
2019年 3月 19日 
ストレンジシード静岡事務局 

 

◎お問合せ 
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 演劇・ダンスの野外フェス 「ストレンジシード静岡 2019」 

全出演者ラインアップとタイムテーブル発表！ 
 

 

静岡の街なかが、劇場に変わる。演劇とダンスの野外フェスティバル「ストレンジシード静岡 2019」が、今年も

開催。今回追加発表される静岡勢 4 組を含む全 26 組の出演者とタイムテーブル、さらにオープニングパレ

ードやシンポジウムを発表。 

ゴールデンウィーク後半、静岡市街地は、未知との出合いや、思わず立ち止まり、感動する自分に出会える

ような、驚きに満ちた場所=劇場に変貌します。気鋭の劇団やダンスカンパニー、パフォーマーたちが、見慣

れた日常空間に魔法をかけます。しかもほぼすべての演目が新作初演。再演作品も野外バージョンとして生

まれ変わります。舞台ファンから親子連れまで、老若男女すべての方におすすめできるアウトドア劇場体験。

しかも、すべて予約不要で参加無料です！ 

 

◎全出演者ラインアップ 〜 海外 2 カ国、国内 10 地域より全 26 組 

《海外》 Magik Fabrik （マジック・ファブリック） 〈フランス〉 / HURyCAN（ウリカン） 〈スペイン〉 

《国内》  ままごと × 康本雅子 〈東京/京都〉 / 梅棒 〈東京〉 / 黒田育世（BATIK） 〈東京〉 / 範宙遊

泳 〈東京〉 / ロロ 〈東京〉 / 山田うん 〈東京〉 / FUKAIPRODUCE 羽衣 〈東京〉 / ホナガヨウコ企画 

〈東京〉 / KPR／開幕ペナントレース 〈東京〉 / 川村美紀子 × 米澤一平 〈東京〉 / いいむろなおきと静

岡ストレンジシーズ 〈兵庫/静岡〉 / 壱劇屋 〈大阪〉 / オイスターズ 〈愛知〉 / 劇団こふく劇場 〈宮崎〉 

/ ブルーエゴナク 〈福岡〉 / カゲヤマ気象台 〈東京・静岡〉 / 劇団 短距離男道ミサイル 〈宮城〉 / 渡

邉尚(頭と口) 〈京都/沖縄/パリ〉 / 突劇金魚 〈大阪〉 / Mt.Fuji 〈静岡〉 / [NEW] 劇団「Z・A」 〈静岡〉 / 

[NEW] TEAM 劇街ジャンクション 〈静岡〉 / [NEW] 超歌劇団 〈静岡〉 / [NEW] 富士フルモールド劇場 〈静

岡〉 

 

◎「ストレンジシード静岡 2019」開催にあたって 

ゴールデンウィーク、日本中でいろんなイベントが開催されていますが、おそらく静岡市、駿府城周辺で巻き

起こるこの「ストレンジシード静岡」は、唯一無二のフェスだと自負しています。街の至る所で同時多発的に演

劇やダンス、パフォーマンスが、その場所を占拠し、その日だけの劇場をつくります。太陽が照明、風の音が

音楽に、通行人がエキストラになります。異化効果という言葉がありますが、風景の異化、日常の異化が、自

然と行われる不思議な 4 日間になることでしょう。舞台は限られた人たちのものではなく、もっと開かれそして

進化していくものであってほしい。そう願ってやみません。ぜひあなたも観客であり出演者になってしまうこの

フェスに参加してみませんか？  

プログラムディレクター ウォーリー木下 
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◎〔オープニングパレード〕 静岡演劇パレード「ストレンジパーティー」 

静岡で活動する劇団・演劇関係者による仮装ダンスパレード。ロミオやジュリエット他、古今東西の名作演劇

のキャラクターに扮した静岡地元の役者たちが静岡市役所「大階段ステージ」を出発し、静岡の街を舞台に

変えます。パレード終着の場所、駿府城公園内「芝生ステージ」ではストリートダンスを披露。事前にダンス振

付動画をチェックしていただけば、その場でダンスへの飛び入り参加が可能です。ダンス振付動画は 4 月上

旬ストレンジシード WEB サイトで公開！ 

 

【日時】 5 月 3 日（金）10:00〜10:30 

【会場】 静岡市役所（大階段ステージ） → 芝生ステージ 

【出演】 劇団渡辺・演劇ユニット【HORIZON】ほか 

 

◎〔シンポジウム〕 ストレンジシード静岡・インターナショナル・フォーラム 2019 

「ストリートシアターフェスティバルの社会的役割」 

 

これを聞かなければ、これからのフェスティバルは語れない！ 

世界が注目する「ソウル・ストリート・アート・フェスティバル」の芸術監督を長い間務めた Kim Jongseok（キム・

ジョンソク）氏を特別ゲストにむかえ、ストリートシアターフェスティバルの意味性とストレンジシード静岡の可能

性を探る。ソウル・ストリート・アート・フェスティバルにおける実験的試みの数々は、日本におけるフェスティバ

ルの今後を考える上で実に大きなヒントを与えるモノで、フェスティバル関係者、アーティストだけでなく、行

政の文化芸術担当者にとっても意義深いモノとなるでしょう。 

 

【出演】   キム・ジョンソク（劇場ディレクター、Gwacheon Festival 芸術監督）、ウォーリー木下（演出家、

ストレンジシード静岡プログラムディレクター）、渡邉尚（アーティスト）  

 ナビゲーター：甲賀雅章（クリエイター、ストレンジシード静岡コンセプター） 

【日時】 2019 年 5 月 5 日（日）11:00〜12:30 

【会場】 ギャラリーステージ（静岡市民ギャラリー） 

【料金】 予約不要・参加無料 

 

◎ストレンジシード静岡 2019 開催概要 

【名称】 ストレンジシード静岡 2019 

【日時】 2019 年 5 月 3 日（金・祝）〜6 日（月・振休） 11:00〜18:00（初日は 10:00 開始、最終日は 18:15 終了） 

【会場】 駿府城公園、静岡市役所・葵区役所、静岡市民文化会館（駐輪場）など静岡市内（下表参照） 

【料金】 予約不要・参加無料 

【クレジット】 プログラムディレクター：ウォーリー木下 

 運営・制作：佐和ぐりこ、若林康人、高橋ゆうき、渡辺亮史、蔭山ひさ枝、甲賀雅章、菅井一輝 

 広報：森隆一郎 アートディレクター：山口良太 写真：山口真由子、河西沙織 

 イラスト：しりあがり寿 

 コンセプト：甲賀雅章 

 主催：静岡市 共催：SPAC-静岡県舞台芸術センター 

 

◎各ステージ名称と場所 

ステージ名称 場所の詳細 

駐輪場ステージ 静岡市民文化会館敷地内、本物の駐輪場を舞台装置とした屋外ステージ 

芝生ステージ 駿府城公園内東側、立木に囲まれた芝生エリアを使用した、緑あふれるステージ 

大階段ステージ 静岡市葵区役所御幸通り側入口の広場、大階段が目印の野外ステージ 

水上鏡池ステージ 静岡市役所の駐輪場上部、大理石で作られた人工池を取り囲む、水のステージ 

レトロステージ 静岡市役所静岡庁舎本館、情緒漂う建物各所が上演場所となるレトロなステージ 

ギャラリーステージ 静岡市役所静岡庁舎本館内部展示スペース、市民ギャラリーを使用した室内ステージ 

十字路ステージ 静岡市街地、呉服町通りと七間町通りが交差する歩行者天国の路上ステージ 
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◎タイムテーブル 

5月3日（金） 

会場 駐輪場 芝生 大階段 水上鏡池 レトロ ギャラリー 
10:00  静岡演劇パレード「ストレンジパーティー」 

（10:00〜10:30）    
11:00 ロロ      
12:00  ままごと×康本雅子  劇団「Z・A」 ホナガヨウコ企画  
13:00   梅棒 Mt.Fuji 山田うん 

13:30-14:00 
範宙遊泳 

14:00   KPR／開幕ペナントレース 劇団 短距離男道ミサイル Magik Fabrik  
15:00   FUKAIPRODUCE羽衣  ホナガヨウコ企画  
16:00  いいむろなおきと 

静岡ストレンジシーズ 黒田育世（BATIK） 劇団「Z・A」  範宙遊泳 
17:00   梅棒    

 

5月4日（土） 
会場 駐輪場 芝生 大階段 水上鏡池 レトロ ギャラリー 
11:00 ロロ      

12:00  ままごと×康本雅子 KPR／開幕ペナントレース TEAM 劇街ジャンクション   
13:00  劇団こふく劇場 FUKAIPRODUCE羽衣 Mt.Fuji ホナガヨウコ企画  
14:00  いいむろなおきと 

静岡ストレンジシーズ 梅棒  山田うん 
14:30ー15:00 範宙遊泳 

15:00  ままごと×康本雅子 KPR／開幕ペナントレース TEAM 劇街ジャンクション Magik Fabrik  
16:00  広場トーク（SPAC主催） 

16:20-17:20 FUKAIPRODUCE羽衣 劇団 短距離男道ミサイル ホナガヨウコ企画  
17:00  渡邉尚（頭と口） 

17:30-18:00 黒田育世（BATIK）   範宙遊泳 
17:30-18:00 

 

5月5日（日） 
会場 駐輪場 芝生 大階段 水上鏡池 レトロ ギャラリー 十字路 
11:00 ロロ     シンポジウム 

11:00-12:30 
壱劇屋 

（事前説明） 
12:00  ままごと×康本雅子 HURyCAN 

12:30-12:45 超歌劇団 ブルーエゴナク   
13:00   梅棒  Magik Fabrik  KPR／開幕ペナントレース 

14:00  渡邉尚（頭と口）  劇団 短距離男道ミサイル カゲヤマ気象台 範宙遊泳 FUKAIPRODUCE羽衣 

15:00  いいむろなおきと 
静岡ストレンジシーズ 黒田育世（BATIK） 超歌劇団 ブルーエゴナク   

16:00  突劇金魚 HURyCAN Mt.Fuji   川村美紀子×米澤一平 

17:00  劇団こふく劇場 オイスターズ  カゲヤマ気象台 範宙遊泳 壱劇屋 
 

5月6日（月） 
会場 駐輪場 芝生 大階段 水上鏡池 レトロ ギャラリー 十字路 
11:00 ロロ      壱劇屋 

（事前説明） 
12:00  いいむろなおきと 

静岡ストレンジシーズ 梅棒  カゲヤマ気象台 範宙遊泳 FUKAIPRODUCE羽衣 

13:00  ままごと×康本雅子 オイスターズ 富士フルモールド劇場 ブルーエゴナク  川村美紀子×米澤一平 
14:00  劇団こふく劇場  劇団 短距離男道ミサイル Magik Fabrik   
15:00  突劇金魚 HURyCAN Mt.Fuji カゲヤマ気象台  FUKAIPRODUCE羽衣 
16:00  渡邉尚（頭と口） 梅棒  ブルーエゴナク  川村美紀子×米澤一平 
17:00  ままごと×康本雅子  富士フルモールド劇場   壱劇屋 
18:00   HURyCAN     
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◎出演者、演目等 《海外》 
アーティスト名 Magik Fabrik（マジック・ファブリック） 

 

タイトル INCOGNITO（アンコニト） 

ジャンル パフォーマンス 国、地域 フランス 
出演者 Alice Wood, Romain Ozenne 
スタッフ等 演出：Samuel Gardès, Romain Ozenne, Alice 

Wood、テクニカルディレクター ：Yannick 
Brisset、衣裳：Mathilde Lecornu 

会場 レトロステージ 
出演日時 3 日[金] 14:00 

4 日[土] 15:00 
5 日[日] 13:00 
6 日[月] 14:00 

上演時間（分） 50 分 

作品紹介 
 

小さな木のボックスを舞台に繰り広げられるバカバカしくもペーソス漂う無言劇。汚くて何もない、お
バカな２人、疑わしい目で世の中の流れを見る、そこにいるのはアンコニト(匿名者) 、そしてあなたも
そこにいる、彼らに利用されるかも知れない、古いカップや紐切れ、気難しいが面白い、アホだけど悪
賢い、権威や礼儀をからかう、そして耐え切れなく退屈な世界を壊すのを楽しむ、大人も子どもも楽し
める 

プロフィール Magik Fabrik は、2005 年に Alice Wood と Romain Ozenne の芸術的な出会いから生まれました。彼
らは音楽と演劇の両方の様々なプロジェクトを通して新たな表現様式を創造してきました。無言劇に強
くインスパイアされた彼らは、身体表現、音楽、オブジェクトシアター、道化師といった分野のミック
スに非常に高い関心を示し、作品を制作しています。 

 
アーティスト名 HURyCAN（ウリカン） 

 

タイトル Te Odiero（テ・オディエロ） 

ジャンル パフォーマンス 国、地域 スペイン 

出演者 CANDELARIA ANTELO 
ARTHUR BERNARD BAZIN 

  
会場 大階段ステージ 
出演日時 5 日[日] 12:30 / 16:00 

6 日[月] 15:00 / 18:00 
上演時間（分） 13 分 
作品紹介 
 

行動が欲望をかき乱す。不器用さ、直接向き合う身体、激しくも優しい男と女の物語。そこには、人間
の潜在意識と深い愛が流れているようだ。 

プロフィール 限界とコミュニケーションの可能性をダンスを通じて体感させる 。 
一つ一つの動きが彼らのアイデンティティと繋がっている重要な表現であり、ダイナミックなバランス
が想像、物語性、感情をむき出しにしていく。 
我々が持っているコンテンポラリーダンスのイメージを破壊するほど、HURyCANのダンスは暴力的で､
そして美しい。 
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◎出演者、演目等 《国内》 
アーティスト名 ままごと × 康本雅子 

 

タイトル 無題 

ジャンル 演劇・ダンス 国、地域 東京/京都 
出演者 石倉来輝、小山薫子 
スタッフ等 振付：康本雅子、脚本：柴幸男 

制作：加藤仲葉、宮永琢生 

会場 芝生ステージ 
出演日時 3 日[金] 12:00 

4 日[土] 12:00 / 15:00 
5 日[日] 12:00 
6 日[月] 13:00 / 17:00 

上演時間（分） 25 分 

作品紹介 
 

ままごとの柴幸男が昨年ストレンジシードに参加した時に知った静岡の街を戯曲にし、それをダンス作
品のように康本雅子に演出することを依頼して実現化した、ストレンジシードが続いているからこそで
きた作品です。 

プロフィール ストレンジシード 2018 に参加した「ままごと」が、同年に参加していた「康本雅子＋テニスコーツ」
のピースフルなパフォーマンスに感銘を受け実現したコラボレーション。劇作家の柴幸男（ままごと）
による書き下ろし戯曲を元に、ダンサー・振付家の康本雅子が構成・演出・振付を担当する。出演する
のは、昨年「ままごと」に加入した石倉来輝と小山薫子の 2名。石倉は、これまでに「スイッチ総研」
の公演に多数参加するほか、SPAC『高き彼物』など多種多様な演劇作品に参加。小山は、柴が専任講
師を務める多摩美術大学 美術学部 演劇舞踊デザイン学科を卒業したのち「ままごと」に加入。主な出
演作品はままごと『ツアー』、円盤に乗る派『正気を保つために』など。 

 
アーティスト名 梅棒 

 

タイトル BBW～ビッグ・ビューティフル・ウーマン～ 

ジャンル ダンス・パフォーマンス 国、地域 東京 
出演者 梅澤裕介、飯野高拓、遠山晶司、天野一輝、野田裕

貴、五十嵐結也、eat 
会場 大階段ステージ 
出演日時 3 日[金] 13:00 / 17:00 

4 日[土] 14:00 
5 日[日] 13:00 
6 日[月] 12:00 / 16:00 

上演時間（分） 約 20 分 
作品紹介 
 

ケーキ屋の男の子に片思いをしている少しぽっちゃりしている女の子が、突如現れた応援団の応援を受
け告白を目指すストーリー。ダンス×演劇×J-POP で魅せるエンターテイメント作品。 

プロフィール ストーリー性の有る演劇的な世界観をジャズダンスと J-POP で創り上げ、「多くのお客様が感情移入し、
共感、感動できるパフォーマンス」を信条に「劇場型ダンスエンタテインメント」を提供。 
2009 年、ストリートダンス界最大のコンテスト『JAPAN DANCE DELIGHT vol.16』にて特別賞受賞。
ジャズダンスを用いたチームでは前例のない偉業を成し遂げる。2012 年、国内最大の振付作品コンテ
スト『Legend Tokyo chapter.2』にて圧倒的な得票で優勝。日本一の称号を手にする。同年より活動
の中心を劇場公演へ移す。演劇・ダンス・音楽ファンなど様々なエンタメ好きに好評を博し、2018 年
は 20,000 人超の動員を記録。話題の TVドラマやミュージカル、アーティスト LIVE 等の振付も行い業
界各所からの注目度も急上昇。『ダンス×演劇×J-POP』エンタテインメントの現在を進化させ続ける、
最注目の団体。 
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アーティスト名 黒田育世（BATIK） 

 

タイトル モニカモニカ 

ジャンル ダンス 国、地域 東京 
出演者 大熊聡美、松本じろ（演奏） 
スタッフ等 振付：黒田育世、音楽：松本じろ、制作：瀧本麻璃英 

会場 大階段ステージ 
出演日時 3 日[金] 16:00 

4 日[土] 17:00 
5 日[日] 15:00 

上演時間（分） 約 20 分 

作品紹介 
 

選べない交われない戻れない許されない終われない分からない 
それでも嬉しくてまだ止めない 
ただただからだがもげそうで 

プロフィール 黒田育世の振付による創作を中心としたダンスカンパニー。02 年に設立、主な作品に『SIDE B』
『SHOKU』『ペンダントイヴ』『おたる鳥をよぶ準備』など。17 年に新作『THE RELIGION OF BIRDS』
を発表、各地で好評を博した。これまでにダンスアンブレラ・フェスティバル、ベネチア・ビエンナー
レ、スペイン・サラゴサ万博、シンガポール・インターナショナルフェスティバル・オブ・アーツなど
に招聘され、世界 16 カ国で作品を上演。敢えてバレエのテクニックを基礎にもったカンパニーとして、
多様化するコンテンポラリーダンスの表現の中で「踊ること」にこだわった活動を行っている。 

 
アーティスト名 範宙遊泳 

 

タイトル シリーズ おとなもこどもも 
「フィッシャーマンとマーメイド」 

ジャンル 演劇 国、地域 東京 
出演者 埜本幸良、油井文寧 
スタッフ等 作・演出：山本卓卓、制作：坂本もも 

会場 ギャラリーステージ 
出演日時 3 日[金] 13:00 / 16:00 

4 日[日] 14:00 / 17:30 
5 日[日] 14:00 / 17:00 
6 日[月] 12:00 

上演時間（分） 20～30 分 

作品紹介 
 

おとなもこどもも一緒に観ることのできるへんてこな演劇のシリーズをはじめます。第一弾は、うそつ
きな釣り人と人魚姫のお話です。 

プロフィール 2007 年発足。すべての脚本と演出を山本卓卓が手がける。生と死、感覚と言葉、集団社会、家族、な
ど物語のクリエイションはその都度興味を持った対象からスタートし、より遠くを目指し普遍的な「問
い」へアクセスしてゆく。近年は舞台上に投写した文字・写真・色・光・影などの要素と俳優を組み合
わせた独自の演出と、観客の倫理観を揺さぶる強度ある脚本が注目を集め、マレーシア、タイ、インド、
中国、アメリカ、シンガポールで公演や国際共同制作なども行ない、活動の場を海外にも広げている。
『幼女 X』で Bangkok Theatre Festival 2014 最優秀脚本賞と最優秀作品賞を受賞。アジアン・カル
チュラル・カウンシル（ACC）日米芸術交流プログラム NY フェローシップ対象者として、2019 年に
半年間のニューヨーク渡航を控えている。 
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アーティスト名 ロロ 

 

タイトル グッド・モーニング（ストレンジシード静岡 ver.） 

ジャンル 演劇 国、地域 東京 
出演者 望月綾乃、大場みなみ 
スタッフ等 作・演出：三浦直之、制作：奥山三代都 

会場 駐輪場ステージ 
出演日時 3 日[金] 11:00 

4 日[土] 11:00 
5 日[日] 11:00 
6 日[月] 11:00 

上演時間（分） 45 分 

作品紹介 
 

誰もが惚れ惚れするような「おはよう」を言ってみたくて、私はひとり朝練をしてる。まだ誰もいない
駐輪場で、完璧な「おはよう」の特訓。昨夜を光に返してあげるための「お」と、朝霧に溶けて忘れさ
られる「は」と、チャイムにもかき消されない、あなたにだけ手渡す「よ」と、どこまでも伸びて夕暮
れまで残る「う」を言えるように、ひたすら口角筋を鍛え上げていく。お、は、よ、う、お、は、よ、
う。遠くから誰かのペダルを漕ぐ音が聞こえてくる。いよいよ本番だ。開口一番、私は青春史上最高の
挨拶を決めて、きっとあなたは一目惚れをする。 
 

プロフィール 劇作家・演出家の三浦直之が主宰を務める劇団。2009 年結成。古今東西のポップカルチャーをサンプ
リングしながら既存の関係性から外れた異質な存在のボーイ・ミーツ・ガール＝出会いを描き続ける作
品が老若男女から支持されている。15 年に始まった『いつ高』シリーズでは高校演劇活性化のための作
品制作を行うなど、演劇の射程を広げるべく活動中。主な作品として『LOVE02』（12 年）、『ハンサ
ムな大悟』（15 年）、『BGM』（17 年）など。『ハンサムな大悟』は第 60 回岸田國士戯曲賞最終候
補ノミネート。 

 

 

アーティスト名 山田うん 

 

タイトル 山田うんソロダンス 

ジャンル ダンス 国、地域 東京 
出演者 山田うん 
スタッフ等 振付：山田うん 

会場 レトロステージ 
出演日時 3 日[金] 13:30 

4 日[土] 14:30 

上演時間（分） 30 分  

作品紹介 
 

静岡でのびのび過ごした子供時代を思い出しながら一人のびのび踊らせていただきます。 

プロフィール 静岡市で過ごした子供時代（静岡市立安東小学校）に、民謡踊りや器械体操を始める。その後バレエや
舞踏を学び、渡米、渡仏を経て現在は世界各国で振付家、ダンサーとして活躍している。平成 26 年度
芸術選奨文部科学大臣新人賞。平成 28 年度文化庁文化交流使として 11 ヵ国 23 都市を訪問。5/24-26 
Co.山田うん新作「プレリュード」(世田谷パブリックシアター) 
http://yamadaun.jp/ 
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アーティスト名 FUKAIPRODUCE羽衣 

 

タイトル 『浴槽船』（3,4）、『果物夜曲』（5,6） 

ジャンル パフォーマンス 国、地域 東京 
出演者 深井順子、日髙啓介、鯉和鮎美、高橋義和、澤田慎

司、キムユス、新部聖子、浅川千絵 
スタッフ等 制作：坂田厚子 

会場 大階段ステージ（3,4）、十字路ステージ（5,6） 

出演日時 3 日[金] 15:00 
4 日[土] 13:00 / 16:00 
5 日[日] 14:00 
6 日[月] 12:00 / 15:00 

上演時間（分） 約 30 分 
作品紹介 
 

作・音楽家の糸井幸之介の、音楽と芝居を融合した”妙―ジカル”という独自の手法が際立つ、20 分弱の
1シーン（＋1曲）を場所に合わせて 2演目上演いたします。 
『浴槽船』（3 日・4 日）は、浴槽の中で思いを巡らす女性を描いた一篇。なお、本作は演劇の動画コ
ンテストであるクオータースターコンテストにて優勝もかざっています。（撮影/杉田協士） 
https://youtu.be/-Rqu4aEkL3Q 
『果物夜曲』（5 日・6 日）は、都会の片隅で生きる男女のささやかな営みを描いた一篇。札の辻なら
ではの「果物夜曲」にご期待ください。 

プロフィール 2004 年女優の深井順子により設立。作・演出・音楽の糸井幸之介が生み出す唯一無二の「妙―ジカル」
を上演するための団体。 妖艶かつ混沌とした詩的作品世界、韻を踏んだ歌詩と耳に残るメロディで高い
評価を得るオリジナル楽曲、圧倒的熱量を持って放射される演者のパフォーマンスが特徴。 第 14 回公
演『耳のトンネル』（2012 年上演）にて CoRich 舞台芸術まつり!2012 春グランプリを受賞。第 22
回公演『瞬間光年』（2017 年上演）にて、第 62 回岸田國士戯曲賞最終候補となる。 09 年から LIＶ
Ｅ活動を開始。イベント出演など本公演以外にも活動の範囲を広げている。 19 年 6 月には本多劇場に
て新作公演『ピロートーキングブルース』を控えている。 
 

 

アーティスト名 ホナガヨウコ企画 

 

タイトル 鳥式（とりしき） 

ジャンル パフォーマンス 国、地域 東京 
出演者 ホナガヨウコ、上田創、高山幸男 

会場 レトロステージ 
出演日時 3 日[金] 12:00 / 15:00 

4 日[土] 13:00 / 16:00 

上演時間（分） 30 分 

作品紹介 
 

音楽と身体の動きをセッションさせつつ同時制作する“音体（おんたい）パフォーマンス”。 
今回のテーマは、静岡にお茶の種子を運んできたと云われる有難い鳥（=勝手な想像です）を敬い祀る儀
式をイメージした新作。 
静かで重々しい雰囲気になるかと思いきや、そもそもドラム入れてる時点でそうなるはずもなく。 
アヴァンギャルドに攻めつつも、やはりホナ企画の根底はポップ！ 
ドラマーの高山幸男、ダンサーの上田創、ホナガヨウコの 3人による、生演奏で動き回る“スポーツバン
ド”スタイルのダンスパフォーマンスに乞うご期待！ 
 

プロフィール ダンスパフォーマー/振付家のホナガヨウコが企画・構成・振付をつとめる“音体パフォーマンス”カンパ
ニー。2009 年結成。視覚的に音楽を感じさせる身体表現を目指し、作品ごとにミュージシャンを招い
たり、ホナガ自身が作曲＆演奏したりと、主に音楽とダンスを同時制作するスタイルをとる。これまで
に、にせんねんもんだい、サンガツ、d.v.d、テニスコーツ、木下美紗都、環 ROY、さよならポニーテ
ール等、多くのミュージシャンともコラボレーション。個性溢れるダンサー達と共に、舞台、音楽フェ
ス、アートイベント等において、前衛的でありつつもポップでキャッチーな作品を発表し続けている。
代表作に『リアル感電!!』『愛さないで下さい』『君の知らない転び方』『ななめライン急行』等。 

 

写真：杉田協士 
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アーティスト名 KPR／開幕ペナントレース 

 

タイトル 宇宙ごっこ 

ジャンル 演劇 国、地域 東京 
出演者 高崎拓郎、G.K.Masayuki、岩☆ロック 
スタッフ等 主宰・演出：村井雄 

会場 大階段ステージ（3,4）、十字路ステージ（5） 
出演日時 3 日[金] 14:00 

4 日[土] 12:00 / 15:00 
5 日[日] 13:00 

上演時間（分） 約 25 分 
作品紹介 
 

「ここは未来の宇宙ステーション。地球最後の日に集まったみんな、いまから宇宙飛行士に扮した三人
の宇宙人が君たちをさらいに来るよ。タッチされると宇宙人になっちゃうからしっかり逃げてね。最後
迄タッチされなかった君が “真の地球人”だ！」というナレーションから始まるこの『宇宙ごっこ』は単
なる追いかけっこではありません。これは危険ではないと分かっていても、追われると逃げてしまう生
物に備わる本能なのかも知れません。日常生活では感じにくい、この生物としての本能の解放こそが、
この『宇宙ごっこ』の目的のひとつです。地球人類とは異なる生物に追いかけられることから得られる
発見と可笑しさと少しの恐怖は、老若男女、国籍を問わない貴重な体験となります。それらを宇宙人の
スローモーションで誘い出すこの『宇宙ごっこ』は、スローモーションであるがゆえに常に走り回る必
要はなく、お子様やご年輩の方も楽しむことの出来る新しい観客参加型のパフォーマンスです。 むしろ
他の観客の方々の反応や対応を観るのもとても楽しいというお声も頂戴しております。 

プロフィール 2006 年結成。2009 年のアメリカ・ニューヨーク公演で The New York Times 他、各種メディアより
評価を得る。2015 年よりスタートした海外ツアーでは、その「恐るべき俳優達による現代演劇作品
（Tuniscope：チュニジア）」は、「本物のアーティスティックな体験（La Provence：フランス）」
であり、「この衝撃的な作品を観てしまったら、もはやこの "地上" へ帰還することはできない
（Theatrorama：フランス）」と賞賛される。また、10000 個のトイレットペーパーによる超巨大便
器をオールスタンディングのシアタートラムに出現（2016 年東京公演）させたりと、海外での評価、
芸術関係者の注目を集めている。 ジャンルを超えたその世界観は、演出家・翻訳家である青井陽治氏よ
り「ハイパー・ナンセンスな不条理哲学喜劇」と評される。（※青井陽治氏は 2015 年より翻訳・ドラ
マターグで参加） 

 

 

アーティスト名 川村美紀子 × 米澤一平 

 

タイトル 爆音！札の辻！！！ 

ジャンル ダンス 国、地域 東京 
出演者 川村美紀子、米澤一平 
  
会場 十字路ステージ 
出演日時 5 日[日] 16:00 

6 日[月] 13:00 / 16:00 
上演時間（分） 約 30 分 

作品紹介 
 

江戸時代、幕府の新しいお触れを発信してきた聖地 ～札の辻～。そこは東海道から駿府城下町へと続く、
にぎわいへの入口です。この地から新時代の幕開けを祝し、札に掲げられる様々なお題に川村美紀子・
米澤一平が立ち向かいます。爆音御免！ぜひお見逃しなく！ 

プロフィール 川村美紀子 
1990 年生まれ。「どこからかの惑星から落下してきたようなダンス界のアンファン・テリブル」（Dance 
New Air 2014/石井達朗氏）とも紹介されるその活動は、国内外の劇場にとどまらず、屋外やライブイ
ベントでのパフォーマンス、映像・音楽制作、レース編みなど多彩に展開。 
 
米澤一平 
タップダンサー。熊谷和徳氏に師事、Kaz Tap Company 所属。黒人奴隷の歴史をルーツとし米国から
発祥されたオリジナルの『TAPDANCE』のカルチャーを学びながら、音楽、歌、ダンス、コミュニケー
ション、感情表現、”TAP する行為"から生まれる様々な対話の可能性を探ってる。 
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アーティスト名 いいむろなおきと静岡ストレンジシーズ 

 

タイトル スはストレンジのス 

ジャンル パフォーマンス 国、地域 兵庫/静岡 
出演者 いいむろなおき、市民参加 
スタッフ等 作・演出・構成・振付：いいむろなおき 

演出助手：田中秀彦 
会場 芝生ステージ 
出演日時 3 日[金] 16:00 

4 日[土] 14:00 
5 日[日] 15:00 
6 日[月] 12:00 

上演時間（分） 45 分 

作品紹介 
 

いいむろなおきが一般公募による参加俳優と共に、ストレンジシード静岡オリジナルのマイム作品を 1
週間でクリエイションして上演。芝生ステージを含む駿府城公園内の移動型作品です。参加者募集の締
め切りは 4月 14 日まで。 
 

プロフィール マイム俳優・演出家・振付家 
キャッチコピーは「関西生まれのおフランス育ち」。スタイリッシュで洗練されつつも常に笑いを忘れ
ないパフォーマンスをつくり続けている。兵庫県立宝塚北高等学校演劇科卒業。1991 年渡仏。パリ市
マルセル・マルソー国際マイム学院入学。1994 年同学院卒業後、ニデルメイエ国立音楽院コンテンポ
ラリーダンス科最上級クラス入学。翌年、審査員全員一致による金賞で首席卒業。 
フランスと日本でマイム、パントマイム、ダンスなどの公演活動やワークショップを行う。1998 年、
拠点をフランスから日本に移し、「いいむろなおきマイムカンパニー」の名称で活動開始。ソロやカン
パニーでの舞台公演、京都でロングランを続ける『ギア』など外部出演、マイム作品演出、マイムワー
クショップやマイム指導、海外フェスティバルへの参加等、幅広く活動中。 

 

アーティスト名 壱劇屋 

 

タイトル 関西UMA大集合 / 関西 UMA大行進 

ジャンル 演劇 国、地域 大阪 
出演者 大熊隆太郎、河原岳史、井立天、高安智美、半田慈

登 
スタッフ等 作・演出：大熊隆太郎 

会場 十字路ステージ 
出演日時 5 日[日] 11:00（大集合：事前説明） 

5 日[日] 17:00（大行進） 
6 日[月] 11:00（大集合：事前説明） 
6 日[月] 17:00（大行進） 

上演時間（分） 45 分 
作品紹介 
 

午前 11 時に【事前説明】会を行い、なぞを受け取る。そのあとはフリーで駿府城周辺 のポイントを回
り各場所にいる UMA と遭遇。その後、決められた時間に七間町商店街の南側に集合。そこからパレー
ドのように移動して札の辻でフィニッシュ。一日使って体験する作品。集合地点および詳細はストレン
ジシード静岡公式WEBにて 4月中旬に発表。 

プロフィール 大阪と京都を結ぶ京阪沿線を根城とする劇団。2008 年に高校演劇全国大会出場メンバーで活動開始。
複数の演出家が在籍しており、パントマイム、殺陣、無言劇、ツアー型演劇など、それぞれが様々に作
品をつくるという全国でも珍しい形の劇団。結成当初は河川敷で稽古する野性味溢れる集団だったが、
2014 年より門真市民文化会館の提携劇団となり、室内で稽古する快適さに驚く。ストレンジシードに
は 4年連続出演。皆勤賞である。静岡へ来る度に美味しいご飯を求め、パフォーマンスの合間に町を彷
徨う。一応 CoRich 舞台芸術アワード！2016、2017 全国一位など、ちゃんと評価も受けている。近年
の目標は静岡公演をすること。 
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アーティスト名 オイスターズ 

 

タイトル かなしくてかなしくて 

ジャンル 演劇 国、地域 愛知 
出演者 中尾達也、芝原啓成、森田匠、山本一樹、佐木崎美

穂、加川未友 
スタッフ等 作・演出：平塚直隆 

会場 大階段ステージ 
出演日時 5 日[日] 17:00 

6 日[月] 13:00 
上演時間（分） 約 25 分 
作品紹介 
 

涙を流して泣き続ける高校生。 
周りの人は、彼がなぜ泣いているのか妄想するが分からないので、 
次第にみんな泣く。 

プロフィール 名古屋を拠点に活動する劇団。2005 年、昭和 48 年生まれの俳優たちによるユニットとして“ジ・オイ
スターズ”結成。2008 年より“オイスターズ”と改名し劇団化。その舞台は「過剰なまでに会話劇」をテ
ーマとし、不条理な状況に追いつめられる人間を、ドライな会話で浮かび上がらせていく。作・演出の
平塚直隆は、「はだか道」で第 4 回仙台劇のまち戯曲賞、「トラックメロウ」で第 16 回劇作家協会新
人戯曲賞、「日本語私辞典」で若手演出家コンクール 2011 最優秀賞、「救急車を呼びました」で劇王
11~アジア大会~優勝など、他にも多くの受賞歴を誇る。最近では「ここはカナダじゃない」が第 61 回
岸田國士戯曲賞最終候補に選ばれた。オイスターズの由来は、シェイクスピアの台詞「The World is Mine 
OYSTER＝世界は俺の思い通りになる」から拝借したのだと公には言っているが、実際は「よく当たる」
という意味である。 

 

アーティスト名 劇団こふく劇場 

 

タイトル ロマンス 

ジャンル 演劇 国、地域 宮崎 
出演者 あべゆう、かみもと千春、濵砂崇浩、有村香澄（フ

リー）、中村幸（劇団ヒロシ軍） 
スタッフ等 作・演出：永山智行 

会場 芝生ステージ 
出演日時 4 日[土] 13:00 

5 日[日] 17:00 
6 日[月] 14:00 

上演時間（分） 約 25 分 

作品紹介 木々と人間と風の恋の物語。 

プロフィール 1990 年宮崎県都城市で結成。以降活動を全国へと広げる一方、人口 2万 5 千人の三股町の文化会館の
フランチャイズカンパニーとして、ワークショップ、小学校巡回公演、町民参加作品の創作や演劇フェ
スティバル「まちドラ！」の企画などを担っている。また、2007 年からは障害者も一俳優として参加
する作品づくり（みやざき◎まあるい劇場）をはじめ、質の高さ、活動の社会的な広がり、その両面か
ら高く評価されている。劇作家・演出家の永山智行は、2001 年『so bad year』で AAF 戯曲賞受賞。
同作をはじめ、戯曲は劇団外での上演も多く、三浦基（地点）、神里雄大（岡崎藝術座）、中島諒人（鳥
の劇場）らの演出家によって上演されている。劇団として、近年は、人間の普遍的な営みを、その身体
の発する音を手がかりに、作品ごとに様式を組みあげながらつくっている。 
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アーティスト名 ブルーエゴナク 

 

タイトル WE 

ジャンル 演劇 国、地域 福岡 
出演者 高野由紀子、高山実花、平嶋恵璃香 
スタッフ等 作・演出：穴迫信一、振付：吉本良太 

会場 レトロステージ 
出演日時 5 日[日] 12:00 / 15:00 

6 日[月] 13:00 / 16:00 
上演時間（分） 25 分 

作品紹介 その日は昼間か夕方で、見ている人は多かったり少なかったりした。 
わたしはそこで色んなことを提案したり話してみたりした。 
そうするとわたしとは別に２人、似ても似つかないわたしらしき人がいて、その人たちも出て来て少し
喋った。 
３人で色々喋って、解散した。わたしのことはわたしたちのことになっていて、比較的嬉しいな、だっ
た。― 歌と語りの中間の、音と声によって紡がれる「わたしたち」３人のはなし。   

プロフィール 福岡県北九州市拠点。作・演出である穴迫信一の元ラッパーという経歴から〈演出に独特のビート感・
戯曲に叙情的なリリック〉を用いた、音楽の感度を生かした手法が特徴。劇場のみならず、商店街・シ
ョッピングモール・モノレール車内など、日常的な空間を使った上演も多数行っている。また北九州以
外にも、高松市アーティスト・イン・レジデンス 2016 や、京都・アトリエ劇研創造サポートカンパニ
ーに選出されるなど、活動地域も広がりを見せている。2018 年にはロームシアター京都×京都芸術セン
ターＵ35 創造支援プログラム”KIPPU”に選出され、ロームシアターで新作を上演。地域やジャンルを超
え、新たな人やカルチャーと出会い受けた刺激を糧に、目に見えない『生々しい感覚』を覚えるような
作品づくりを目指す。 

 

 

アーティスト名 カゲヤマ気象台 

 

タイトル 清潔でとても明るい場所に向けて 

ジャンル 演劇 国、地域 東京/静岡 
出演者 キヨスヨネスク、田上碧、日和下駄 
スタッフ等 カゲヤマ気象台 

会場 レトロステージ 
出演日時 5 日[日] 14:00 / 17:00 

6 日[月] 12:00 / 15:00 
上演時間（分） 25 分 

作品紹介 これはカゲヤマの個人的な話なのですけど今、いかに快楽的に、享楽的になれるかということに興味が
ある。言い換えれば、街の中に潜在するミュージカル的、ショー的欲望を再発見する。喜劇。零度のエ
ンターテイメント。どこであれそこはいつでも清潔でとても明るい！というような作品。 
 

プロフィール 1988 年静岡県浜松市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。東京と浜松の二都市を拠点として活動する。 
2008 年に演劇プロジェクト「sons wo:」を設立。劇作・演出・音響デザインを手がける。2018 年よ
り「円盤に乗る派」に改名。「複数の作家・表現者が一緒にフラットにいられるための時間、あるべき
ところにいられるような場所」の構築を活動指針とする。2013 年、フェスティバル／トーキョー13 公
募プログラムに参加。2015 年度よりセゾン文化財団ジュニア・フェローに選出。近作に『正気を保つ
ために』（2018）『流刑地エウロパ』（2018）『シティⅢ』（2017、第 17 回 AAF 戯曲賞大賞受賞）
など。 
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アーティスト名 劇団 短距離男道ミサイル 

 

タイトル ウォーター・ボーイズ・オン・ザ・ラン 

ジャンル 演劇 国、地域 宮城 
出演者 本田椋、小濱昭博、武者匠、三澤一弥、神﨑祐輝 
スタッフ等 制作：赤羽ひろみ 

会場 水上鏡池ステージ 
出演日時 3 日[金] 14:00 

4 日[土] 16:00 
5 日[日] 14:00 
6 日[月] 14:00 

上演時間（分） 約 25 分 
作品紹介 まだそんなに遠くなんかないはずの、あの夏の恋。 

突き刺さるような熱線が赤銅さながらに肌を染め上げていた。 
ほろ苦い追想はオフショアに連れ去られていく。 
だけれど、今もまだ、あの手拍子だけが胸の奥に響いてるんだ…。 
（シンクロ！チャチャチャ！シンクロ！チャチャチャ！） 
…まぁ、おれ、カナヅチだけどネ☆ 
男はいつでも、走り出したときが、否、泳ぎ出したときが、青春だッッ・・・！！！ 

プロフィール 東日本大震災の直後となる 2011 年 4 月に「仙台、東北、そして日本を笑顔にしたい。」「なにか自分
たちにできることはないか。」という想いで、仙台の若手男性俳優によって結成された劇団。東北の風
土に磨かれた作品性を大切にしつつも、ストーリー性よりも各シーンの爆発力・瞬発力で勝負していく
特異なスタイルにより生まれた作品群は、「テンションとエモーションにおいて世界レベル」と評され
る。全国的な演劇活動を展開するとともに、地域に密着したアウトリーチ事業にも積極的に取り組んで
いる。幼児から高校生までを対象とする文化庁芸術家派遣事業（震災復興対応版）でのプログラム実施
や仙台市富沢遺跡保存館 「地底の森ミュージアム」とのコラボパフォーマンス、様々なジャンルのフェ
スティバルやお祭り・イベントへの出演、各種余興での営業活動など、活動は多岐に渡る。「仙台に、
東北に、日本に、世界に、活力を注入するため、我々は服を脱ぎ続けます。」2017 年 6 月『母さん、
たぶん俺ら、人間失格だわ』にて、「CoRich 舞台芸術まつり！2017 春」グランプリ受賞。2018 年 3
月には、「若手演出家コンクール 2017」にて『走れタカシ～僕が福島まで走った理由（わけ）～』が、
最優秀賞・観客賞をW受賞。 

 

 

アーティスト名 渡邉尚（頭と口） 

 

タイトル 逆さの樹（野外 ver.） 

ジャンル ダンス 国、地域 京都/沖縄/パリ 
出演者 渡邉尚 
スタッフ等 アシスタント：儀保桜子 

会場 芝生ステージ 
出演日時 4 日[土] 17:30 

5 日[日] 14:00 
6 日[月] 16:00 

上演時間（分） 約 30 分 
作品紹介 身体の動かし方を知らない生物がいたら、そいつはどんな動き方をするだろう？   

人は歩き、走り、片足で立ち、泳ぎ、跳び、逆立ちし、這ったりと様々な動きができる。  
色んな生き物の可能性が、人間の中には隠されている。 
進化の大樹の先端から根本までの道を探る。   
今回は野外バージョンとして、即興の動きを盛り込みつつ上演します。 

プロフィール ジャグリングを大道芸やサーカスの一部ではなく、「身体と物」の関係として捉え直し、世界でも類を
見ない独自スタイルを開拓。 動物性を強く残した肉体で軟体、倒立、質感変化を駆使して踊る妖怪。 
ダンス、ジャグリング、サーカス各界の垣根を越え、ヨーロッパ、アジアのフェスティバルに多数出演。 
2019 年秋、フランスのジャグリングカンパニーDefracto との共同新作を発表予定。 
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アーティスト名 突劇金魚 

 

タイトル 不安のランチ 

ジャンル 演劇 国、地域 大阪 
出演者 山田まさゆき（突劇金魚）、神藤恭平（DanieLonely）、

澤井里依（舞夢プロ／EVKK） 

スタッフ等 サリ ngROCK（突劇金魚） 

会場 芝生ステージ 

出演日時 5 日[日] 16:00 
6 日[月] 15:00 

上演時間（分） 約 25 分 
作品紹介 平和な公園にリヤカーを引いた女が現れて、芝生にリヤカーを止める。 

女はいそいそと罠を仕掛けはじめる。 
それはかわいそうな娘のため。 
ゴールデンウィーク、気持ちのいい公園で、気持ちの悪い話をします。 

プロフィール 関西学院大学の演劇サークルに所属していたサリ ngROCK を中心に結成。 
2007 年に應典院舞台芸術祭 space×drama で最優秀賞を獲得した『愛情マニア』にて 2008 年に第 15
回 OMS戯曲賞大賞を受賞。2009 年に第 9回 AAF 戯曲賞最優秀賞、若手演出家コンクール 2012 優秀
賞、第 57 回＆第 62 回岸田國士戯曲賞にノミネートされるなど実績を積んできている。2019 年 2 月に
JAPAN SOCIETY によって『漏れて 100 年』のリーディング公演がニューヨークで行われた。 
作品の下敷きにあるものは「現代を生きることで感じる、不安や憤り」である。そこに、なんとか希望
を見いだそうとする人々の姿を女性の視点からなるべく滑稽に、そしてリアルに、描きだす。最近は劇
場公演だけではなく長屋を改装したアトリエでのロングラン公演など実験的な活動も展開している。 

 

 

アーティスト名 Mt.Fuji 

 

タイトル プールサイド 

ジャンル ダンス 国、地域 静岡 
出演者 中川晴加、中村ひより、永田茉彩、竹田浩子、大久

保亜子、秋山実優 
スタッフ等 音響：山本茉奈 
会場 水上鏡池ステージ 
出演日時 3 日[金] 13:00 

4 日[土] 13:00 
5 日[日] 16:00 
6 日[月] 15:00 

上演時間（分） 約 25 分 
作品紹介 大阪、東京、静岡のダンサーのコラボ作品。 

2 年前にこのストレンジシードで出会った縁が広がり、Mt.Fuji を中心に再集結して作品を完成させる。 
このためだけに集まったトランスフォームされた Mt.Fuji の生の表現を、是非プールサイドから楽しん
で頂きたい。この言葉の意味は実際に会場に足を運んでいただければお分かりいただけるだろう。 

プロフィール 2016 年。ここ静岡にて、秋山実優と吉田燦によって旗上げされたダンスカンパニーMt.Fuji。 
transform をテーマに、踊る空間に合わせて作品のイメージやメンバーを変幻自在に変えることで、形
にとらわれない自由な表現を模索している。さらに静岡では、地元のバンドのオリジナル曲への振付提
供や、ライブのバックダンサーなどの活動もしており、名前の通り地元をこよなく愛し続けるダンスカ
ンパニーである。現在吉田はアフリカにてダンスを勉強中のため、帰国してからの新たな Mt.Fuji も楽
しみにしてほしい。また昨年のストレンジシードでは、公募枠として関西を中心に活動する水彩とのコ
ラボレーションで出演を果たす。今回のストレンジシードでも、全国から集まったダンサー達が作品に
どのような彩りを与えてくれるのか、日本一の富士山のもとでその名に恥じぬ表現を追求し続ける。 
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アーティスト名 劇団「Z・A」 

 

タイトル 隻眼の紅蓮丸～短 

ジャンル 演劇 国、地域 静岡 

出演者 木田博貴、登澤祐吾、長谷川万桜 

スタッフ等 音響：富山直哉、衣装・メイク：木村美佳 

会場 水上鏡池ステージ 

出演日時 3 日[金] 12:00 / 16:00 
上演時間（分） 25 分 

作品紹介 荒んだ時代を嵐のように駆け抜けて、誰よりも熱く燃えたぎり、何よりも強い信念を突き通す、隻眼な
れど太刀は二振り、名を紅蓮丸 
人呼んで隻眼の紅蓮丸 
 
各地で上演され好評を博す、隻眼の紅蓮丸シリーズ 
見た目は強そうだけど、実は小心者の紅蓮丸 
そんな彼がたまたま訪れた団子屋を巡る騒動に巻き込まれる 
果たして彼は無事団子屋を救うことは出来るのか!? 

プロフィール 静岡県内各地で活動。「分かりやすくてカッコいい」をコンセプトの一つとして、マンガのような演劇
創りで、若者を中心に人気を集める。また代表作「隻眼の紅蓮丸」は県内各地で招待され、様々な賞を
受賞。演劇を観たことの無い方、難しく考えずに演劇を楽しみたい方にオススメの劇団です。 

 

 

アーティスト名 TEAM 劇街ジャンクション 

 

タイトル ギタージャグドラがゆく 

ジャンル 演劇 国、地域 静岡 

出演者 原大介（炎のギタリスト）、あまる（ジャグラー） 
  
会場 水上鏡池ステージ 
出演日時 4 日[土] 12:00 / 15:00 
上演時間（分） 30 分 

作品紹介 炎のギタリストと、ちょんまげのバウンスボールジャグラーが、さすらい、出会い、つくりあげるなん
だか奇妙な音楽曲芸の世界。 

プロフィール 静岡市街でのパフォーマンスイベント【劇街ジャンクション】を主導する地元のパフォーマー・アーテ
ィストによる特設ユニット。今回は大道芸あまる、炎のギタリスト原大介による音楽×曲芸パフォーマン
スを展開する。 
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アーティスト名 超歌劇団 

 

タイトル 「超リーグ 番外編 街角ディスティニー」 
「超リーグ 番外編 街角アナロジー」 

ジャンル 演劇 国、地域 静岡 
出演者 うるけん一朗太、魚人ごろー、くるっぱぴっこ、ハ

ル美、味の素あーや 
スタッフ等 笹木良子、鈴木創 

会場 水上鏡池ステージ 
出演日時 5 日[日] 12:00 / 15:00 
上演時間（分） 30 分 

作品紹介 超リーグ、それは超能力を使った野球。相手に直接攻撃し再起不能にしても問題なし。とにかく勝つ事
が絶対条件。とある街には超リーガーが多く住んでいる。街角で出会えばそこはもう戦場となる。 

プロフィール 静岡を中心に活動するお笑い演劇集団、それが超歌劇団。 
熱く、クサく、酔いしれる、が基本理念にある。観劇者参加型なのも特徴のひとつで、お客さんとの一
体感を生み出す。ありそうでなかった、なさそうでなかったストーリー展開、社会的人道的にテーマを
持たない超娯楽エンターテイメントである。 

 

 

アーティスト名 富士フルモールド劇場 

 

タイトル ワイヤレス人間  望郷編 

ジャンル 演劇 国、地域 静岡 
出演者 笹渕蛇口、里見さとむ、塗塀一海、長谷川皓大 
スタッフ等 脚本・演出 ：長谷川皓大 

会場 水上鏡池ステージ 
出演日時 6 日[月] 13:00 / 17:00 
上演時間（分） 25 分 
作品紹介 ウェアラブルデバイスによって身体の拡張が進む現代。足し算ができるなら引き算もできるのかな？人

間のからだは 1本のワイヤーであり無数のワイヤーの集合で、ワイヤレス人間はワイヤレス化が進み肉
体を離れた人たちのこと。疲れた日とかに「ごはん食べるのもお風呂はいるのも面倒くさい。スマホの
機能があれば肉体はいらないな～」とか思いません？ハードの自由化が進みソフトだけになった人間は
時間や空間から解放されるのでしょうか。ワイヤレス人間、またの名を幽霊。その辺にいるかもしれま
せん。そんな、いろいろな意味でのわたしたちの未来の姿。2126 年、（新元号）108 年からやってき
た語り部と共にワイヤレス人間について考えます。 

プロフィール 静岡県富士市の劇場とそのシアターカンパニー。2017 年にこけら落とし演劇祭「文化大発電」を開催。
2019 年には virtual theatre project を始動。都市／地方ではなく、道の単位で社会を考える。インプ
ロ（即興演劇）の考え方を取り入れながら、芸術監督の長谷川皓大とゲスト俳優たちで作品づくりを行
う。 
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