
演　劇d r am a

宮崎県出身または、在住の方々が行う舞台芸術の公演活動を応援する
シリーズです。令和4年度は、音楽と演劇の計2公演を開催します。

舞台に興味はあるけどきっかけがない、もっと詳しく知りたい、そんな気
持ちに応える学びの場「アートな学び舎」。しっかり学びたい方向けの
連続講座と、気軽に参加できる単独講座をご用意。メイン講師は、当
劇場演劇ディレクターの立山ひろみが務めます。劇場で一緒に、新しい
世界に出会ってみませんか？

演劇・ダンス事業では、昨年度から五感に注目したシーズンテーマを
立てています。今年は「味覚」。今、自分が何を食べて、何を味わってい
るのか、そのことと向き合って、対話してみる。そのとき、自分の心や身
体はどんな反応をしているだろう？そんな感覚を意識してみるのも面白
いのではないでしょうか。
劇場では、後期も公演やワークショップなど様々なプログラムをご用意
しております。上質な舞台芸術作品や、新しい知識との出会いを、どう
ぞどうぞお楽しみに。

 “世界の名作物語”を舞台芸術にしてお届けするシリーズの第7弾は
「狂言」！伝統芸能でありながら、日常生活に溶け込んだ普遍的な笑
いを届けてくれる“喜劇”の世界は、今を生きる私たちをも、おおらか
で明るい気持ちにさせてくれるもの。今回は、180曲ほどある狂言の
作品（曲目）のなかから、人気の2曲を上演します。専門知識がなくて
も気軽に楽しめるのも、“会話劇”である狂言ならではの魅力。こども
もおとなも一緒に、狂言の世界へどうぞお越しください。

『蝸牛』
主人の言いつけでカタツムリを探しに行った太郎冠者。ところが、
カタツムリを見たことがない太郎冠者、藪の中で寝ていた山伏をカ
タツムリだと思い込み……。
『濯ぎ川』
フランス中世のファルス（喜劇）をヒントにした新作狂言。嫁と姑に
毎日用事を言いつけられる気の弱い男が、ささやかな反抗を試み
て……。

＜あらすじ＞

より多くの県民の皆さまに、この作品を楽しんでいただけるように、
県内の文化施設（1箇所）でも公演を行います。

※詳細は随時チラシ・ホームページでお知らせします。※詳細は随時チラシ・ホームページでお知らせします。

門川町総合文化会館

茂山千五郎家の「お豆腐狂言」が登場！
味わい深い笑いの世界を、気軽に楽しもう♪

宮崎を舞台に描く演劇創作シリーズの第7弾は、
神楽を受け継ぐ家族を描いた『神舞の庭』を再演

茂山千五郎家『狂言』

演劇ワークショップ演劇ホール

演劇ホール

みやざきの舞台芸術

みやざきの舞台芸術シリーズとは？

演劇やダンスと出会う、学びの扉

2022～2023シーズンテーマ［演劇・ダンス］

単独講座

イベントホール

「蝸牛」

2020年の上演（撮影：黒木朋子）

「濯ぎ川」

撮影：若木信吾

10月29日(土)
14:00開演

《平日》19:00開演　《土日》14:00開演　

14:00開演

茂山千五郎　茂山茂　網谷正美　松本薫　井口竜也　山下守之
＜全席指定＞
一般 2,500円（会員2,300円）［当日3,000円］
U25割 1,000円［当日同額］　
親子割（4歳から中学生＋一般）3,000円［当日同額］
※この作品は4歳からご入場いただけます。
会員：9月4日（日）／一般：9月11日（日）

〔協賛〕JAバンク宮崎

Ⓐ「文化公園」行き　終点「文化公園」下車→徒歩1分
Ⓑ「宮崎神宮」行き　終点「宮崎神宮」下車→徒歩5分
Ⓒ「国富・綾」「平和ケ丘」または「古賀総合病院」行き　「文化公園前」下車→徒歩1分
Ⓓ「平和台」行き「霧島３丁目」下車→徒歩4分

［お問合せ］

〒880-8557　宮崎市船塚3丁目210番地
TEL.0985-28-3208　FAX.0985-20-6670
月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日休館）

http://www.miyazaki-ac.jp/

※やむを得ぬ事情により、公演の中止や延期、内容等が急遽変更になる場合がございます。
　予めご了承ください。最新情報については劇場ホームページをご覧ください。

劇場にはたくさんの出会いがあります。
音楽との出会い、演劇との出会い、人との出会い…。
それから、舞台芸術は様 な々時代、様 な々国、
様 な々人 と々出会う旅に、私たちを連れ出してくれる。
その出会いはきっと、私たちそれぞれの日常に色どりを
添えてくれます。
世界が少し、広くなる。
そんな出会いが、ここにあります。

・「宮崎駅」から：タクシー約10分
・「宮崎神宮駅」から：タクシー約5分・徒歩約20分

[出　　　演] 

［チケット料金］ 

「戯曲を読み解く！2022」
（全6回）

連続講座

10月19日(水)・20日(木)、11月16日(水)・17日(木)、
12月21日(水)・22日(木)

講師：立山ひろみ　オンライン（Zoom）開催

過去講座の様子

※各講座の募集は、開催月の約2か月前からを予定しています。
※詳細は随時チラシ・ホームページでお知らせします。

「探るカラダ、遊ぶワタシ」

「あじわうことで対話する」

9月23日(金・祝)・24日(土)

講師：康本雅子

［出演（予定）］ 

［舞 台 技 術］ 
［脚本・演出］ 
［チケット料金］ 

［チケット発売］ 

山内達哉（ヴァイオリン）　岩切響一（和太鼓）　大河内淳矢（尺八）　
谷口潤実（パーカッション）　小堺香（ピアノ）　青木将（ギター）　
西村友貴（ウッドベース）　土田浩（指揮）　
みやざきSHINWANOSATO合奏団

＜全席自由＞
一般 3,000円　　ペア券 5,000円（一般2名）　
U25割 1,500円　
※当日500円増し（全券種）

蛯原達朗（劇団SPC）　真部法人（劇団SPC)　伊藤海（劇団FLAG)
村田遼太郎（劇団いかがなものか）　山田キヌヲ
藤井寛史（劇団いかがなものか）
段正一郎
＜全席自由＞
一般 2,000円［当日2,500円］　 高校生以下 1,000円
一斉発売：11月13日（日）

メディキット県民文化センターには専用の駐車場がありません。
お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

山内達哉
（ヴァイオリン）

岩切響一
（和太鼓）

大河内淳矢
（尺八）

交通のご案内

託児

託児

託児

宮崎交通バス（橘通方面から）

【窓口・電話受付】
10：00～18：30　（月曜休館・月曜が祝日の場合は翌平日休館）
【WEB】
劇場HPで24時間予約・購入できます。
http://www.miyazaki-ac.jp

メディキット県民文化センターチケットセンター

TEL.０９８５-２８-７７６６

※ネット販売をご利用いただくと、お好きな時に座席を指定してチケットをお買い求め
いただけます。「くれっしぇんど倶楽部」の入会手続きもできますので、ぜひご活用く
ださい。詳しくは劇場ホームページをチェック！

※公演によっては割引設定がない場合があります。
※割引の併用はできません。
※詳しくは劇場ホームページをご覧ください。

●当日券が出る場合は、一般券のみ500円増し（一部公演除く）になります。
●就学前のお子様の入場は御遠慮ください（「おんがくのおもちゃ箱シリーズ」、「パイプオルガン 
プロムナード・コンサート」、「はじめてのクラシック♪」、「こどももおとなも劇場＃7」を除く。）
●チケット料金（　）内はくれっしぇんど倶楽部会員価格です。
●記載情報は変更になる場合があります。なお、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、公演
内容の変更や公演自体が延期又は中止となる可能性もございます。予めご了承ください。

チケット取り扱い

○Ｕ25割･･･鑑賞時25歳以下の方を対象とした割引です。　
○なかよしチケット・ペア割･･･お二人様のペア券です。※前売りのみ
○親子割･･･小・中学生と一般（2名1組）のセット券です。
○グループ割･･･１公演につき10枚以上同時購入で10％割り引きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※前売りのみ

左記マークが表記されている公演には、託児サービスがございます。
申込みは、公演日の１週間前までとなります。
なお、キャンセルされる場合は公演日の3日前までにご連絡ください。

【対　象】 6か月～12歳まで　　　【料　金】 お子様おひとりにつき1，000円（税込）
【申込先】 ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター　
　　　　 TEL.080-4694-8686　〈月～金／10:00～18：00（土日祝休み）〉

Attention〈ご注意〉

お得な割引のご案内

託児サービスのご案内

JR日豊本線

〈シリーズⅠ〉

御神木ヴァイオリン ～OTODAMA～　

10月16日 14:00開演 託児

託児

託児

日

〈シリーズⅡ〉

劇団いかがなものか「喫煙室」　

1月29日 14:00開演／19:00開演日
2023年1月28日 14:00開演／19:00開演土

#7

県内公演 10月30日（日）

東京芸術劇場　シアターウエスト

東京公演 2023年3月11日（土）・12日（日）

公益財団法人宮崎県立芸術劇場友の会のご案内
〇くれっしぇんど倶楽部(劇場友の会)
劇場主催公演・宮崎国際音楽祭のチケット料金割引(１公演２枚まで)や、
お好きな席を優先予約・購入ができるなどの特典があります。
※インターネット（劇場ホームページ）からの入会もできます。

入会・お問い合わせは、宮崎県立芸術劇場「くれっしぇんど倶楽部」係まで。
TEL.0985-65-6888

宮崎を舞台にした演劇作品を創作していく宮崎県立芸術劇場プロデュース
「新 かぼちゃといもがら物語」シリーズは第 7 弾を迎えます。今回は、2020
年に新演出版を上演し好評を得た『神舞の庭』を再演！さらに、同年に新型
コロナウイルス感染拡大により中止となった東京公演を、満を持して開催。宮
崎で創作した作品を、より多くの方にお届けします。
脚本の長田育恵は、2023 年前期の NHK 連続テレビ小説『らんまん』の脚本
を手掛けることが発表されているなど、舞台やメディアなどで幅広く活躍し、
ますます注目度が高まっています。演出は宮崎県立芸術劇場 演劇ディレク
ターの立山ひろみです。
神楽を受け継ぐ、宮崎の山間に暮らす一家を描いた本作。どうぞお見逃しなく。

「新 かぼちゃといもがら物語」#7

『神舞の庭』

イベントホール

演劇ホール　

2023年3月1日(水)～5日(日)
＊全5ステージ　

［会　　　場］
［脚　　　本］
［演　　　出］
［出　　　演］

［チケット料金］
　　　　　　

［チケット発売］

［出　　演］
［チケット料金］
　　　　　　

［チケット発売］

［会　　　場］ ［会　　　場］

イベントホール
長田育恵
立山ひろみ
大沢健　東風万智子　〇〇〇〇　貴島豪　平佐喜子
成合朱美　森川松洋　守田慎之介　高野桂子　原田千賀子
＜全席自由＞
一般3,500円（会員3,100円）［当日4,000円］
U25割1,500円［当日同額］
ペア割6,000円（会員5,400円）　※前売りのみ
会員：12月4日（日）／一般：12月11日（日）

［ 　 作 　 ］
［演　　出］
［出　　演］

［チケット料金］

［チケット発売］

松田正隆
栗山民也
田中圭　西田尚美　山田杏奈　尾上寛之　松岡依都美　粕谷吉洋
深谷美歩　三村和敬
（全席指定）
S席7,000円（会員6,300円）［当日7,500円］
A席5,000円（会員4,500円）［当日5,500円］
B席4,000円（会員3,800円）［当日4,500円］
Ｕ25割 全席種半額［当日同額］
会員：10月2日（日）／一般：10月9日（日）

抗いようのない悲哀や心の乾きが滲む
現代日本演劇の名作を

実力派キャストでお届けします。

14:00開演

1999年読売文学賞戯曲・シナリオ賞を受賞した、劇作家・松田正隆
の代表作のひとつ『夏の砂の上』。長崎を舞台に、日々の生活に重く
漂う閉塞のもとに生きる人々のやるせなさと慈しみが描き出されたこ
の名作を、現代日本演劇界を代表する演出家・栗山民也の演出と実
力派俳優陣の共演でお届けします。
出演には、職をなくし妻に家出された主人公を演じる田中圭、夫を捨
て家を出て行く妻を演じる西田尚美、本作が初の舞台出演となる若
手実力派の山田杏奈に加えて、尾上寛之や松岡依都美ら豊富な舞台
経験を持つ俳優陣が揃いました。
積み重ねられる会話からあぶり出される登場人物たちの繊細な心模
様を、栗山民也と実力派俳優陣が現代に描き出します。どうぞご期待
ください。

『夏の砂の上』

12月3日(土)・4日(日)

〔共催〕MRT宮崎放送

2022.9-2023.3
宮崎県立芸術劇場
2022年度 後期自主事業のご案内

平成20年4月からネーミングライツにより宮崎県立芸術劇場の愛称がメディキット県民文化センターになりました。




