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全国シニア演劇大会inTokyoは、厚生労働省、東京都、豊島区および公益社団法人全国公立文化
施設協会による新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等をふまえ、感染予防対策に細心
の注意を払ってまいります。会場でも皆様のご協力をお願い申し上げます。

協賛

ファストドクター株式会社／ケルンコーヒー／株式会社うぇるねす／川崎沼田クリニック／
シニアミュージカル発起塾／株式会社オフィス・ミット／カナディアンキャンプ乗馬クラブ／浜田市観光協会／
( 一社 )パソコープ／BB★GOLD／株式会社 椿／マスターズコーポレーション／（株）クリアワイズ／
社会福祉法人風の遊育舎よこはま風の遊育園／レンタル・ダンス studio ポコアポコ／
株式会社 nakasaka 福岡中央ケアプラン／アトリエ Mdeux ／松本公認会計士事務所

協力
助成
後援
主催

一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構／株式会社ロッテ
公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
豊島区 豊島区教育委員会
NPO法人シニア演劇ネットワーク
090-8083-6888

s-engeki.net

1年 延 期した『 全国シニア演 劇 大 会 i n Tokyo』のテーマは
「若いあなたに伝えたい！」
シニア演劇がブームになって10 年余り。稽古場は今日も元気が
あふれています。
「 おっと！マスクつけなきゃ」
「手を洗おう！」と
コロナ対策しながら 頑張っちゃいました。
最高齢は92歳 に！あなたの知らない高齢者の姿がここにある。
若者よ、劇場で待ってます！

6 17
木

前夜祭

消毒作業のため 各回入れ替えにご協力ください

かんじゅく座 ウグイスチーム（東京・63分・20人）

13:30「パリテ！」

町長選に挑むシングルママ奮闘記

ドキュメンタリー映画 監督 山本良子（上映時間 46分）

15:00「ぼくらのハムレットができるまで」
学習塾で演劇祭？！長谷川先生の教えに密着
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金

本大会
14:30

アフタートークゲスト 長谷川 宏 (赤門塾)

開会式

● ロビー 展 示

期間中、全国のシニア劇団の紹介を展示する他、幕間には特設舞台にて、
ミニ公演、
各劇団の予告、協賛会社の PR などがあります。
(コロナ対策のためカフェ営業はしておりません。蓋付き飲料 のみお持ち込み可能です)

● チケット
〔料金〕

15:00「花のクッキー売り娘

2021

シニア演劇ネットワーク

info@s-engeki.net
080-4850-5351

16:05 劇団うめはる ミニ公演 ( ロビー特設舞台 )

お名前、
ご予約日、
ご観劇希望の演目、
ご連絡先電話番号をお伝えください。

劇団ＢＢ★ＧＯＬＤ（愛知・60 分・9人）
16:30「卒塔婆小町・葵上」

Confetti カンフェティ

近代能楽集より2 作品を上演

観 劇 チケット 予 約

http://confetti-web.com/
s-engeki-TOKYO
0120-240-540 (平日10:00〜18:00)

劇団 ひとりっこ（宮城・60分・1人〔及び三味線奏者1人〕
）

18:00「花いちもんめ」

高校国語教科書にも採用された1人芝居

劇団 サンシャイン（埼玉・70 分・7人）
19:30「How many いい女」

配 信 チケット 予 約

https://www.confetti-web.
com/s-engeki

おばちゃんアイドルの熱い青春！

劇団かぶつ（東京 八丈島・45分・13人）

販売期間:2021年5月15日（土）10:00〜
6月30日（水）20:59まで

14:00「女護ヶ島ものがたり〜八丈島の伝説から〜」
八丈島と青ケ島の男女の悲恋物語

劇団かっこん党（福岡・50分・8人）

主役は誰？初心者ミニミュージカル

仙台シニア劇団まんざら（宮城・60 分・8人）

11:30「記憶・飛ばずに消えた」
風船爆弾作りに関わった男の物語

劇研 GO! 楽座（埼玉・60分・6人）

13:00「誇鶏克考（コケコッコー）
〜野生に戻れ！〜」
人間の蛮行に対する鶏の野生の叫び

石見国くにびき１８座（島根・50分・11人）

14:30「戦後ゼロ年ここから」
孤児たちの戦いは、ここから始まる

かんじゅく座 カラスチーム（東京・63分・21人）

16:00「パリテ！」

町長選に挑むシングルママ奮闘記

17:45

閉会式

グリーン大通り

出光 ダイハル

02
６・７
出口

東池袋駅
首 都 高５号 池 袋 線

西武

日

交流会

東口

豊島岡
女子学園

みずほ
銀行

セブン
イレブン

乙池袋四丁目

18:30「ススメ、
我らが半熟一座」

パ ルコ

半熟座（東京・30分・10人）

SEIYU
日出町公園

J R池 袋 駅

アリの眼から見た東京五輪物語？

あうるすぽっと

ライズアリーナビル２・３F
都

表現集団 ホワイトモス（東京 伊豆大島・60分・7人）
17:00「ＴＯＫＹＯアリンピック」

サンシャイン
シティ

東池袋四丁目

16:35 あべ &やま「歌謡コント」
( ロビー特設舞台 )

都営荒川線

父親の免許返納に揺れる家族コメディ

● アクセス
J R山 手 線

15:30「走るなメロス」
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アーカイブ配信 : 6月30日
（水）23:59まで

2021年 5 月15日（土）より 販売開始

動員数 No.１の発起塾不朽の名作

19:30

１演目１,０00 円

ラ イブ 配 信

映画 のみ１,000 円

高校生以下無料

〜お江戸五輪版〜」

土

１演目１,５00 円

劇場観劇

〔ご予約・お問い合わせ〕

シニアミュージカル発起塾（大阪・60分・10人）
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完全予約制

東京メトロ有楽町線

【所在地】

〒170 -0013 豊島区東池袋 4-5- 2
ライズアリーナビル 2F・3F
TEL.03-5391-0751
FAX.03-5391-0752

★東京メトロをご利用の方へ

東京メトロ 有楽町線「東池袋駅」6・7出口
より直結

★JR 線をご利用の方へ

JR「池袋駅」
（東口）
より徒歩10 分
※JR池袋駅東口を出てグリーン大通りを
直進

★都電荒川線をご利用の方へ

都電荒川線「東池袋四丁目」
より徒歩2分

豊島区役所

★お車をご利用の方へ

首都高速「東池袋」
出入口よりすぐ
※「あうるすぽっと」には専用の駐車場は
ございません
※ ご来館の際は公共交通機関をご利用く
ださい
※ やむを得ず、
お車でご来館の際は、必ず
近隣の駐車場をご利用ください

★バスをご利用の方へ

「東池袋四丁目」停留所から徒歩 3分
都営バス 都 02 乙 ( 池袋駅東口〜茗荷谷駅
前〜一ツ橋・東京ドームシティ行き)

★自転車をご利用の方へ

有料駐輪場がございます (134 台収容 )
最初の 2 時間まで無料 以降4時間ごとに
100円でご利用いただけます

