
2021年 秋、

石川・福井・富山の

劇団・カンパニーが

いろとりどり様々なジャンルの

舞台をお贈りします！

拝啓、
北陸の演劇は

元気です。

SNSもチェックしてね！　#かなざわリージョナルシアター  #げきみる

チケット
第1週・第２週
一般：1000円／学生：  500円
第３週～第８週
一般：1500円／学生：1000円
※当日券500円UP　※全公演日時指定 

9月1日（水） チケットWEB予約開始
（芸術村アクションプランウェブ、各劇団・カンパニー）

上演期間

2021年11月〜12月
11/6～12/26　毎週末上演

会場

金沢市民芸術村
PIT2ドラマ工房
石川県金沢市大和町１－１

開催期間

会場

チケット（入場料）

チケットご予約は
こちらから
右のコードをスマホにて読
み取り、げきみるウェブサ
イトよりご予約ください。

※または各団体までお問い合わせください

北陸３県の劇団が
毎週末上演するよ！

Agクルー ※上演団体変更になりました

ジュニア・クラブ

フガフガLaboratory

浪漫好 – Romance -

L A V I T

 演劇ムーブメント えみてん

劇 団 羅 針 盤

演芸列車「東西本線」

福井

富山



〒920−0046 金沢市大和町 1−1
TEL 076-265-8300　FAX 076-265-8301
URL http://www.artvillage.gr.jp

演芸列車「東西本線」劇団羅針盤

演劇ムーブメント えみてんL A V I  T

浪漫好　ーRomanceーフガフガLaboratory

ジュニア・クラブAgクルー

拝啓、 北陸の演劇は元気です。
かなざわリージョナルシアター 2021、今年のげきみるは石川・福井・富山の劇団
が毎週末、芸術村ドラマ工房にて上演します。北陸３県の演劇を渡り歩き「北陸横
断通行手形」を完成させると１公演無料になりますよ。さぁ、みんなで劇をみよう！

読みあわせ三文豪
泉鏡花「紅玉」/室生犀星「大槻伝蔵」/徳田秋聲「余震の一夜」

Agクルーは、50歳以上の方で演劇や朗読を楽しむ、
シニア演劇集団（講座）です。金沢市民芸術村の事業か
ら独立。夜と昼の講座があり朗読や公演を自主的に企
画しています。いつも気になっていた。なりたかった
自分になる。さ、あなたもはじめませんか？

チケット：一般1000円・学生500円
 agcrew50@gmail.com

Facebook

11/6土 13:00～ 11/7日 13:00～

列車に乗って、エンタメの東へ西へ舞台を駆ける空想活劇っ！

個性×個性のムーブメントこの人物は存在しません

浪漫が溢れる舞台を！！フガフガなことを日々研究

見て聞いて感じて　創り上げようＲ５０～五十歳からの演劇集団（講座）
11/13土 13:00～

17:00～ 11/14日 13:00～

11/20土 19:00～ 11/21日 1 1:00～
15:00～ 11/27土 14:00～

19:00～ 11/28日 1 1:00～
14:00～

12/3金 20:00～ 12/5日 1 1:00～
14:00～12/4土 14:00～

19:00～

12/17金20:00～ 12/19日14:00～12/18土 16:00～ 12/24金 19:30～ 12/26日 13:00～
17:00～12/25土 14:00～

19:00～

12/11土 14:00～
19:00～ 12/12日 13:00～

福井

富山

第１週 第2週

第3週 第4週

第5週 第6週

第7週 第8週

キッズデー！赤ちゃんもOK！

11:00上演回のみキッズデーです。

アフタートークあります

「トシシュン？」
「おしょうさんとこぞうさん」
子ども達（小３～高２）の音読・朗読劇・群読・芝居
を通じ、自尊感情を育む方向で活動を展開している。
芸術村の事業として発足し、今年は１１年目。昨年は
コロナで翻弄された。８月にはアート工房での公演を
YouTube 配信し、さらに３月には観客を５０名に絞
り YouTube 配信にも取り組んだ。

チケット：一般1000円・学生500円
 junior.club.kanazawa@gmail.com

Facebook

マルチダ
フガフガ Laboratory はフガフガ（いろんなことを）
Laboratoty（研究します）をモットーに福井県で
活動している劇団です。２００９年に県内の３劇団が
合体して結成され、以降年１～２回の研究発表会を
行っています。演劇の他、落語やお菓子やキャンプな
ど研究には余念がありません。

チケット：一般1500円・学生1000円
 050-5215-7755
 info@fugalabo.jp

Website

404 NOT FOUND
ラビ【ダンサー／俳優】東京の音楽専門学校にて歌と
ダンスと作曲を学び卒業後パフォーマーとして都内の
クラブ・小劇場・遊園地などで場数を踏む。２０代半
ばに体を壊し富山で１年半療養後、金沢へ拠点を移し
舞台俳優として活動再開。現在はテレビＣＭの振付や
コンクール審査員など幅広い分野で活躍中。

チケット：一般1500円・学生1000円
 lavit.staff@gmail.com

Website

ポ ケット芝居
こんにちは！浪漫好です！今回リージョナル初参加で
す！主に「コメディ」を題材にした舞台を制作してい
ます。「浪漫」とは感情的に物事を捉える事。喜怒哀
楽が溢れる舞台を作り、お客様に「楽しんで貰える」
面白い作品を作って参ります！

チケット：一般1500円・学生1000円
 080-4254-9251 ( 担当 : 高田 )
 gaotiankou06@gmail.com

Twitter

異 邦人の庭
富山出身の俳優天神祐耶と女優のとえみが面白いと
思う事をするユニット。結成当初から舞台のみならず
映像作品への出演も積極的に行い、昨年は俳優西村ま
さ彦主催 W.V.A にて演技講師を 1 年間担当した。上
演戯曲や演技に真摯に向き合い、クオリティの高い作
品作りを第一に考えている。

チケット：一般1500円・学生1000円
 070-8356-1408
 emiten.tym@gmail.com

Website

教 室に先生と勇者
「笑って泣ける全力疾走エンターテインメント」を
テーマに、言葉と肉体を駆使して熱い演劇作品を展開。
映像やイベントなど「お芝居のお仕事」も多数手がけ
つつ、コロナ禍でも無言劇『SCENE』など精力的に
活動を行っている。ある意味ちょっと諦めが悪いのか
もしれない。全ては、お芝居溢れる街を目指して。

チケット：一般1500円・学生1000円
 080-3749-5489
 gekirashinban@gmail.com

Website

東 西本線演芸ショー
東川清文と西本浩明によるユニット。皆さんに「面白
い！」を届けるため各駅停車で運行中。演劇を中心に
活動しているはずだが、それ以外の面白そうなことに
頑張りすぎた結果、本公演は５年ぶりの上演という本
末を見失いかけた団体。今回は落語・朗読・コント・
ドラマとアラカルトな楽しみをお届けします。

チケット：一般1500円・学生1000円
 touzaihonsen@gmail.com

Facebook

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などにより、開催内容等が変更、または
公演中止となる場合がございます。予めご了承ください。

●37.5 度以上の発熱等、体調がすぐれない場合のご来場はご遠慮ください。
●ご来場の際は、マスク着用の上、手洗い・消毒・検温などの感染予防にご協
力をお願いいたします。

●最新情報・詳細は、WEB・SNS をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 政府の基本

方針 及び（公社）全国公立文化施設協会のガイドラ

インに基づき、 当面の間、右記の対策等を十分講じた

上で、本公演を上演いたしますので、ご理解・ご協

力くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症対策のためのお願い

感染症予防策実施中

マスク着用を
お願いします

入場時の検温に
ご協力ください

ピピっ

体調の優れない方は
入場をお控えください

ご入場の際は
消毒をお願いします

こまめに手を
洗いましょう

適切な距離を
保ってください

主催：金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会・
公 益 財 団 法 人 金 沢 芸 術 創 造 財 団 ・
2021ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭実行委員会・
石川 県・一 般 財 団 法 人石川 県 芸 術 文化 協 会

共催：金沢市

後援：金沢市教育委員会・北國新聞社・北陸中日新聞・
MRO北陸放送・石川テレビ放送・テレビ金沢・
HAB北陸朝日放送・金沢ケーブル・エフエム石川・
ラジオかなざわ・ラジオななお・ラジオこまつ

企画：ドラマ工房ディレクター 竹下実季子・東川清文

デザイン：＋FACTORY

製作：かなざわリージョナルシアター2021 製作委員会

※第１週目上演枠は「北陸学院高校演劇部」より「Agクルー」に上演団体変更となりました。ご了承ください。


