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Co.山田うん
『オバケッタ』

まつもと市民
オペラ合唱団

作・演出：長井望美
出演：人形師・長井望美

Alan Patton（アコーディオン）
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥2,000

小学生以下 ¥500  
3歳未満膝上鑑賞無料

共催：信毎メディアガーデン

14（木）14 : 00

タントン !
人形使いとアコーディオン奏者の旅する音楽人形劇一座。
こども心を忘れない全ての世代の皆さまにお届けします。
人形師・長井望美とアコーディオン奏者Alan Pattonの旅する音楽人形劇一座。『タントン！』
は、長井望美の学生時代の愛称「のんたん」と、Alan Pattonの「ぱっとん」を合わせた造
語。人形の足音「たん！」、鍵盤を叩く音「とん！」。タンタン、トントン、タントン！ あなたの街に、
人形とアコーディオンがやって来た！ アコーディオンの音色に誘われて、旅するスーツケース
から現れる不思議な人形たち。不思議な赤ちゃん「ピスム」、ちいさな恋人たち「モス ＆ ピ
ノ」、あなたの家にも隠れているかも？ 「枕のマックス」。大きな小さな、不思議で愉快、滑稽
優美、寂しくて陽気。大人も子どもも『タントン！』音楽と人形のひとときの夢をどうぞ。

出演：大熊ワタル（クラリネット）  関島種彦（ヴァイオリン、マンドリン）
木村仁哉（チューバ）  こぐれみわぞう（歌、打楽器）

会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500 ／3歳未満膝上鑑賞無料

14（木）17 : 00
コンサート  ジンタらムータ 世界の街角音楽アラカルト

空中キャバレーでもお馴染みのクラリネット奏者・大熊ワタル率いるバンドが、　
「ジンタ」「チンドン」で最高にテンションの上がる演奏をお届けします！
クラリネット奏者・大熊ワタル率いる自慢の腕利き楽団。
街角の楽隊「ジンタ」と、みわぞうの「チンドン」がいざなう音楽の世界旅行をお楽しみください！
松本在住のベリーダンサーMADOKAの飛び入り出演あり。

作・演出・出演：串田和美　
特別出演：coba（アコーディオン）
会場：まつもと市民芸術館 小ホール
全席自由（税込） 
　一般 ¥3,000
　小学生以下 ¥500  
　3歳未満膝上鑑賞無料

14（木）19 : 30
独り芝居　或いは、テネシーワルツ

いつまでもやって来ない長距離バスを待つ男。
串田がひとり何役も演じながら語る講談のような独り芝居！
アコーディオニスト・cobaが併走する、超異色のステージ。
「ワタシ、あの日長距離バスを待っていたんですよ。ねずみのおばさんのところに行こうと
思って。あそこまではバスで4、5日はかかるんです。バスはなかなか来ない。1日1本なのか、
ひょっとして3日に1本なのか。まさか1年に1本だったりして。ワタシはひまつぶしに、古いよそ
の国のコインを眺めていると、頭の中にいろんな人物が訪ねてきて、ワタシを混乱させるの
です。それは楽しくもあり、苦痛でもあり・・」
串田和美、『月夜のファウスト』に続きふたつめの独り芝居。cobaよろしくね！

出演予定：秋本奈緒美（歌）　
Alan Patton（アコーディオン）
木村おおじ（ドラム）  小林創（ピアノ）  
coba（アコーディオン）  ジンタらムータ 
長井望美（人形師）  ＴＣアルプ　他
シークレットゲスト予定あり!

会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥5,000 ＊未成年者入場不可 

15（金）19 : 00
コンサート　大人のチャオ !
最も大人らしい大人と、完璧に子どものような大人が挨拶を交わす極上の宴会場！
音楽、ダンス、寸劇、語らい、ハプニングまでもが素敵なバラエティーショー！
まつもと市民芸術館で毎年開催されている、子どもたちが主役となってお芝居やダンス、お絵
描きや創作ワークショップなどを楽しめる1日限りのイベント『チャオ・バンビー二』が、“大人の
ためのチャオ”になる特別な一夜！ 様々なジャンルの音楽、ダンス、寸劇、人形劇、語らいが
ショー形式で交わる楽しいハプニング・ナイト。あの日に戻りたい大人たち、大人な大人を楽
しみたい大人たちよ、最高のひとときを過そう！

原作：ゲーテの「ファウスト」より
＋串田和美オリジナル

演出：串田和美
出演：串田和美　

Alan Patton（アコーディオン）
飯塚直（フエ・コエ）

会場：あがたの森公園
料金：投げ銭

17（日）16 : 00
独り芝居　月夜のファウスト

コロナ禍で生まれた、あの伝説の独り芝居。
FESTA松本の象徴として最終プログラムを飾ります。
みんな集まれ、あがたの森へ！
コロナ禍で多くの劇場が休館に追い込まれた2020年6月、串田は松本市にあるあがたの森公
園の小さな四阿を舞台に見立て、元々は三人芝居だった「月夜のファウスト」を独り芝居バー
ジョンとして作り直し、たった独りで３日間上演した。数多の民衆本や人形劇、ゲーテの戯曲や手
塚治虫の漫画にもなった中世に実在した錬金術師のファウストと、串田の幼少期の記憶とがな
いまぜとなった物語。悪魔に魂を売った男が問う、“人間と悪魔を分つものは何だ？”あるのが当
たり前だった舞台美術、照明、音響、スタッフ、劇場のすべてを削ぎ落とされ、観客とだけ向かい
合い、演じる。それは『演劇の原点』だった。FESTA松本の象徴として最終プログラムを飾る。

出演：coba　
特別出演：串田和美  内田紳一郎
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500 
＊未就学児入場不可

共催：信毎メディアガーデン

16（土）15 : 30

cobaアコーディオンコンサート “フレンドシップ”
世界に鳴り響く、アコーディオン王の雄叫び！
「空中キャバレー」で作品作りを共に重ねてきた串田和美と、空中キャバレーバンドの一員・内田
紳一郎（俳優、トランペット）が、cobaの世界に初参加。フレンドシップにあふれるコンサート！

16（土）10 : 00 ～ 18 : 00頃

出演：［トーク］ 加藤直  中村雅夫  ［指揮］ 吉野恵美子  中村雅夫　
まつもと市民オペラ合唱団　ほか

会場：まつもと市民芸術館 主ホール
料金：無料
共催：まつもと市民オペラ実行委員会

17（日）14 : 00

まつもと市民オペラ合唱団 ̶信長貴富の世界を歌う

2017年の第6回『ちゃんちき』から4年。まつもと市民オペラは、2022年1月に新作オペラ『山と
海猫』を上演します。これまで『カルメン』『ちゃんちき』を演出してきた加藤直さんが松本平の
民話を題材に詩と台詞を書き、作曲はＮＨＫ全国学校音楽コンクール課題曲などを手掛け合
唱ファンのあこがれでもある信長貴富さんをお迎えします。FESTA松本では、一足先に『山と
海猫』本公演より何曲かご披露します。

演出・振付・出演：島地保武　
演出・振付助手・出演：酒井はな
会場：まつもと市民芸術館 小ホール
全席自由（税込） 一般 ¥3,000

小学生以下 ¥500  
3歳未満膝上鑑賞無料

15（金）18 : 00 16（土）14 : 00

Altneu「いいかえると」
世界的クラシックバレエダンサー酒井はなと、ウィリアム・フォーサイスカンパニー
で名を馳せたコンテンポラリーダンサー島地保武。二つの頂点の奇跡的融合。
普段ならやらない、選ばないことを、あえてやってみようと試みたのが、2人の創作の始まりで
した。名曲『Fly Me To The Moon』を使用し、感情的に、力み、眉間にしわを寄せ、正面を向き、
投げキッスをし、スポットライトを浴びながらアイラブユーを叫ぶように踊る。それがこの作品
のクライマックス。タイトルの『いいかえると』は英訳すると『In Other Words』で、『Fly Me To 

The Moon』の原題です。

島地保武（しまじやすたけ）○2004～06年Noism、2006~15年ザ・フォーサイス・カンパニーに所属。2013年に酒井
はなとのユニットAltneu＜アルトノイ＞を結成。新国立劇場バレエ研究所講師。舞踊を軸にし多岐にわたり活動。
酒井はな（さかいはな）○５才よりバレエを始め、93年牧阿佐美バレヱ団に入団、18才で「くるみ割り人形」主役デ
ビュー。97年新国立劇場バレエ団に移り、プリンシパルとして数々の主役を務める。優れた表現力と高い技術に
品格の備わった、日本を代表するバレエダンサーのひとり。

アルトノイ
コンテンポラリー
ダンス公演

© 齋梧伸一郎

〒390 - 0815 松本市深志3 - 10-1  0263 - 33 - 3800

信毎メディアガーデン
〒390 - 8585 松本市中央2 - 20-2  0263 - 32 - 1150

〒390 - 0874 松本市大手4 - 7-2  0263 - 32 - 0088

スイート縄手本店  
〒390 - 0874 松本市大手4 - 1 - 13  0263 - 32 - 5300

Storyhouse Cafe & Bar
〒390-0874 松本市大手４丁目３－１９  080-4355-6283

あがたの森公園  
〒390 - 0812 松本市県3 - 1 - 1

縄手通り　浅間温泉地区

会場  ＊駐車場の用意はございません。公共交通機関や周辺有料駐車場をご利用ください。

人形劇や紙芝居、ダンスに音楽に寸劇に殺陣、
ライブペインティングと大道芸。
縄手が一日劇場になる！

縄手通りイベント

出演：串田和美  菊地徹（栞日店主）
分藤大翼（信州大学准教授、人類学）
ジンタらムータ（みわぞう、大熊ワタル、関島種彦）
長井望美（人形師）

会場：信毎メディアガーデン
プレイガイド：信毎メディアガーデン1F

まちなか情報局（営業時間 9 : 00-19 : 00）
信毎メディアガーデンWebショップ　

全席自由（税込） 一般 2000円
U25無料（25歳以下の方も事前に上記プレイ
ガイドにて無料チケットをお受け取りください）

主催：信濃毎日新聞社

13（水）17 : 30

にぎやか茶話会

それぞれが自分の言葉で語り、それぞれの耳で考える究極のシンポジウム。
音楽の中で。パフォーマンスの前で。演劇的時間の中で。
人類が今こそ気づくべきことは何だろう。お祭りとは何だろう。これからの新しい人々の営みのあ
り方や、そこから発展し、または脱線した話題のあれこれ。熱が入ってきたら、ちょっと音楽や詩の
朗読、人形劇。モノを考え、作り続け、提供し続けている人らの語りかけと、それを聞いて感じたこ
と、発想したことを、みんなで語り合いましょう。それぞれの想いに互いが耳を傾け、響あい、揺れ
るその時、語らいは偶発の演劇のような、にぎやかな茶話会に。

● 台詞のない人形劇　人形師 / 長井望美　バイオリン / 関島種彦
● ベルトルト・ブレヒト『マリーAの思い出』　歌 / こぐれみわぞう　クラリネット / 大熊ワタル
● ウチダゴウ『鬼は逃げる』　詩の朗読 / 串田和美

ひなたボッコ
なわてボッコ

とおりでアソボッコ。
―秋の縄手通りカーニバル―

10 : 30 シアターパーク内 …3日満月と安部亘のMusicake!

10 : 30 シアターパーク内 …3日満月と安部亘のMusicake!

イラスト：小沢夏美

出演：
● アースキー・ウロースキーズ（串田十二夜＆田村真央 ＆ 吉谷弦・人魚公開ショー）
● 赤い悪魔と嘆きの美女（串田和美 ＆ 下地尚子『語るは涙か大笑い、たいそうむかしのホラ話』）
● 伊藤延子（松本の方言で紙芝居『花咲か爺さん』）
● エアスイミング（加賀凪 ＆ 高木友葉・朗読劇）
● 奥萌（ソロパフォーマンス）   
● 踊る絵本劇『私の船長さん』(引間文佳)

● 葛岡由衣（朗読）   
● 竹川絵美夏（語りと歌）
● 四畳半 ナワテ ポエトリー2021（深沢豊＆堀田康平・演劇）
（五十音順）

赤羽勇治（ピザアクロバットショー）   アラン・パットン（アコーディオン）
飯塚直（フエ、コエ）   小沢夏美（ライヴペインティング）
国宝松本城古城太鼓（和太鼓）   ジンタらムータ（チンドン、世界の街角音楽アラカルト）
制作ユニット「ROJI」（岩淵城太郎 ＆ 大山莉奈・ライヴペインティング）
劇団エルwith 長野各地の殺陣ニスト（殺陣）   長井望美（人形劇）
Noko（4oct.シンガー  みたにのこ  ピアノ弾き歌い）
はじめとおおじ（ピアノ ＆ ドラムデュオ）
ピーナッツバターによる江戸芸玉すだれ（大道芸）   松井宏樹（サックス）
野楽プロジェクト   安本達也 ＆ 越口花梨子（フィジカルシアター）
（五十音順）

場所：縄手通り商店街路上、河原、橋の上、どこかの軒下
スイート縄手本店、Storyhouse Cafe&Bar    他

チケット：投げ銭公演
協力：縄手商業会　ナワテ通り商業共同組合
企画制作：まつもと市民芸術館　TCアルプ
制作協力：K Productions

※会場MAP&タイムスケジュールは右記のQRコードからご確認ください。

絵：岩淵城太郎
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2021年フェスティバル宣言

私たちはコロナ禍の中で演劇的フェスティバルを立ち上げる。
私たちとは私とあなたのこと。できうる限り大勢のあなた方。

演劇的とは舞台の上にあるものだけではなく、それぞれの日常の中、
ふとした瞬間に感じるあなただけのものかもしれない。

それが思いがけないことで何人もの誰かと共有する喜びに出会う。
それが私たちの目指すフェスティバル 《FESTA松本》。

松本で生まれ育てた演劇的なるものを、みんなで共有すること。
たとえ質素であっても限りなく豊かに。困難であっても自由に。

湧き上がる雲のように。一番星の輝きのように。

FESTA松本総合ディレクター  串田和美

本公演は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で開催いたします。

©Akio Kushida

○チケット・お問い合わせ

まつもと市民芸術館 チケットセンター
窓口・電話｜0263 - 33 - 2200（10 : 00～18 : 00） 
https://www.mpac.jp/buy/

信毎メディアガーデン １Ｆ受付
窓口・電話｜0263 - 32 - 1150（9 : 00～17 : 00）  
https://www.shinmai-mediagarden.jp/

［特設サイト］ FESTA松本  
https://festamatsumoto.com/

ＳＴＡＦＦ

FESTA松本総合ディレクター：串田和美

照明：齋藤茂男

音響：市来邦比古　都藤守　岩澤和生

衣裳：中野かおる　生田志織

演出助手：長町多寿子

舞台監督：福澤諭志　宇野圭一　大平久美　桝永啓介

照明オペレーター：足立昌弥　高円敦美　西山真由美　橋由美子

音響オペレーター：大久保友紀

演出部：𠮷村彩香　鷲北裕一

制作：飯野千恵子　一倉梨紗

制作デスク：西川穂乃花

広報：米澤芳子

票券：宮澤美穂

票券・受付：清水蘭子　沼田結花

プロデューサー：小川知子

技術協力：まつもと市民芸術館

宣伝美術：秋澤一彰

宣伝写真：串田明緒

ロゴデザイン：串田光弘

企画制作：まつもと市民芸術館   ＴＣアルプ

制作協力：K Productions

主催：(一財)松本市芸術文化振興財団

共催：信毎メディアガーデン（信毎メディアガーデン会場の公演）

後援：松本市 / 松本市教育委員会

　　　松本商工会議所・松本観光コンベンション協会・松本青年会議所・松本商店街連盟

協力：スィート縄手本店　縄手商業会　ナワテ通り商業協同組合　浅間温泉地区（田辺薬品他）　

　　　ホテルニューステーション　WEB Eight 　レストラン ル・ブラン　FESTA松本 応援団

運営：大平久美　串田明緒　牛島青

月曜日に看護師は
恋をする

月曜日に看護師は
恋をする

Altneu
「いいかえると」

Altneu
「いいかえると」

まつもと市民芸術館　信毎メディアガーデン　上土劇場　スイート縄手本店
Storyhouse Cafe & Bar　縄手通り　女鳥羽川河原　あがたの森公園
浅間温泉地区　どこかの広場　軒下

［お問い合わせ先］ まつもと市民芸術館チケットセンター（10 : 00 - 18 : 00） 0263 - 33 - 2200    
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太陽企画 
主催：（一財）松本市芸術文化振興財団　
後援：松本市／松本市教育委員会

文化庁文化芸術振興費補助金
（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

〈助成〉 『西の人気者』『近松心中物語』

作：フロリアン・ゼレール   翻訳：齋藤敦子  
演出：ラディスラス・ショラー
出演：岡本圭人  若村麻由美  伊勢佳世  浜田信也  

木山廉彬  岡本健一
会場：まつもと市民芸術館 主ホール
全席指定（税込） 一般 ¥7,500

U18 ¥4,000（枚数限定）
企画制作：東京芸術劇場

9（土）18 : 00 10（日）13 : 00

Le Fils 息子
岡本圭人×岡本健一　血の繋がった実の父と息子が織りなす、ある家族の物語
世界13ヶ国で絶賛を浴びた傑作が待望の日本初演！
思春期の絶望と不安にさいなまれながら必死にもがく息子と愛で息子を救おうとする父親。
もつれあう家族の心の複雑さを、実の父と息子である岡本圭人と岡本健一、その母に若村麻
由美と豪華キャストで描く。

作・演出：武居卓
出演：草光純太  深沢豊  毛利悟巳  加賀凪
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥2,000

小学生以下 ¥500  
3歳未満膝上鑑賞無料

共催：信毎メディアガーデン

8（金）15 : 00 13（水）13 : 00 17（日） 14 : 00

ラ・チラカッチャッチャ

TCアルプ武居卓が贈る、一人の男が夕日に見た脳内劇
それはなんでもない日に思い出す、なんでもない想像。
夕陽を浴びながらぼーっとしていると、風が吹く。すると頭の中を記憶が通り過ぎる。昨日のこ
と、凄く昔のこと。と同時に、超現実的なことも「忘れないで」と横を通り過ぎる。今日の夕飯、明
日の仕事、支払日が迫る請求書。それを掻き消すかのようにすぐ後ろを空想が走り抜ける。
行ったことのない景色、なりたかった理想の自分像。それはなんでもない日に思う、あらすじな
んてない、絵画や音楽、詩のようなもの。なのになぜか舞台上で起こる事にずっと目が離せなく
なる。クスクス笑って少しだけ脳を刺激しにいらしてください。脳内劇『ラ・チラカッチャッチャ』

原作：W・シェイクスピア「夏の夜の夢」より
演出・脚色：細川貴司
出演：近藤隼  武居卓  荒井正樹  菅沼旭人  

串田十二夜  下地尚子  細川貴司
会場：まつもと市民芸術館 小ホール
全席自由（税込） 一般 ¥3,000

小学生以下 ¥500  
3歳未満膝上鑑賞無料

13（水）19 : 00 15（金）13 : 00 17（日）12 : 00

オレたちの夏の夜の夢

かのシェイクスピアの有名喜劇「夏の夜の夢を」を、
オレたち6人で演るしかないのさ、こうなったら！
アテネ公爵シーシアスの婚礼を次の新月に控えた夏の夜。駆け落ちを企てた貴族の娘ハーミ
アは恋人ライサンダーと共に森へと向かう。後を追うハーミアの婚約者ディミトリアスと彼を
慕う娘ヘレナ。妖精たちの住む森に迷い込んだ4人の恋人たちの運命は？ そんなシェイクス
ピアの喜劇『夏の夜の夢』を上演しようと、松本に到着した6人の舞台スタッフ。だが、セットも
役者も来ない！ 彼らは公演中止を観客に伝えようと舞台上に集まったのだが、『オレたち』で
演じることになってしまう。本来10人以上のキャストが必要な『夏の夜の夢』を果たして6人で
最後まで上演できるのか？！

出演：もも（唄）　小春（アコーディオン）　
会場：上土劇場
全席自由（税込） 一般 ¥3,500

小学生以下 ¥500  
3歳未満膝上鑑賞無料

9（土）16 : 30
コンサート   チャラン・ポ・ランタン
唄とアコーディオンの姉妹劇場 in 松本

空中キャバレーでもお馴染みのあの姉妹が松本に帰って来る！ 

唄のももとアコーディオンの小春の奏でる無国籍サウンド。
今回は、同日に行われる『西の人気者』（串田和美演出・美術）の舞台セット上でのスペシャル
コンサートをお届けします！ もも（唄 / 平成生まれの妹）と小春（アコーディオン/ 昭和生まれの姉）
による姉妹ユニット。2009年に結成。バルカン音楽、シャンソンなどをベースにサーカスのよう
な世界観であらゆるジャンルの音楽を取り入れた無国籍のサウンド。日本のみならず、海外
でも活動の範囲を広める。2016年に発売の配信シングル「進め、たまに逃げても」がTBSドラ
マ「逃げるは恥だが役に立つ」のオープニングテーマに起用され、大きな反響を呼ぶ。コロナ
禍になってからYouTubeにも活動の幅を広げ、特に「蛇腹談義」は一部のマニアから多大な
人気を得ている。9月から独立し、もっと活動の幅を広げてゆく予定。

出演：こぐれみわぞう（歌、打楽器）
大熊ワタル（クラリネット）
近藤達郎（ピアノ、キーボード）  
関島種彦（ヴァイオリン、マンドリン）
木村仁哉（チューバ）  大岡淳（語り、歌）

会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500

小学生以下 ¥500  
3歳未満膝上鑑賞無料

共催：信毎メディアガーデン

12（火）19 : 00
コンサート（音楽劇）「みわぞう sings 三文オペラ」
世界の大道楽団ジンタらムータの演奏で歌姫みわぞうがブレヒト＝ヴァイルの
魂を全霊で引き寄せ歌う最高にイカした／イカれた『三文オペラ』！
20世紀演劇最大の革命児ブレヒトと、天才作曲家クルト・ヴァイルの不滅の音楽劇「三文オペラ」。
1928年にドイツで初演され、劇中歌の『メッキー・メッサーのモリタート』は『マック・ザ・ナイ
フ』というタイトルで大ヒット、スタンダードナンバーとなった。戦争と平和のコインの裏表で、
愛と暴力と欲望に翻弄される人間世界を、風刺たっぷりに描いたブレヒトのテキストが、100

年後、鬼才・大岡淳の超訳と語りであらたな命を吹きこまれ、聖俗の粋をクラッシュさせた伝
説の劇中音楽を、世界の大道楽団ジンタらムータが演奏。通も唸る歌姫みわぞうがブレヒト＝
ヴァイルの魂を全霊で引き寄せ、最高にイカした／イカれた「三文オペラ」がよみがえった！！

8（金）17 : 00 9（土）14 : 00

セツアンの善人

原作：ベルトルト・ブレヒト  

脚色・演出・出演：細川貴司
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥2,000

小学生以下 ¥500
3歳未満膝上鑑賞無料

私の中には2人の私。1人は憎い、1人は愛しい。それが私。
ブレヒトの名作を一人芝居でお届けします。
舞台はどこか遠くの貧しい都セツアン。この世にもういなくなったかも知れない「善人」を探し
旅をする3人の神さまを部屋に泊めた娼婦のシェンテは神さまからお礼にもらったお金で買っ
た煙草屋で施しをはじめる。ところが、貧しい人々が次から次へとやってきて、困ったシェンテ
は、架空の人物・やり手のいとこに成りすます。昨年末、地元高知でたくさんの出会いの中で
作った一人芝居『セツアンの善人』が、大幅な改訂を加え松本に初登場。すべて“語り”で進行
する、「私の中にあるもう一人の私」についての話。

作・演出・振付：山田うん   

音楽：ヲノサトル　美術：ザ・キャビンカンパニー
出演：Co.山田うん（川合ロン  飯森沙百合  長谷川暢  西山友貴  山崎眞結  

山口将太朗  吉﨑裕哉  山根海音  仁田晶凱  田中朝子  望月寛斗  黒田勇）
会場：まつもと市民芸術館 実験劇場
全席指定（税込） 一般 ¥3,500／U18 ¥1,500（枚数限定）
企画制作：新国立劇場

13（水）14 : 00
新国立劇場ダンス  Co.山田うん 『オバケッタ』

絵本をめくるように広がる楽しい世界 大人もこどもも楽しめる、新作ダンス作品
ダイナミックかつ繊細なコンテンポラリーダンス作品を次々と発表し、国内外で活躍している
山田うんが手掛ける〈大人もこどもも楽しめるダンス作品〉。作品のテーマは“死んだらみんな
どこ行くの？” ひとりの男の子のもとにたくさんの個性的なオバケたちが集結。まるで絵本を
開いたかのようなワクワクドキドキの世界が広がる、色鮮やかな美術と楽しい歌と音楽、そし
てパワフルなダンスが織りなす魅力的な舞台をどうぞお見逃しなく！

企画・演出：野楽プロジェクト
出演：佐藤蕗子  藤原佳奈  柳沢大地  太田さくら  森下なみ
会場：浅間温泉の街 ＊集合場所：田辺薬品2階（〒390-0303 長野県松本市浅間温泉3丁目3-9）

チケット：投げ銭制（感染対策のため、各回定員10名）
予約方法：yagaku.info@gmail.comまで
①お名前  ②ご連絡先の電話番号 ご記入の上ご予約ください。 ※先着順でのご案内となります。

9（土）13 : 00 10（日）13 : 00

あさまごと

パフォーマー、演劇家、建築家によって始動した土地と人との関わり方、
創作の在り方を探求するプロジェクトの第一弾。
今回は、松本市に住む学生とリサーチを重ねた。舞台は、浅間温泉地域。各回限定10名の参
加者に、架空の宴に参加してもらい、演劇、ゲーム、街歩き、様々な角度から、この土地の過去
や未来を想像する。

作・演出：髙山さなえ（髙山植物園）
出演：端田新菜（ままごと／青年団）
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥2,000

小学生以下 ¥500  
3歳未満膝上鑑賞無料

10（日）17 : 30 11（月）20 : 00

月曜日に看護師は恋をする

松本市在住の劇作家髙山さなえが主催する『髙山植物園』  
書き下ろし一人芝居シリーズ最新作！
これから繰り広げられるお話は、ある女性の生き方を真正面から描いたものです。
たった1人の女性の性を綴るように、そして丁寧に台詞を紡ぎながら織り上げた作品は、まる
で一枚の布の様な形態となり、観てくださった皆様の身体にまとわりつく程に、切実さに溢れ
たものとなっています。短い時間の一人芝居ではありますが、そのひとかけらでも皆様の記憶
に残ることが出来ましたら、こんな幸せはありません。
どうぞ、目の前の世界に身を委ね、お楽しみください。

原作：W・シェイクスピア「マクベス」より　脚色・演出：串田和美
出演：串田和美  葛岡由衣  近藤隼  下地尚子  武居卓  竹川絵美夏  中田翔真  引間文佳  

深沢豊  細川貴司  堀田康平  毛利悟巳   （五十音順）
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500／小学生以下 ¥500 ／3歳未満膝上鑑賞無料
共催：信毎メディアガーデン    初演  （一財）長野県文化振興事業団  長野県芸術監督事業

9（土）18 : 30 10（日）18 : 30 16（土）18 : 30

そよ風と魔女たちとマクベスと

『ハムレット』『オセロー』『リア王』と並ぶシェイクスピア四大悲劇の一つ
『マクベス』が、脚色・演出・美術・照明・衣裳すべてを串田が手がけ、現代の
視点で圧倒的かつ斬新な作品に生まれ変わる！
「やがて王になる」という魔女たちの予言と、野心家の妻にそそのかされながら謀略の限りをつ
くし、とうとう玉座に座った彼が手に入れようとしたもの、戦い続けた相手は何だったのか？
“消えろ、消えろ、束の間の灯火。人生はたかが歩く影法師、哀れな役者だ”魅力的で有名な台
詞とともに画期的手法で描くコラージュ演劇！ 「そよ風」には、優しいと思っていたものが嵐に
なるような、得体の知れない怖さがある。そよ風と魔女たちの囁きに魔が刺したマクベスの運
命は？ 昨年秋に初演した舞台が、配役を一部入れ替え、新たな作品として更に進化・深化！

© 田中慶

© 長谷川清徳

©Akio Kushida

原作：リー・ブレッシング   

翻訳：万里紗
演出：千葉哲也   

出演：近藤隼  草光純太
演奏：棟居淳（ギター）
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥2,000

小学生以下 ¥500  
3歳未満膝上鑑賞無料

11（月）16 : 00 14（木）13 : 00

A WALK IN THE WOODS ～森を歩いて～
米ソの交渉人の2人が中立国スイスの森で、決して交わることのない会話を紡ぐ。
チケットが即完売した大人気公演の再演。
「今日はただ、あなたに森を見ていただきたかったんです」
冷戦時代、クソ真面目で情熱に溢れたアメリカの交渉人と、どこか人を食ったような狸親父の
ソ連の交渉人が、核軍縮問題を抱えながら中立国スイスの森の中を散歩する。決して交わる
ことのない会話。繊細なギターの音色が間に流れる。正体の見えない「他者」への恐怖に震え
る私たちに、冷戦下の彼らが問いかけることとは―。世界の絶望に向き合っていく二人の人
間の物語。春の上演ではチケットが即完売した大人気公演の再演。

構成・演出：加藤直
出演：秋本奈緒美  内田紳一郎  大月秀幸  加賀凪  下地尚子  武居卓  田村真央  

中田翔真  引間文佳  細川貴司  （五十音順）
演奏：木村おおじ（ドラム）  小林創（ピアノ）
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,000／小学生以下 ¥500／3歳未満膝上鑑賞無料
共催：信毎メディアガーデン

11（月）19 : 00 14（木）17 : 30 15（金）17 : 00

ワタシの青空 西遊記異聞

黄昏時 逢魔時。ワタシの青空はどこへ行った？
 ̶寄ってたかって音楽劇 ̶  西遊記異聞

見上げると　青空が　消えていた！　腹ペコの妖怪が　喰っちまったらしい！
妖怪退治なら　孫悟空たちに頼めばいい。　ほら　今　あの十字路を曲がったところだ。
なるほど　マチには　彼ら一行が歌っていたウタがまだ漂っている。
黄昏時　逢魔時。ワタシの青空はどこへ行った？
寄ってたかって、「西遊記」が大胆な音楽劇に！

16（土）13 : 00

近松心中物語

華やかな元禄の遊郭。大阪新町に咲く二組の恋の炎。格差が問われる現在に響く、新たな
「近松心中物語」。作家・秋元松代の名作にして、蜷川幸雄の代表作に演出家・長塚圭史が、
田中哲司、松田龍平、笹本玲奈、石橋静河ら実力派キャストと共に挑む！

作：秋元松代　
演出：長塚圭史　
音楽：スチャダラパー
出演：田中哲司  松田龍平  笹本玲奈  石橋静河  朝海ひかる  石倉三郎   他
会場：まつもと市民芸術館 主ホール
全席指定（税込） 一般 ¥6,500／U18 ¥4,000（枚数限定）
企画製作：KAAT神奈川芸術劇場

現代演劇の金字塔が、新演出と個性豊かなキャストで松本に初登場！

KAAT神奈川芸術劇場
プロデュース

原作：オスカーワイルド　
翻訳：楠山正雄　
翻案・出演：万里紗
即興演奏：中澤ナオ（ヴァイオリン、マンドリン）
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
料金（税込）：¥1,500
チケット申し込み：［電話］ 070 - 8421 - 9289
［ＷＥＢ］ https://www.quartet-online.net/
　ticket/marissasalome_matsumoto
制作：コマンドティー

9（土）19 : 00
マリサ・サロメ

オスカー・ワイルドの名作サロメを女優・万里紗がアレンジ 

中澤ナオの演奏と共にお届けする、秋の夜の妖しいライブ
なぜ少女は愛する男の首を求めたのかー新約聖書に題をとったオスカー・ワイルドの名作『サロ
メ』を、串田カンパニーでもお馴染みの女優・万里紗が、一人きりの朗読劇へアレンジ。実験音楽
を得意とする長野県出身ミュージシャン・中澤ナオのスリリングな演奏と共に、妖しくエロティック
な月夜の庭園へと誘います。一夜限りのリーディング＆ミュージックライブ「マリサ・サロメ」

リーディング&
ミュージックライブ

8（金）19 : 00 9（土）13 : 00 10（日）14 : 00 11（月）13 : 00

西の人気者

舞台は馴染みばかりが集まる居酒屋。100年ほど昔のアイルランドの西の端の、海辺の片田
舎。刺激のないいたって平凡な毎日を営む村人の楽しみは、お通夜の酒盛りやホラ話だけ。
ある晩一人の見知らぬ若者がやってきて「父ちゃんを殺しちゃった」と言う。村人たちはなぜか
ヒーロー扱いし始め、翌朝、彼はたちまち人気者。ところが、、、。オー！ かくも切ない青春の
ラプソディ。串田和美と串田十二夜がとんでもなくおかしい父子を演じる。

作：ジョン・ミリントン・シング   演出・潤色・美術：串田和美
出演：秋本奈緒美  荒井正樹  伊藤延子  内田紳一郎  大月秀幸  奥萌  串田和美  

串田十二夜  菅沼旭人  髙木友葉  竹川絵美夏  田村真央  堀田康平  吉谷弦  （五十音順）
会場：上土劇場
整理番号付自由席（税込） 一般 ¥4,000／U18 ¥2,000
企画制作：まつもと市民芸術館

父ちゃん殺しちゃったら、村中の人気者になっちゃった？

惑星企画 

文化庁 大規模かつ質の高い文化芸術活動を核とした
アートキャラバン事業 「JAPAN LIVE YELL project」

企画制作：まつもと市民芸術館　ＴＣアルプ    

制作協力：K Productions

主催：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会　
（一財）松本市芸術文化振興財団

Planet 
Project

衛星企画 
企画制作：まつもと市民芸術館　ＴＣアルプ　
制作協力：K Productions　
主催：（一財）松本市芸術文化振興財団

※投げ銭公演は、チケット発売はありません。

10（日）15 : 30
コンサート  ヒカシュー ～ヒカシューは想像の斜め上

出演：巻上公一（ヴォーカル、テルミン、コルネット）  三田超人（ギター）  坂出雅海（ベース）
佐藤正治（ドラムス）  清水一登（ピアノ、キーボード）

会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500／小学生以下 ¥500／3歳未満膝上鑑賞無料
共催：信毎メディアガーデン

詩集「至高の妄想」で大岡信賞を受賞した巻上公一が率いる、
劇的アヴァンギャルドな即興ロックバンド！
ヒカシューの松本初上陸ライブ。結成43年、日本を代表するアバンギャルドロックグループが
ついに信毎メディアガーデンにて単独ライブ!常に実験性にあふれたその楽曲や演劇的なラ
イブは、日本のポップミュージックの可能性を拡張し続け、世界的にも高い評価を受けている。
2020年最新作に『なりやまず』。

出演：木村おおじ（ドラム）  
小林創（ピアノ）
秋本奈緒美（歌）

会場：スイート縄手本店
入場料（税込）：¥2,500
チケット申し込み：
　ticket@kproductions.co.jp

12（火）18 : 00
コンサート   晩秋のツープラトン 2021 in 松本
串田作品ではお馴染み、ロールの魔術師木村おおじと
スライドピアノの名人小林創のユニットが松本初上陸！
はじめとおおじは、ピアノとドラムのみの編成で、到底ふたりだけで演奏しているとは思えない
非常に重厚なサウンドで、誰にでも楽しめる音楽を皆さまにお届けする、クラシックジャズを中
心に演奏するユニットです。クラシックジャズはモダンジャズ以前にアメリカで生まれ、親しみや
すいメロディーと、聴いていると思わず踊らずにはいられないスウィング感を併せ持った音楽。
ジャズは難解な音楽という先入観を根底から吹き飛ばす、たいへん楽しくて分かりやすいライ
ブをお届けします。しっとりとしたバラードから強烈に踊れるものまで、観客を決して飽きさせな
いふたりの名人による演奏をどうか心の底から存分にお楽しみください。今回はゲストミュージ
シャンに松本出身の素晴らしいシンガーである秋本奈緒美さんが参加いたします。

＊カフェ閉店後の上演ですが、開演前までパンや
ドリンクをお買い求めいただけます。生演奏と
ともに会場でのひとときをぜひお楽しみください！

原作：アゴタ・クリストフ戯曲集『怪物』より　
翻訳：堀茂樹   
演出：串田和美
出演：【キャストＡ／13・16日】 内田紳一郎  大月秀幸  

木村おおじ（ドラム）  小林創（ピアノ）
【キャストB／14・15日】 串田十二夜  吉谷弦  
Alan Patton（アコーディオン）

会場：スイート縄手本店
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
《John et Joe》 in L'Heure grise et autres pièces d’Agota Kristof

© Éditions du Seuil, Paris

13（水）17 : 30 14（木）17 : 30 15（金）17 : 30 16（土）17 : 30

ジョンとジョー

SWEET縄手本店が劇場に。20代、60代と世代の異なるダブルキャストで贈る、
いつものカフェでのいつもの二人の会話劇
毎日同じカフェで落ち合う貧しい二人の男たちの、切なくも滑稽な会話。ある日、ひょんなこと
から小さな事件が起こる。あの「悪童日記」のアゴタ・クリストフの名作二人芝居を、縄手通り
のベーカリーカフェ「SWEET」でリアルに上演！ キャストAは60代のベテラン俳優組、Bは22

歳のフレッシュな若手組。同じ台本で２種類の芝居が味わえる。

＊カフェ閉店後の上演ですが、開演前までパンやドリンクをお買い求めいただけます。ピアノやアコーディオン
の生演奏とともに会場でのひとときをぜひお楽しみください！

8（金）19 : 00
コンサート   オノマトペ歌謡祭  サリーちゃんからモスラまで

出演：巻上公一（ヴォーカル、テルミン、コルネット）  三田超人（ギター）  坂出雅海（ベース）
佐藤正治（ドラムス）  清水一登（ピアノ、キーボード）  もも（唄）  小春（アコーディオン）

会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500／小学生以下 ¥500／3歳未満膝上鑑賞無料
共催：信毎メディアガーデン

日本語は世界に稀に見るオノマトペの宝庫。
閉塞感でいっぱいの世の中、ココロをヒビキで楽しませます。
ヒカシューとチャラン・ポ・ランタンが「オノマトペ」をテーマにお贈りするスペシャル歌謡祭!

日本語は世界に稀に見るオノマトペの宝庫。文学・芸能から社会風俗にいたるまで、ざくざく
例がある。オノマトペを意識した、皆が知っている楽しいあの歌・妖しいこの歌をドドーンと集
結させて楽しもうというこの企画。お贈りするのはオノマトペがあふれ出てしまう日本を代表
する二大グループ、ヒカシューとチャラン・ポ・ランタン！ 閉塞感でいっぱいのコロナ禍の中、
ココロをヒビキで楽しませる、今宵限りの松本スペシャル！

9（土）10 : 30 10（日）10 : 30

3日満月と安部亘のMusicake!

出演：3日満月with安部亘（パーカッション）
［権藤真由（アコーディオン、ピアノ、歌）  佐藤公哉（ヴァイオリン、パーカッション、歌）］

会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
料金：投げ銭

松本市を拠点に活動するデュオ「3日満月」と、
打楽器奏者・安部亘によるミニコンサート。
アコーディオンやヴァイオリン、歌やパーカッションを用いて、面白い童謡やオリジナル曲を
演奏します。不思議な絵本のような、サーカスの幕間のようなひととき。公演時間は40分前後
です。来場無料、投げ銭制ですので、お気軽にご参加ください。小さなお子様連れ歓迎☆

ムジケイク

Sun 
Project

Satellite 
Project

出演：秋本奈緒美  ＴＣアルプ他
巻上公一（ボイス、口琴、コルネットe.t.c）
佐藤正治（ドラム）  水谷浩章（ベース）

会場：信毎メディアガーデン前 スクエア
料金：無料 

7（木）18 : 30

前夜祭

10日間のフェスタをみなさんと寿ぐ前夜祭。30個あるプログラムを出演者たちが
音楽にのせて楽しく紹介していきます。できることなら、みんなで踊りたい気持ち！

©Yukina Tokumono
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