100枚
限定

たちも変わってきた（作り手が変わることでイメージが変わってきたと言った方がいいだろう）
。今回、僕

特典

01

特典

02

¥

15,000 円（税込）

お得に観劇！

1 公演あたり、約 2,150 円で観劇いただけます。※1

予約が楽々！

専用の窓口で予約すれば、あとは観劇するだけ。
※2
ご予約から当日のチケット受取までがスムーズに行えます。

がこの『KAVC FLAG COMPANY』を立ち上げるにあたって、まず最初に考えたのは 2019 年の 関
西小劇場 を紹介すること。そして第二に 関西小劇場 という枠組がそもそも必要なのかどうかを検

TOK UMEI G E K I DAN

証すること。

ワークショップなどの関連企画に
特別料金でご参加いただけます。

DOWN

しそうな匂いがする。キケンな匂い。そういうものが好きな演劇ファンならきっと満足してもらえるライ

ご購入方法

一方で、この 7 団体をひとつの枠組みで紹介してしまって良いものか非常に悩んでいる。それぞれがまっ

神戸アートビレッジセンター または特設サイトで

予約する

たく別の方向を向いているように見えるからだ。作品の方向性も集団のあり方も、将来への展望も全然
！
オススメ

違う。それがとても興味深い。昔は（と言っても僕が関西ではりきって演劇をつくってた時期だからま

TEL

、どことなく 傾向 があったように思う。その中での切磋琢磨や時には斬
だ 10 年も経ってないけど）
り合いみたいなものが 関西小劇場 というジャンルの形成に一役買っていた。ところが今の劇団たち

078-512-5500

WEB https://www.kavc.or.jp/kfc/2019-2020/#pass
特設サイト

にはその 傾向 を感じない。つまりは僕には想像もつかない「演劇の面白さ」をきっと見つけているの
だと思う。それぞれが勝手に。そこにとても興味がある。

神戸アートビレッジセンター 窓口にて

ご利用ください。
）

窓口

そして、
「演劇の面白さ」をたくさん知ってもらえれば嬉しい。ここからはじまる関西とかそれを超えた演

神戸アートビレッジセンター 1F 受付
または 4F 事務所にて直接ご購入いただけます。
※休館日を除く、10:00 〜 22:00 まで ※数量限定のため、売り切れの場合がございます

劇の潮流を感じてもらえるのではないだろうか。

※各劇団ではお取り扱いしておりませんので、必ず神戸アートビレッジセンターにお問い合わせください。
※いずれのご購入方法でも、現金または銀行振込でのお支払いとなります。

プログラム・ディレクター

ウォーリー木下

ウォーリー木下

H

IG

E

K

会場・問い合わせ

point

お得な共通パスを
発売！

劇評を
特設サイトで公開！

トークや
ワークショップを開催！

7 劇団すべての公演をご観劇い
ただける「 7 劇団共通パスポー
ト」を販売します。
※詳しくは裏面をご覧ください

すべての作品の劇評を行い、特設
サイトに随時掲載します。

各劇団の公演に合わせて、ゲス
トを招きアフタートークやワーク
ショップを開催します。

02

03

date

2019.6-2020.2

venue すべて 神戸アートビレッジセンター
fee

共通パスポート

KAVCホール

7劇団 15,000 円

※個別の料金設定もあります。詳しくは特設サイトをご覧ください。

01

神戸アートビレッジセンター
舞台芸術プログラム・ディレクター
演出家。神戸大学在学中に劇団☆世界一団を結成。現在は sunday（劇団☆世界一外

point
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ぜひ日本全国からも来て欲しいな。そして新開地で遊んで帰ってください。おいしいお店たくさんあります。

IC

7

Outline

購入する

できれば全団体の作品を見てもらいたい。
（あ、7 劇団共通パスポートというものをつくりました。ぜひ

匿名劇壇
THE ROB CARLTON
KING & HEAVY
コトリ会議
壱劇屋
ももちの世界
プロトテアトル

劇団による

※1 各劇団につき１回のみの観劇となります ※2 ご観劇ごとに別途日時の指定が必要です

ンナップだ。
「おお関西の演劇まだまだ面白いなあ」と言ってもらえると信じている。

point

01

Y

関連イベントの
参加料を割引！

A
V

04

E

だ尖った部分が多くて少し呑み込みづらいかもしれないが、それが刺激にもなっている。なにかやらか

H

特典

も集団性にこだわってものをつくり、それらはオリジナルであるとはっきり公言できる。もしかしたらま

批評やトーク、ワークショップといった関連企画も開催。各劇団の作品を様々な角度から堪能してい

さい。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

&

メールまたはお手紙で予約開始日や公演内容をお知らせ。
うっかり忘れる心配がありません。

初年度となる今回は、舞台芸術プログラム・ディレクターのウォーリー木下氏がセレクトした、関西を
拠点に意欲的な作品を発表している7 つの劇団の演劇公演を一年を通しておおくりします。合わせて、

どの劇団も今観ておきたい気鋭の劇団ばかり。一口に 演劇 と言ってもその作品や表現方法は多種

G

ニュースレター
をお届け！

劇場 を目指し、その基盤をつくるべく本企画を始動いたします。

多様だと実感していただけるラインナップです。この機会にぜひお気に入りの劇団を見つけてみてくだ

IN

03

MOM
M OCHI NO S EKA
EKAII

特典

新たに始める舞台芸術セレクションです。アーティストと劇場が協働して多様な舞台表現を生む 創る

ただけます。

K

今回選ばれた 7 つの団体を見てもらえれば、いま関西で ホットな 演劇が何かは伝わると思う。どこ

Introduction

関西小劇場 というジャンルがある。時代によってその言葉のイメージは変わり、その代表的な作り手

7劇団共通パスポート

KAVC FLAG COMPANYは、舞台芸術分野におけるKAVCの年間プログラムとして、2019 年より

関西が誇る気鋭の
演劇セレクション

PASSPORT

From
Program Director

ごあいさつ

02

PROTOT
T THÉÂTRE

匿名劇壇
『大暴力』

THE ROB CARLTON
『STING OPERATION』

05
06

壱劇屋
『空間スペース 3D』

ももちの世界
『ハルカのすべて』

部団を改称）の代表で、全ての作品の作・演出を担当。戯曲家・演出家として、公演も
数多く手がけ、特に役者の身体性を重視した演出に定評がある。sunday での活動にと

03

どまらず、映像や音楽を取り入れた言葉を発しない、ノンバーバルパフォーマンス集団

THE ORIGINAL TEMPO のプロデュース・演出を行い、エジンバラ演劇祭にて 5 つ星を
獲得。スロベニアや韓国、ドイツなどと国際共同製作を行うなど、海外からも高い評価
を得ている。
11 年に PLAY PARK- 日本短編舞台フェス、13 年に多摩 1 キロフェスを立ち上げるなど
様々な演劇祭でフェスティバルディレクターを務めている。メディアアートとパフォーミ
ングアーツの融合で注目を集め、従来の 演劇 という概念を超えた新しい挑戦をし続
けている。

指定管理者：公益財団法人 神戸市民文化振興財団
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5 丁目 3 番 14 号
TEL : 078-512-5500 FAX : 078-512-5356 https://www.kavc.or.jp
［開館時間］10:00 〜 22:00
［休館日］毎週火曜日（火曜が祝日の場合は翌日）／年末年始（12 月 28 日〜 1 月 4 日）
アクセス

○神戸高速「新開地駅」8 番出口より徒歩約 5 分
○JR「神戸駅」ビエラ神戸口より徒歩約 10 分
○神戸市営地下鉄「湊川公園駅」東改札口より徒歩約 15 分

Art direction and Design : 山口良太（slowcamp）

04

THE RO
OB C
CA
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KING & HEAVY
『ゴールデンエイジ』

07

プロトテアトル
『X X 』

コトリ会議
『セミの空の空』

kavc.or.jp/kfc/ 2019-2020/

2019
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匿名劇壇

作・演出 福谷圭祐
出演

2019

石畑達哉
佐々木誠
芝原里佳
杉原公輔

東千紗都
福谷圭祐
松原由希子
吉本藍子

現代社会や未来に抱く気持ちは、その人の年齢や現状によって千差万別だ。
しかし過去を「懐かしい」と感じる気持ちは、老人も若者も、女性も男性もあ

鋭くもユーモアのある台詞を巧みにパスしつつ「でもこれって結局、フィクショ

だけど、設定が若干トチ狂ったその世界は、ストレートが急に変化する魔球の

見せる舞台など、一見「お好きな方はお好きでしょうが……」な題材やアイディ

まり大差がないように思える。プロトテアトルは、その 万人に共通する気持

ンだから」という冷めた目線もキチンと共有。そして笑いと痛みのギリギリの

ようだ。そういえば歴代の神戸出身の劇団を振り返ってみても、エンタメだけ

アを扱うことが多い。しかしそこに自然と加味されるのは、関西人ならではの

ち を、意図的に演劇に生かそうとしている集団だ。とはいえ決して甘い思

線に向けて、団員総出でひたむきに打ち込んでくる姿に、グッと来てしまうの

ど哲学的とか、不条理だけどエンタメだとか、シンカー風エンターテインメン

サービス精神。どんな題材でも「完全には理解できないけど、何か楽しい！」

い出を噛みしめ合うのではなく、むしろ記憶のすれ違いや隠しごとからシビ

トを見せる所が多い。という意味では彼らは、神戸演劇の正統派の継承者と

と思える世界に仕立て上げてしまうのだ。パブリックとマニアックの間を自在

アな事実を呼び起こし、それをいかに現代と未来につなげるか？ を問いかけ

も言えるだろう。いつか潮崎哲也なみの、演劇界一のシンカーの使い手とし

に行き来しながら、演劇の楽しさを確実に伝える世界は、特に演劇未体験者

る。若さに似合わぬビター & ドライなノスタルジーが、今後いかに熟成してい

て、名をとどろかせてほしい。

に一押しだ。

くかに期待したい。

5 月で劇団は丸 8 年を迎えます。現代の若者の視点、価値観をうつし出すよ
うな作品づくりに取り組んできましたが、それは単に「現代の若者の当事者」
だったからと感じます。若者といえるか怪しくなってきた我々が、今なおなん
らかの当事者足り得るのか。少なくとも、30 歳に少し足りない今の我々の等
身大なんて、なんだかツマラナイ。今回は「暴力」という題材をもとに、たく
さんの瞬間を描きたいと思います。ちなみに、体罰はあった世代です。
2011 年 5 月、近畿大学文芸学部芸術学科舞台芸術専攻
の学生らで結成。卒業後も継続的に大阪で活動。現在
の劇団員は 10 名。作風はコメディでもコントでもなく、
ジョーク。自分たちの身近にある出来事を、自分たちを
モデルにしたキャラクターを登場させながら、自己言及的
な台詞を吐かせつつ、客観的でスマートなエンターテイメ
ント作品に仕立て上げる。ポストドラマ的な表現方法を
取りながらも、非常に分かりやすい作品になっていること
撮影：堀川高志（kutowans studio） が特徴。疾走感のある演出で、共感のしやすい物語を、
メタフィクション的な多重構造で描く。同世代から強い
支持を受けている。と思っている。第六回本公演『悪い癖』
（福谷圭祐 作）が第 23 回 OMS 戯曲賞にて大賞を受賞。

profile

venue

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

cast/staff

作・演出 村角太洋
出演

THE ROB CARLTON
［村角ダイチ／満腹満／ボブ・マーサム］
高阪勝之（男肉 du Soleil ／ kitt）

伊勢村圭太
ほか

venue

title

作品を創っていこうと思います。
date

venue

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

cast/staff

作・演出 KING &HEAVY
飯嶋松之助
伊藤駿九郎

profile

神戸大学演劇部自由劇場出身の飯嶋松之助・伊藤駿九
郎・和田崇太郎による演劇ユニット。これまでに計 3 回
の本公演を行い、その他ショーケースイベントやコント大
会にも多数出演。メンバー個人でも TEAM NACS や劇
団 Patch に出演するなど舞台を中心に精力的に活動して
いる。ド直球だが遊びの効いた【150km/h のシンカー】

『空間スペース3D』
2019
12.6 FRI -8 SUN
神戸アートビレッジセンター KAVCホール
構成・演出 大熊隆太郎
出演
井立天
大熊隆太郎
岡村圭輔
柏木明日香
谷美幸

profile

場メンバーで 2008 年より活動開始。パントマイム、殺陣、
ダンス、会話劇、無言劇、コント、ミュージカル、etc。あ

半田慈登
松田康平
湯浅春枝

らゆるジャンルを数名の作演出家が上演するマルチ娯楽

ほか

宮ピロティホール 進 出など、常に挑 戦を続けている。
撮影：河西沙織（壱劇屋）
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http://kotorikaigi.com

サイエンスフィクション的な日常世界が
コトリ と密やかにおびやかされていく。

Nov

2020

2

ももちの世界

ほか

私たちを取り巻く厳しい社会の現実にも
果敢に筆を向けていく、たくましき新鋭。

オノマトペだ。でもこのコトリは、非常に的確に名は体を表わしている。ドシ

の衝撃を受けることになるだろう。最近若い表現者が、自分の身近な関係性だ

ン！ というほど激しくはないけれど、ポトン……よりは妙に心をザワつかせる

けに焦点を当てがちなのに対し、ピンク地底人 3 号はさらにそこに、差別や紛争

コメディの王道のような「限りなく喜劇に近い会話劇」を持ち込んだ。それ

のだ。SF 的かつ詩情あふれる劇世界の中で、登場人物たちはのんきに日常

などの世界にはびこる大きな現実をも取り込む。しかも神的な目線ではなく、虐

は現在一周まわって、逆に新鮮な笑いとして、多くの人を楽しませている。さ

を謳歌しているけど、そこにコトリと侵入してくる何かが静かに、でも確実に

げられる側 ─ 彼の名前通り、地を這う者たちの目線で世界をとらえようとして

らにそこに、ラグビーのごとく勝利に向かって団結する熱い想いと、ホテルの

世界を狂わせていく。それは同時に、この世界と合わせ鏡となる私たちの現

いるのだ。前作『鎖骨に天使が眠っている』が「第 23 回劇作家協会新人戯曲賞」

ような非日常感とおもてなし精神までプラス。この笑いの空間は、一度味わっ

実社会への、ある種の警鐘を鳴らすのだ。カーンでもゴーンでもない コトリ

を、審査員の満場一致に近い形で受賞したのも納得の、期待の骨太作家だ。

たら再チェックインは必至だ。

という音の。

from company

from company

本作『ハルカのすべて』で、私は都市の「音」を舞台上に載せたいと思ってい

と思案していました。いつでもやれるように、できなかったことや、終わってか
ら思いついたこと、なかったことにしたいことを心の付箋にメモしてきました。
私の 5 年の思いをぜひご覧ください。

date

captain 村角太洋

profile

THE ROB CARLTON( ザ・ロブカ ールトン ) は 2010 年
12 月、敬愛する「ラグビー」と「ホテル」をコンセプトに
誕生しました。
Funny Interesting Emotional Hospitality こ
の理念のもと、紳士的な振る舞いと「限りなく喜劇に近
い芝居」を日々探求している非秘密集団です。

ます。普段、我々は周囲の音を無意識に選別しています。車の音、電車の音、

劇団員の半分は兵庫県民なので参加できることを喜んでいます。
title

『セミの空の空』
2019
11.15 FRI -18 MON

venue

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

cast/staff

作・演出 山本正典
出演

牛嶋千佳
要小飴
まえかつと
三村るな
野村有志（オパンポン創造社）
ほか

撮影：松田ミネタカ

title

で、それを踏まえて、自信を持って人と人がつくり出す機微を描いていこうと
思います。そして神戸を皮切りに東京公演と、1 〜 2 都市のツアーを予定して
いますので、神戸から始まる作品を全国に伝えていきます。

profile

2007 年結成。SF やサスペンスなど寓話的な設定を用い
ることで、現代社会における弱者の問題を隠しつつ滲み
出る戯曲と、笑えて軽妙で詩情のあるセリフによって、音
に集中させる、テンポとボリュームを操る演出を得意とす
る。シアトリカル應典院演劇祭「space×drama2010」
優秀劇団を受賞。2016 年に地方 3 劇団協働でおこなっ
た「対ゲキツアー」以降、ツアー公演を主にした本公演、
イベント的な小規模公演、演劇祭に参加する際の神出鬼
没な小作品など規模によって変幻自在な活動をしている。
作家・山本正典の受賞歴として、2018 年に第 9 回せんが
わ劇場演劇コンクール劇作家賞、第 25 回 OMS 戯曲賞
佳作を受賞。

date

『ハルカのすべて』
2020
2.6 THU -9 SUN

洗濯機の音、鳥の鳴き声等、毎日のように鳴っているはずの音を実は我々は全
く聞いていません。今回は、それらの「音」を見逃していると仮定します。見
逃された音を拾い上げる事で我々の日常を全く別の形で持って提示できれば
と思っています。主人公はハルカです。ハルカは都市を歩きます。そして都
市によって奏でられた音がハルカの心象風景を描き出します。ハルカはまた
我々の鏡でもあります。都市の音がハルカの身体で反射し、世界（我々）を変

venue

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

えていく、そんな作品をお見せ出来ればと思います。

cast/staff

作・演出 ピンク地底人 3 号

profile

出演

オーディションにて決定

「protothéâtre＝試作劇場（あるいは試作演劇）
」

profile

2013 年 6 月、主宰 FO ペレイラ宏一朗を中心に近畿大学
に通う同級生で旗揚げ。
扱う作品に決まった形はないが、人生において普遍的で
あり、誰しもが共感できる出来事を扱うことが多い。静
かでリアルな会話を主とし、観客の過去の思い出や経験
を呼び起こす。
「借景」に似た作り方をしている。
短編演劇祭「フェスティバル」など、本公演だけでなく独
撮影：河西沙織（壱劇屋） 自の企画や、夜間定時制高校を舞台にした作品で学校公
演なども行っている。2015 年 2 月、第四回本公演「ノク
ターン」がウイングカップ 5 最優秀賞を受賞。

https://momochinosekai.tumblr.com

Feb

「音で楽しむ演劇」
「耳を澄まして観る作品」と評されることが多く、2019 年 2

2014 年に上演した「アサ村ショウ一郎」という作品を大幅にリメイクして挑み
ます。
「他者によって語られる個人」というものにスポットを当て、架空の町を
舞台に、曖昧な記憶、認識のズレや、捉えられない人物像から生まれる悲劇を
描きます。プロトテアトルとしては最大人数、最大規模での作品になります。

KAVC FLAG COMPANY 2019 では主宰の大熊が演出
を担当。マイムパフォーマンスによる視覚的な面白さと、
観客と共に移動しながらの上演や舞台と客席を交換して
の上演など、トリッキーな演出が特徴。

た内容。THE ROB CARLTON は現代の小劇場界に、80 年代のアメリカン・

月に行った初めての福岡公演での現代劇でも同様に評価していただけたの

作・演出 FO ペレイラ宏一朗

陣公演では約 6000 人を動員、十周年記念公演では森ノ

はたから見ると世界を動かす気配など一ミリも感じない、どうでもよさに満ち

なかなか記憶に残っていまして、隙あらばまたどこかでできないものだろうか

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

cast/staff

無料など様々な取り組みも行なっており、五ヶ月連続の殺

ピンク地底人 3 号。このペンネームから面白おかしい芝居を想像したら、予想外

撮影：山口真由子

venue

小島翔太
豊島祐貴

劇団名の「コトリ」は、小さな鳥ではなく、何かが落ちたり動いたりした時の

オペレーション」のリメイクです。私はこの「スティング・オペレーション」が

『X X 』
2020
2.14 FRI -16 SUN

出演

劇団。近畿圏外からのお客様半額プランや高校生以下

『東京ブラストーリー』以来のオリジナル長編作品を上演。

コトリ会議

撮影：アラキハルカ（MockMops）

title

大阪と京都の狭間、枚方を拠点に高校演劇全国大会出

のような王道娯楽演劇をモットーに、今回は旗揚げ公演

2019

from company

date

ピンク地底人 3 号

2015 年にピンク地底人 3 号のイマジナリーフレンド、桃地
patric 伸弥の作品を上演するための団体として発足。桃地
が母国アメリカへ帰国した後は 3 号がピンク地底人では出
来ない作品を上演する場に変化を遂げる。元納棺師という
異色の経歴を持つ 3 号の、如何にして「生きること」と「死
ぬこと」を描くかという問いを軸に展開される物語は、2019
年『わたしのヒーロー』で第 6 回せんだい短編戯曲賞大賞、
2019 年『鎖骨に天使が眠っている』で第 24 回劇作家協会
新人戯曲賞をダブル受賞するなど高い評価を得ている。

2019 年

2020 年

4月

1月
5月

https://www.kavc.or.jp/kfc/2019 -2020/

『STING OPERATION』
2019
6.28 FRI -30 SUN

date

てきました。今回もどんな事をしたら楽しいかな、と考えてワクワクしながら

『ゴールデンエイジ』
2019
10.18 FRI -20 SUN

ほか

#kavcflagcompany

date

THE ROB CARLTON Banquet hall

撮影：河西沙織（壱劇屋）

たちは結成当時から、自分たちの好きな事を真面目にふざけながらやり続け
title

KAVC は大熊が初めて自劇団以外で立った舞台でした。KAVC プロデュース
の「X と Y のフーガ」というマイム公演でした。この公演に出演したことで、僕
は舞台のいろはを学び、ありとあらゆることを体感しました。その後も KAVC
主催公演に二回出て、毎日神戸に通いました。そんな思い出多き KAVC で自
劇団の公演ができる。嬉しいです。当時ホールで稽古をしている時に、もし
自分が演出する時はこの広々とした空間をそのまんまオールフラットで、観客
もオールスタンディングの公演がしたいと考えてました。それをやります。

ハイテンポで繰り出される、無駄に装飾が多い会話。当人たちは真剣だけど、

今回の「STING OPERATION」は、2014 年に京都で上演した「スティング・
title

この度 KING & HEAVY は、約 3 年ぶりにオリジナル新作を上演します。僕

出演

http://www.rob-carlton.jp/

from company

撮影：Toru Imanishi

from company

from company

cast/staff

どうでもよさにあふれた紳士たちの世界を
今では新鮮なオールド・スタイルの会話劇で。

Jun

過去の記憶は、私たちの今と未来を映し出す。
辛口のノスタルジーを 借景 に描く世界。

る。パントマイムを多用した不条理な芝居や、台詞を一切使わず殺陣だけで

THE ROB CARLTON

6

http://www.prototheatre.com/

Feb

#kavcflagcompany

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

2

マニアックだけど、決して難しくはない。
大衆的だけど、簡単にはとらえられない。

Dec

プロトテアトル

彼らは自分たちの表現を「パブリック（大衆性）とマニアックの間」と説明す

https://www.kavc.or.jp/kfc/2019 -2020/

cast/staff

2020

http://ichigekiya.com/

参加劇団の中で、唯一神戸を拠点とする KING & HEAVY。彼らは自分たち

from company

venue

12

壱劇屋

の作風を、野球の球種・シンカーに例える。確かに一見直球のエンタメ芝居

るものはない。

date

魔球シンカーのように、観る人を惑わせ楽しませる
「エンタメだけど◎◎」な、神戸スタイルの継承者。

Oct

2019

合いだからこその、良い意味での内輪感覚だ。今ドキの若者言葉を活かした、

挑戦するという。思い切った冒険も、この劇団員たちが一丸となれば、恐れ

『大暴力』
2019
6.7 FRI -9 SUN

http://king-and.heavy.jp

とにかく秀逸なのは言葉のセンス。そして劇団員全員が大学時代からの付き

だ。しばらくは長編を封印し、言葉の面白さに特化した超短編オムニバスに

撮影：堀川高志（kutowans studio）

KING&HEAVY

10

「フィクション」と割り切った世界の中で
笑いと痛みのボーダーを全員攻撃で攻める。

Jun

title

2019

https://tokumeigekidan.jimdo.com/

2月
6月

年間スケジュール

ももちの世界『ハルカのすべて』
プロトテアトル『 X X 』

匿名劇壇『大暴力』
3月
THE ROB CARLTON
『STING OPERATION』
7月

8月
9月
10 月

KING & HEAVY『ゴールデンエイジ』

11 月

各劇団の公演詳細は
特設サイトで随時公開！

コトリ会議『セミの空の空』

12 月

壱劇屋『空間スペース 3D』

https://www.kavc.or.jp/kfc/2019-2020/
comment：吉永 美和子

