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★駐車場は２力所です
　それ以外の場所に駐車はできません。ご注意ください

●わが町の劇場〈三股町立文化会館〉／南側・西側駐車場（400 台収容）
●えき劇場〈JR 三股駅〉／西側・東側駐車場（120 台収容）

★劇場間の移動は、ぜひ『歩き』で
劇場間の距離はそれぞれ徒歩5～10分。風に吹かれながらお芝居の余韻やワク
ワクをお楽しみください。お一人でお越しの方も大丈夫。『ツアーコンダクター』
が次の劇場までご案内いたします。徒歩の移動に不安のある方はお気軽に各劇
場のスタッフへお声掛けください。
●ツアーコンダクター／神水流じん子、中村大介（以上、劇団 25 馬力［小林］）

★予約チケットは「ご覧になる劇場」で受け取れます
公演当日、予約チケットは各特設劇場でお受け取りいただけます。ご覧になる公
演の劇場へ、直接お越しください。

★大人気！！ まちのどこかに、『まちCafé』もオープン
毎年大好評、みんなの広場『まちCafé』。今年も、まちのどこか…木陰のあたりに
オープンします。
運営は「キャンドルナイト♥みまた」で知られる「えきにぎ」の皆さんです。
軽い飲食のほか、いろんな雑誌類から気楽な読書も楽しめます。屋外なのにごろ
んと横になれるかも。町立図書館による「おはなし会」や「えほん侍」も見参予定。
お弁当持参の方は食事場所としてもご利用ください。
緑の木陰にほっとして、あれもこれもで、なんだか楽しくなる『まちCafé』、です。

まちドラ! を楽しんでいただくために

みまた演劇フェスティバル  2015　  スケジュール＆あんないマップ

まちドラ！ Ticket information
　◎通しチケット
　　• まちドラ！セット　2,500 円（ヨムドラ！ 6 作品＋ミルドラ！）

　　• ヨムドラ！セット　1,500 円（ヨムドラ！ 6 作品）、中学生以下無料
　◎公演ごとチケット
　　• ミルドラ！［演劇関係いすと校舎『こんぺいとうと月。』］　一般 1,500 円、大学生以下 1,200 円（ともに当日同料金）
　　• ヨムドラ！［1 作品・1 回］　300 円、中学生以下無料

◎無料企画
　• カクドラ！［90分の体験型戯曲講座］　申し込みが必要です
　• クロス・トーク！［まちドラ！2015 フィナーレ・トーク］　申し込みは不要です
※WEB予約可　※電話予約可
※全席自由　※上演日時指定
※前売にて完売の場合「当日券」は販売しないことがあります。

チケット取扱・予約・問い合わせ／三股町立文化会館（℡ .0986-51-3462　〒889-1901 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山3404-2）

みまた演劇フェスティバル
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主催：三股町・三股町教育委員会　共催：劇団こふく劇場・演劇関係いすと校舎　協力：えきにぎ 
お問い合わせ：三股町立文化会館　℡.0986-51-3462　http://www.town.mimata.lg.jp/bunka/

三股町立文化会館自主文化事業

劇作家・演出家。こふく劇場代表。1967年生まれ。1990年、劇団こ
ふく劇場を結成、三股町と門川町を拠点に活動。演劇ワークショップ、
町民参加作品の創作などの教育・普及活動、演劇祭への参加などを通
じた他地域との交流活動も積極的に行っている。『so bad year』で第
２回AAF戯曲賞受賞。2006年より宮崎県立芸術劇場の演劇ディレク
ターに就任し、宮崎・九州から世界へ発信する活動を展開している。

WEB予約ができます！ http://www.town.mimata.lg.jp/bunka/

気ぜわしく走り回る日常のバスからちょっと降りて、立ち止まり、いつも
より深く呼吸をしたあと、ゆっくりと歩いてみる。よそ見したり、隣のだれ
かとおしゃべりしたり、風や陽の光を浴びながら食べたり、飲んだり……。
ほんとうの「ぜいたく」はなんだかそんなことの中にあるような気がしま
す。せっかく生まれてきたんだもん。何かの目的のためではなく、いま生き
ていることを、ただ存分に味わいつくす、そんな時間があってもいいと思う
のです。

というわけで4年目の「まちドラ！」です。文化会館という建物をはみだ
し、三股のまちをみなさんに歩いていただきながら、ドラマを楽しんでいた
だくという、規格をはみだし気味の演劇フェスティバルです。まちのあちこ
ちを特設の劇場に仕立ててのリーディング（朗読劇）公演「ヨムドラ！」、
90分で演劇の短い台本が書けちゃう戯曲講座「カクドラ！」、そして本格
的な演劇作品を堪能できる「ミルドラ！」。それだけでなく、「まちCafé」で
はコーヒーやお茶、カレーなども楽しんでいただけますし、毎年大好評のツ
アーコンダクターの軽快なおしゃべりもあります。今年はいつもより少し
だけゆったりとしたプログラムにしてみましたので、その分たっぷりと、そ
の時間を味わってみてください。

5月のその日、ぜいたくな一日を三股町で過ごしてみませんか。心よりお
待ちしています。　　　　　　　

まちドラ！フェスティバル・ディレクター

（劇団こふく劇場）

あんないマップ

 スケジュール

2015年
5月 時間 えき劇場

ＪＲ三股駅・Ｍ★うぃんぐ
ちゅうこう劇場

三股町中央公民館・第 1 研修室
みちばた劇場

旧・三股町商工会館
わが町の劇場
三股町立文化会館
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16：00
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17：00『魂振師～たまふりし～』
町民チーム×有門正太郎 

『魂振師～たまふりし～』
町民チーム×有門正太郎 

『お地蔵さん』
ユニットあんてな

『お地蔵さん』
ユニットあんてな

『ユキと家族の風景』
町民チーム×中嶋さと 

『ユキと家族の風景』
町民チーム×中嶋さと 

90分で「せりふ」
書いてみる？
ー体験型戯曲講座ー 

カクドラ！

19：30

『ヒマワリ』
劇団きらら

『ヒマワリ』
劇団きらら

クロス・トーク！

まちドラ！2015フィナーレ・トーク

ミルドラ！終了後

まちCaféでランチ

読む
ドラマ

書く
ドラマ

観る
ドラマ

まちなかでドラマに出会える３日間
2015MachiDra!

まちCaféで一息

『立花少年、かくりよの夏』
町民チーム×大迫旭洋

『立花少年、かくりよの夏』
町民チーム×大迫旭洋

ミルドラ！

19：30

 『こんぺいとうと月。』
演劇関係いすと校舎 

 『こんぺいとうと月。』
演劇関係いすと校舎 
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ヨムドラ！（読むドラマ）毎年恒例『ヨムドラ！』。2014 年の三股の戯曲講座で生まれた短編作品を、リーディング（朗読劇）にて上演します。
今年は、公募で集まった町民チームが九州の実力派演出家とともにつくる３作品と、九州屈指の劇団・ユニットが演じる３作品の、計６作品。まちなか（街中）の特設３劇場を歩いて回りながらお楽しみいただきます。街角で出会う ｢オプション企画｣ もお楽しみに !! 毎年大好評の「ツアコン」が今年も皆さんをご案内します！

演劇関係いすと校舎 ［福岡県行橋］
 『こんぺいとうと月。』
5月23日［土］19:30　24日［日］16:00

作・演出／ 守田慎之介
出演／ 高野由紀子・中川歩・井中歩美・平林拓也・仙石絵梨果・
　　　 粟飯原百良・高尾祐介・片山敦郎（富む平原）

わが町の劇場　三股町立文化会館・会議室

90分で「せりふ」書いてみる？
5月22日［金］19:30
定員／10人程度（先着順）
対象／誰でも
受講料／無料（申し込みが必要です）

この星、この国、この町、この土地、この家、この私にも、 たくさんの謎がある。
というか、ほとんどが謎。 
それは神秘と名付けられて、それはオカルトと名付けられて、 それは習慣と名付けられて、
それは摂理と名付けられて。 などなどのなぞ。 

そんな、あれこれは紐解かずに、 あれこれと共に在る人々のあれこれを、
祈るように描いてみた。 そんな「取り留めのない」おはなし。

あらすじ

わが町の劇場　三股町立文化会館・ホール

クロス・トーク！
『まちドラ！2015 

フィナーレ・トーク』
５月24日［日］　ミルドラ！終演後
九州各地からお客さま、演劇人たちがこれだ
け集結するめったにない機会。

『まちドラ！ 2015』を振り返りながら、いま
を、これからを、九州を、まちドラ！を、語りな
がら締めくくっていただきます。
語る人／ 『まちドラ！ 2015』に集った
　　　　  いろんな人たち

カクドラ！（書くドラマ）
戯曲とは「演劇の台本」のこと。短い会話をつないで「せりふ」にする“体
験型戯曲講座”です。90分で自分だけの『ドラマ』を書いてみませんか？
思いを込め書き上げた作品は、「まちドラ！」期間中、参加俳優たちが声に
出して読んでくれる、まことにラッキーな講座です。

ミルドラ！（観るドラマ）
文化会館ではすぐれた演劇作品を招へいして上
演します。ふらりと「ヨムドラ！」を楽しんで、
最後のシメは「ミルドラ！」で。
今年は、福岡県行橋を拠点に地域に根差した活躍
が著しい劇団「演劇関係いすと校舎」が、書き下
ろし新作『こんぺいとうと月。』を上演します。
“すぐそばの、そこにいる人の心模様を描く”を大
切にする「いす校」。日常の暮らしの光景のあれ
これをバカバカしく派手に織りなすオムニバス
風の舞台で、観る者が導かれるその先は…。
年代問わず楽しんでいただける公演です。どうぞ
ご期待ください。
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超人気族 ［北九州］

『自由研究』
5月23日［土］12:30　24日［日］15:00
�―ある夏の日の佐藤家のリビング。

出張から帰った母が見つけたのは…

作　／中尾加奈子（2014 年三股町立文化会館戯曲講座）
演出／橋本隆佑（超人気族［北九州］）
出演／ 橋本隆佑・大山祥子・リン（以上、超人気族）・

江尻圭佑（フリー）

85年の結成以降、熊本市を中心に活動。一貫して代表池田美樹
が折々の社会現象に着想を得た作品を上演、独自の視点で現代
劇を生み出している。コートハンガーや脚立などの無機物と役
者のマイムで様々な空間を作り出す演出が特徴的。演劇をツー
ルとして活用した“自己表現ワークショップ”も展開中。イベン
トやCM出演も多数。現在、団員6名。 

劇団きらら［熊本］

劇団きらら ［熊本］

『ヒマワリ』
5月23日［土］17:00　24日［日］10:30
―田舎の小さな公園。おさななじみの3人の再会。

けれどそこにはある秘密があった…

作　／折田香純（2014 年三股町立文化会館戯曲講座）
演出／池田美樹（劇団きらら［熊本］）
出演／ 池田美樹（劇団きらら）・磯田渉・

森岡光（以上、不思議少年） ほか

ちゅうこう劇場　三股町中央公民館・第 1 研修室★まちドラ！初参加
★ 町民チーム×中嶋さと ［福岡］

『ユキと家族の風景』
5月23日［土］18:00　24日［日］9:30
�―臨月を迎えた妊婦のユキは、

里帰りした実家で忘れていた過去と出会う…

作　／志乃舞（2014 年三股町立文化会館戯曲講座）
演出／中嶋さと（14+［福岡］）
出演／ 今村理絵・大村美由李・中城清治・中城里菜・

別府勝子・松崎里恵（以上、町民チーム） ほか

みちばた劇場　旧・三股町商工会館

福岡県久留米市出身。福岡市を拠点に演出家、俳優として活動中。2013年より韓国
との共同製作を開始。2014年、第5回福岡アジア美術トリエンナーレ・WATAGATA

「パダパダ・波の少女」で作・演出を担当し、福岡と釜山で上演した。2009年福岡演劇
フェスティバルFFAC企画創作コンペティション最優秀作品賞、観客賞受賞。牛が好き。

中嶋さと（14+［福岡］）

★まちドラ！2012参加

撮影：藤本　彦

わが町の劇場　三股町立文化会館・ホール

超人気族［北九州］

紆余曲折ありまして、今だ超人気とまではいきません、され
ど我々、日夜ナノ単位で頑張り、たまに数センチ後退して、日
進月歩、目に見えない足跡は３年分にもなりました。超人気
族、超人気ではなくとも活動４年目に突入しました！めでた
いっ！！そんなポジティブな劇団です。
どうぞよろしく。

えき劇場　ＪＲ三股駅・Ｍ★うぃんぐ★まちドラ！初参加
★

有門正太郎（有門正太郎プレゼンツ、飛ぶ劇場［北九州］）

町民チーム×有門正太郎 ［北九州］

『魂振師～たまふりし～』
5月23日［土］16:00　24日［日］11:30
�―どこにでもありそうな喫茶店。けれど、そこには、なんだかふつうではない人たちがいた…

作　／たそがれりんこ（2014 年三股町立文化会館戯曲講座）
演出／有門正太郎（有門正太郎プレゼンツ、飛ぶ劇場［北九州］）
出演／  大村しのぶ・後藤慎太郎・中前みどり・中村三和子・

別府敬太・桝田維知子・矢野智彦（以上、町民チーム） ほか

えき劇場　ＪＲ三股駅・Ｍ★うぃんぐ

1975年生まれ、北九州市出身。倉本聰主宰「富良野塾」、泊篤志代表「飛ぶ劇場」所属。
高校演劇専科での講師経験を活かし、北九州芸術劇場「日韓合同キャンプ、チャレン
ジ！えんげき09」韓国、仁川での総合演出なども務める。主宰する有門正太郎プレゼ
ンツでは「笑顔になれば何でも出来る」を合い言葉に笑顔推進運動を行い、最近は空想
写真ワークショップを各地で開催し、小学校などでもアウトリーチ活動をしている。

★まちドラ！2014参加

1988年、宮崎県出身。劇作家・演出家・役者。熊本大学在学中に「不思議少年」を立ち
上げ、代表になる。日常にあるズレを、大胆に可笑しみをもって描く作風が特徴。ただ
いま九州を拠点に勢力的に活動中。短編演劇の全国大会、劇王 天下統一大会2015に
て優勝。若手演出家コンクール2014優秀賞・観客賞を受賞。演劇が好き。

大迫旭洋（不思議少年［熊本］）

町民チーム×大迫旭洋 ［熊本］

『立花少年、かくりよの夏』
5月23日［土］13:30　24日［日］14:00
―将来に悩む立花少年のある夏の日々。

彼と、彼のともだちの前に現れたのは、幽霊や謎の男たちだった…

作　／桐野莉可子（2014 年三股町立文化会館戯曲講座）
演出／大迫旭洋（不思議少年［熊本］）
出演／ 今元里司・大村なつみ・折田雅剛・桒畑匠冴・恒吉天音・中村里桜・奈須千緒里・

藤永雅人・矢野和代（以上、町民チーム）・餅原奈々（劇団 25 馬力［小林］） ほか

ちゅうこう劇場　三股町中央公民館・第 1 研修室

1999 年に結成した行橋高校演劇同好会「夢幻」
の卒業メンバーを中心に「いすと校舎」を旗揚げ。
福岡県行橋市を本拠地とする。現在の構成メン 
バーは11 名。2005 年からスタートした自宅劇
場公演は、新しい超小劇場での公演スタイルを確
立し、地元に密着した民間ホール（？）を拠点に、演
劇活動を行っている。また、2008 年より大分・北
九州でのツアーを開催。2012 年からは劇団主催
のワークショップも実施。2013 年からは新たな
企画として自宅劇場文化祭「守祭」や中学校での
上演も行っている。上演作品は学校や実家など、す
ぐそばにある日常風景の中にある瞬間を軸に、そ
こにいる人の心の模様を描く作品を中心に公演。

演劇関係いすと校舎［福岡県行橋］

宮崎在住、もしくはゆかりのある役者やミュージシャン、その
他の分野の表現者と舞台やイベントを創造したいという思い
の元、2010年に立ち上げ。同年12月、宮崎科学技術館プラ
ネタリウムにて星と音楽と演劇のコラボ『星の庭』を上演。そ
の後もホールだけでなく、ライブハウスやホテルでの公演や
ミュージシャンとのコラボ作品など、幅広い活動を展開。

ユニット「あんてな」 ［宮崎］

『お地蔵さん』
5月23日［土］14:30　24日［日］13:00
�―海が見えるその場所にはかつてバス停があった。
男がひとり、今日もそこにあるお地蔵さんにある願いを…

作　／河野誠（2014 年三股町立文化会館戯曲講座）
演出／本田誠人（ユニット「あんてな」［宮崎］）
出演／ 坂口浩平（劇団一時企画）・樋口千穂（フリー）・

本田泉（ユニット「あんてな」）・本田誠人（ペテカン）・
安田亨（門川！こふく劇場）・吉丸裕美（tick tack park） 

みちばた劇場　旧・三股町商工会館

ユニット「あんてな」［宮崎］

★まちドラ！2012･13･14参加

★まちドラ！初参加
★

ー体験型戯曲講座ー 


