係団体のガイドラインに沿った開催となります。

■詳細は 「キビるフェス」 特設サイトをご覧ください。 https://kibirufes-fuk.localinfo.jp/
■本件に関するお問合せ
【お問合せ】 アートマネージメントセンター福岡

TEL：070-3258-4941

【主催】（公財）福岡市文化芸術振興財団、 西部ガス都市開発株式会社（千代音楽 ・ 演劇練習場指定管理者）
、 福岡舞台芸術施設運営

共同事業体（祇園音楽 ・ 演劇練習場指定管理者）
、 一般社団法人九州地域舞台芸術振興会（大橋音楽 ・ 演劇練習場指定管理者）、 な

みきスクエアみらいネットワーク（千早音楽 ・ 演劇練習場指定管理者）、 福岡市
企画制作：アートマネージメントセンター福岡
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アートカフェでインドを感じる日曜日・・・

「ナマステ・サンデー＠アートカフェ」
日本とインドの国交 70 周年にあたる 2022 年の幕開けとともに、福岡アジア美術館の特別展 「ヒンドゥーの神々
展」が開催されています。 美術展にあわせ、アートカフェにおいて「ナマステ・サンデー」と題したイベントを開催します。
インド８大古典舞踊のひとつオディッシーダンスの魅力に触れていただくとともに、 本イベントで初公開となる演目
も含めて、 和楽器やヒップホップなど異ジャンルの音楽とのコラボレーションも併せてお楽しみください！
【日時】 2022 年 2 月 13 日（日） 15:00 開演

ؓךؘنع٭

美術館の特別展「ヒンドゥーの神々の物語」が開催されます。会期中の週末（日

【会場】 福岡アジア美術館アートカフェ

８大古典舞踊のひとつオディッシーダンスの魅力に触れていただくとともに、
本イベントでしか観られない和楽器やヒップホップなど異ジャンルの音楽と

（福岡市博多区下川端町 3-1 リバレインセンタービル７F）

のコラボレーションもお楽しみください！

プログラム

【入場料】 無料

I.「ダシャバタール」
◇ 出演：サキーナ彩子、Manju
II. オディッシー meets「平家物語」
◇ 出演：サキーナ彩子（ダンス）、寺田蝶美（筑前琵琶）
III.「三神一体」
◇ 出演：マイトレーヤ（Manju、野口ジュン、山口浩太郎）

【出演】

出 演 者

サキーナ彩子、 Manju、 寺田蝶美、 野口ジュン、 山口浩太郎

Manju

寺田蝶美

野口ジュン

京都生まれ福岡育ち。母サキーナ彩子
に師事。2016 年インドにてクムクム・
ラール師の元で学ぶ。2021 年のソロデ
ビュー以降は、福岡を拠点にスタジオ・
マーの公演など積極的に活動し、イン
ド古典舞踊の普及に貢献している。

筑前琵琶保存会 会主。4 歳より筑前琵
琶を始める。定期演奏会主催、博多ど
んたく参加、筑前琵琶教授の他、古典
文学などを題材に自ら作詞作曲をする。
演奏曲は古典から現代曲と幅広く、筑
© 八田公子 前琵琶の普及にも力を入れている。

出演：サキーナ彩子、 Manju

東京生まれ北九州育ち。福岡を中心に
ボ ー カ リ ス ト、ナ レ ー タ ー、俳 優 等、
多岐にわたって活動中。2 つのバンド
にヴォーカルとして参加し、中洲ジャ
ズ、サンセットライブなどのイベント
やライブハウスでの演奏も行う。

18 歳からダンスを始め、HIPHOP.JAZZ
を中心に学ぶ。劇団に所属し、俳優とし
ても活動。現在は、幼児向けのダンス
レッスンを各地で指導している。スト
リートダンスを軸に幅広いジャンルを
掛け合わせながら表現者として活躍中。



出演：マイトレーヤ（Manju、野口ジュン、山口浩太郎）
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出演：サキーナ彩子（ダンス）、 寺田蝶美（筑前琵琶）
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【主催】（公財）福岡市文化芸術振興財団、 福岡市
【共催】 福岡アジア美術館

Ŧ
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山口浩太郎

II. オディッシー meets 「平家物語」
III. 「三神一体」

サキーナ彩子

京都出身。大学卒業後よりインド舞踊
を習得。1981 年に渡印し、
オディッシー
師匠に師事。インドや東京にて研鑽を
積み、現在は福岡でスタジオ・マーを
主宰。自身で企画・プロデュースも行い、
舞台と後進の育成に努めている。

【プログラム】
I. 「ダシャバタール」

@

曜日）に、アートカフェにおいて「ナマステ・サンデー」と題して、インド
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日本とインドの国交 70 周年にあたる 2022 年の幕開けとともに、福岡アジア

福岡アジア美術館企画展﹁ヒンドゥーの神々の物語﹂関連企画
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（開場は 30 分前）

【お問合せ】
（公財）福岡市文化芸術振興財団
TEL : 092-263-6265（平日 9:30 〜 17:00） FAX : 092-263-6259 e-mail : k.satou@ﬀac.or.jp
〒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

主催 /（公財）福岡市文化芸術振興財団、福岡市
共催 / 福岡アジア美術館

【新型コロナウイルス感染症対策について】
※国や自治体の方針、 関係団体のガイドラインに沿った開催となります。

【お問合せ】
（公財）福岡市文化芸術振興財団
事業課 佐藤
TEL : 092-263-6265（平日 9:30 ～ 17:00） FAX : 092-263-6259

E-mail : k.satou@ﬀac.or.jp

※未就学児は保護者同伴でお越しください。
※当日は観覧用のお席をご用意いたしますが、 会場内の混雑が予想される場合は、 ご入場の制限をさせていただきます。 予めご了承ねがいます。
※イベントにご来場のお客様は、 受付にて新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、 検温 ・ 手指消毒のほか、 ご連絡先のご記入をお願いいたします。 頂きました
個人情報は、 厳重に管理し、 当該事業および財団からのご連絡以外の目的には使用しません。 但し、 保健所等公的機関からの要請に応じ、 情報提供する場合
がございます。

NEWS RELEASE
2022 年 1 月 14 日

今も昔も、祭りの場には “楽” が集う。
この春、福岡市科学館が祭りの場となり “楽” が集い “福” を描きます！

福岡市民俗芸能公演

「福 ( ふく ) を描 ( か ) く」 ―福招きの春祭り−
楽しい人や楽しい場所、 楽しむ人、 楽しめる人、 楽になれる場所や楽にしてくれる人、 老いも若きも老若男
女を問わず “楽” はとても大事なキーワード。
また、“楽” には祈りや願いも込められています。 そして、福岡にも “楽” が集う伝統芸能が大切に継がれています。
今回、 地元の “楽” が集い新たな春を迎えます。 招福の仁和 ( にわ ) 加 ( か ) に技あり人形遣い、 そして躍
動する神楽。 ハレの日に、 みんなの “楽” も持ち寄り一緒に福を描きましょう！

【日時】 2022 年 3 月 5 日（土）
開場 14:00

開演 14:30

終演 16:00（予定）

【会場】 福岡市科学館６F サイエンスホール
（福岡市中央区六本松 4-2-1）

【料金】 無料 ・ 全席自由 《要事前申込み》
【申込期間】

2022 年 1 月 25 日（火）～ 2022 年 2 月 13 日（日）必着

【出演】
今津人形芝居（今津人形芝居保存会）
、 田島神楽（田島神楽保存会）
、
博多にわか（博多仁和加振興会）

【定員】

250 名

【申込方法】

（詳細は裏面をご覧ください）

①往復はがき
②応募フォーム

【新型コロナウイルス感染症対策について】
※国や自治体の方針、 関係団体のガイドラインに沿った開催となります。

【お問合せ】
（公財）福岡市文化芸術振興財団
事業課 佐藤
TEL : 092-263-6265（平日 9:30 ～ 17:00） FAX : 092-263-6259

E-mail : k.satou@ﬀac.or.jp

【申込方法】
①

≪往復はがきでのお申込み≫

※1 枚のハガキで 3 名（申込者を含む）までご応募できます。

A. 往信ハガキ（表）に宛先をご記入ください。※切手が青色です。
〒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

( 公財）福岡市文化芸術振興財団 （3/5 民俗芸能）宛

B. 往信ハガキ（裏）に 「3/5 民俗芸能観覧希望」 と書いて、 下のすべての項目をご記入ください。
①申込者氏名、②ふりがな、③ご住所、④お電話番号（当日連絡のつく番号）、⑤ご同伴者名 ・ ふりがな（3 名まで）
※切手が緑色です。 お申込者のご住所 ・ お名前をご記入ください。 ( 必ずご記入ください）
C. 返信ハガキ（表）

D. 返信ハガキ（裏）には、 なにも記入しないでください。

往信はがき(表面)

往信

返信はがき(裏面)

返信はがき(表面)

返信

〒812-0027

〒郵便番号

福岡市博多区
下川端町 3-1
リバレインセンタービル８F

往信はがき(裏面)

①

申込者氏名

②

ふりがな

この面には何も書かな

申込者のご住所

③

申込者の住所

いでください。

申込者のお名前

④

当日連絡のつく
電話番号

⑤

ご同伴者名、ふりが
な（3 名まで）

(公財)福岡市文化芸術振興財団
（3/5 民俗芸能）宛

②

≪往復はがきでのお申込み≫

下の財団 HP もしくは、 QR コードから、 指定の応募フォームに必要事項を入力してお申込みください。
http://www.ﬀac.or.jp/news/detail612.html

■ご来場にあたっての注意事項
（1）返送されたハガキもしくは事前申込当選確認メールをご来場の際、 確認させていただきます。
（2）入場 ・ 観覧に当たっては、 必ずマスクを着用ください。
（3）ご来場の際は、 手指の消毒および検温にご協力をお願いします。 感染の疑いのある方のご入場はお断りすることがあります。
（4）無料駐車場はありませんので、 公共交通機関等をご利用ください。
（5）入場申込みに頂いた個人情報は、 来場者に新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、 必要に応じて保健所等の公的機関へ
提供する場合があります。
【主催】

福岡市文化財活性化実行委員会

【共催】 （公財）福岡市文化芸術振興財団、 令和 3 年度文化庁文化芸術振興費補助金事業

