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平成30年1月7日㈰～2月4日㈰開催
台東区に根づき、今なお健在する芸能文化の拠点を大切に守り、さらに新しいカタチへ昇華させていこうという試みで始まった「したまち演
劇祭㏌台東」。公募により選ばれた劇団が、下町の冬をホットに盛り上げます。企画公演や演劇を身近に体験できるワークショップなども開催！

OPENING STAGE
パンダフル

入場無料 台東区になじみのあるパンダを題材に、区民の皆さんと一緒に創った生演奏ありの演劇を上演します。
▷日時 30年1月7日㈰午後0時30分開場、1時開演 ▷場所 生涯学習センターミレニアムホール
▷内容 セレモニー、参加団体紹介、オリジナル演劇

～今昔パンダ物語～

公募公演

チケット販売・問合せ 下表の各問合せ先へ
※区民割引チケットは右記へ

問合せ

劇団名・公演名

公演日時・場所・問合せ
日時

唐十郎の縁の地で、
傑作のあの戯曲を熱演!!

❶
●

❷
●

❸
●

❹
●

パフォーマンスユニットＴＷＴ

場所

ジャガーの眼

問合せ
Eメール

浄瑠璃床本の大序から討入まで、
全段通しで語りつくす

日時

全段通し仮名手本忠臣蔵

問合せ

笑いあり、涙あり、茶番たっぷりで、
大人のファンタジーコメディーをお届け

日時

遊戯空間

場所

お茶の間ゴブリン

場所
問合せ

西遊記奇譚

Eメール

閉鎖の危機に陥る浅草の劇場を舞台に繰り広げる、
下町情緒溢れる人情エンターテイメント

日時

劇団 演劇らぼ・狼たちの教室
第５回本公演

場所
問合せ

「浅草★ロ・ロ・ロック」
大正・昭和の古き良き下町の風景、
市井人の機微を伝え続ける

❺
●

日時

文学座有志による 久保田万太郎作品
久保田万太郎作

場所
問合せ
Eメール

より
「夜長」
「あしかび」
ふとした日常の風景を
身体と言葉を自在に操り表現

❻
●

日時

泥棒対策ライト

場所
問合せ
Eメール

夕暮れメトロノーム
区民割引チケットを
販売します

区内在住か在勤・在学の方へ割引
チケット（前売券）を販売します
（先着順）
▷対象 上表❶〜❻、右表企画公
演B❶〜❹
▷購入方法 住所が確認できるも
の（健康保険証・運転免許証
等）を区役所9階④番文化振興
課へ持参
※枚数に限りがあるため、売切れ
の場合があります。
※劇団により料金が異なります。
詳しくは、上表・右表をご覧く
ださい。

招待券プレゼント
区内在住の方50組100人（各公演
5組10人）に招待券をプレゼント
▷申込方法 往復はがき（1枚1公
演 ）に 希 望 劇団名（ 上 表 ❶ ～
❻）、企画公演B（右表❶～❹）・
区民招待日時（第3希望まで記載
可）・住所・氏名・年齢・電話番
号を書いて下記問合せ先へ
▷申込締切日 12月14日㈭（必着）
▷問合せ 〒110-8615 台東区
役所「したまち演劇祭in台東」
実行委員会事務局
☎（5246）1328

〒110-8615 台東区役所「したまち演劇祭in台東」実行委員会
事務局（文化振興課内）☎（5246）1328
料金

招待券プレゼント

1月10日㈬午後7時、11日㈭午後2時・7時、
12日㈮午後2時・7時、13日㈯午後1時・6時、
全席指定
14日㈰正午・午後4時30分
一般前売4,200円
上野ストアハウス（北上野1−6−11 NORD
（区民割引4,000円）
ビル地下1階）
当日4,500円
パフォーマンスユニットTWT
twt.office1@gmail.com

1月11日㈭
午後2時・3組6人、
12日㈮
午後2時・2組4人

1月18日㈭午後6時、19日㈮午後1時・6時、 全席自由
20日㈯～22日㈪午後2時
一般3,500円
木馬亭（浅草2−7−5）
（区民割引3,200円）、
遊戯空間☎090（3474）7999
学生2,000円

1月18日㈭ 午 後6時・1
組2人、
19日㈮午後1時・
1組2人、20日㈯午後2
時・1組2人、21日㈰午
後2時・1組2人、22日
㈪午後2時・1組2人

1月19日㈮～21日㈰午後2時・6時30分、22 全席自由
日㈪午後2時
一般前売3,700円
浅草花やしき 花やしき座 （浅草2−28−1） （区民割引3,000円）
お茶の間ゴブリン
当日4,000円、
ochanoma_gob@yahoo.co.jp
学生（高校生まで）2,500円

1月19日㈮
午後2時・3組6人、
21日㈰
午後6時30分・2組4人

1月25日㈭午後7時、26日㈮午後2時・7時、
27日㈯・28日㈰・29日㈪午後2時
雷5656会館 ときわホール （浅草3−6−1）
劇団 演劇らぼ・狼たちの教室
☎070（6654）2738

全席指定
一般前売 4,000円（区民割引
3,500円 ）
・ 当 日4,200円、 各
種割引チケット（前売限定）
、
25歳以下3,000円・60歳以上
3,500円（要証明書）

1月26日㈮午後2時・7時、27日㈯午後1時・
5時、28日㈰午前11時・午後3時、29日㈪午 全席自由
後2時
一般3,000円
浅草見番（浅草3−33−5）
（区民割引2,500円）、
文学座有志による久保田万太郎作品
1月26日㈮一般夜割2,700円
kenban.mantaro@gmail.com

1月25日㈭
午後7時・2組4人、
26日㈮
午後7時・2組4人、
29日㈪
午後7時・1組2人
1月26日㈮
午後7時・1組2人、
27日㈯
午後5時・1組2人、
29日㈪
午後2時・3組6人

全席自由 前売
1月31日㈬・2月1日㈭午後7時30分、2月2日
一般3,800円（区民割引3,300 2月1日㈭
㈮・3日㈯午後2時・7時30分、4日㈰午後2時
円）
、学生3,000円（要学生証）
、 午後7時30分・2組4人、
浅草九劇（浅草2−16−2浅草九劇倶楽部2階）
小学生～高校生1,000円、未就 2日㈮
泥棒対策ライト
午後2時・3組6人
学児（3歳以上）500円
info@dorotai.com
※当日はそれぞれ300円プラス

企画公演
団体名・公演名
したまちばなし

公演日時・場所・問合せ
日時・出演 ①1月28日㈰午後2時・井上麻矢
②2月1日㈭午後2時・竹下景子
場所 ①水月ホテル鷗外荘 ②朝倉彫塑館
問合せ 事務局☎090
（2663）
2014
文化振興課☎
（5246）
1328

応援部PRESENTS
「もう一度、観night★」

日程・出演 ①2月1日㈭・6－dim+

A －物語が生まれるところ－

B
❶6－dim+

❷かもだる田

❸BARON

演劇体験ワークショップ
公演名

歌舞伎体験ワー
クショップ
ワークショップ

〜音画伯にな
ろう〜

❹GABEZ

料金等
全席自由
1,000円
※区内在住・在学の高
校生以下は無料
（要申込み）

全席自由
②2日㈮・かもだる田
一般前売 2,000円
③3日㈯・BARON ④4日㈰・GABEZ（区民割引1,500円）、
時間 午後7時
当日 2,500円
区民招待
場所 東洋館
（浅草1−43−12）
各日5組10人
問合せ 文化振興課☎
（5246）
1328

日時・場所等

※すべて先着順
対象 中学生以上

料金

日時 1月10日㈬午後6時30分～8時
場所 浅草公会堂
定員 30人
講師 新春浅草歌舞伎出演の俳優
申込み・問合せ 文化振興課☎ (5246）1328

1,000円

日時 2月3日㈯・4日㈰午前10時～午後4時30分予定
場所 たなか舞台芸術スタジオ
対象 小学1～3年生
定員 各20人
講師 東京藝大アーティスト集団みっけ
申込み・問合せ 文化振興課☎ (5246）1328

1,000円

日時 1月30日㈫・31日㈬午前11時～午後2時
場所 上野桜木会館
絵本読み聞かせ
対象 未就学児の父母・祖父母
定員 各10人
ワークショップ
講師 鈴木亜希子氏（文学座俳優） 申込み・問合せ 文化振興課☎ (5246）1328
日時 1月14日㈰・21日㈰午後2時～3時
場所 浅草公会堂
対象 ①小学生 ②中学生以上
定員 ①8人 ②10人
殺陣入門
講師 井上謙一郎（殺陣師） 申込み・問合せ 浅草公会堂☎（3844）7491

500円
①4,700円 ②7,100円
※1日の参加の場合は
①2,400円 ②3,600円

提携公演

公演名 新春浅草歌舞伎 爆笑喜劇浅草21世紀※区民割引あり 児童館おたのしみ劇場※18歳未満・同伴保護者無料 浅草六区ゆめまち劇場
※日時、
場所、料金等、詳しくは「したまち演劇祭in台東」公式ホームページをご覧ください。

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

