2020 年はコロナ禍の影響で予定を大幅に変更し、
2021年は緊急事態宣言を受けて中止となった豊岡演劇祭。
第3回となる2022年は、誰もが楽しめる魅力的なプログラムを提供するとともに、
演劇祭をまちづくりの機会としてさらに積極的に活用します。
地域通貨、スマートフォンを使った非接触型チケットシステムの導入をはじめ、
豊岡で学ぶ大学生たちによる情報発信、マイボトル運動など、
まちをより楽しんでいただくためのトライアルが始まります。

【お問い合わせ・チケットお取り扱い】
WEB https://toyooka-theaterfestival.jp/
電話 050-5527-7241
窓口 フェスティバルセンター（豊岡市大手町1-29）
※電話・窓口ともに会期前の9/14までは12:00～18:00（月曜休）、演劇祭期間中は10:00～18:00（無休）
※当日券、各種割引は演劇祭公式サイトをご確認ください。
※WEBでのチケット購入にあたっては、IDとパスワードの設定が必要となります。

豊岡演劇祭2022 【城崎エリア】 ラインナップ
ディレクターズプログラム
カミーユ・パンザ／エルザッツ『思い出せない夢のいくつか』
ノイマルクト劇場＋市原佐都子／ Q『Madama Butterfly』
フェスティバルプロデュース

●
●
●
●
●

お食事×文学×リーディング『よるよむきのさき』
横光利一『機械』
太安万侶編『耳で楽しむ古事記（ふることふみ）〜その 1 天地初発〜』
小川未明『花咲く島の話・船の破片に残る話・強い大将の話・ある夜の星たちの話』
志賀直哉『城の崎にて・范の犯罪』
太宰治『駆込み訴え』
JR西日本観光列車「うみやまむすび」 ×スイッチ総研
『絶景！！日本海！山陰本線旅情サスペンス風スイッチ』
小菅紘史×中川裕貴『山月記』
フリンジ【Selection】
半畳の宇宙 ／ ひとり芝居『よだかの星』『走れメロス』
武本拓也 ／ 『いもりを見た』
ハイドロブラスト ／『最後の芸者たち』
フリンジ【Street】
ぱわぁ/ゼロコ/渡邊 翼/長岡岳大&めぐみ梨華 /さくら組/鈴木仁/
渡辺あきら /白昼夢/ケチャップリンたび彦 /ヂバドロ・アノ /
音姫金魚/九里ヶ崎雪彦 /アストロノーツ /ファントム/タカパーチ

9/15(木)
16:00- カミーユ・パンザ／エルザッツ『思い出せない夢のいくつか』城崎国際アートセンター (75分)
18:00- お食事×文学×リーディング『よるよむきのさき』横光利一『機械』さんぽう西村屋 本店 (105分)
19:00- 武本拓也 『いもりを見た』城崎国際アートセンター スタジオ1 (60分)
9/16(金)
18:00- お食事×文学×リーディング『よるよむきのさき』 太安万侶編『耳で楽しむ古事記（ふることふみ）〜その1 天地初発〜』
三木屋 (105分)
18:00- 武本拓也 『いもりを見た』城崎国際アートセンター スタジオ1 (60分)
18:00- / 19:00- 半畳の宇宙 ／ ひとり芝居『よだかの星』『走れメロス』 (30分)
19:30- カミーユ・パンザ／エルザッツ『思い出せない夢のいくつか』城崎国際アートセンター (75分)
9/17(土)
11:00- カミーユ・パンザ／エルザッツ『思い出せない夢のいくつか』城崎国際アートセンター (75分)
11:00-22:00 フリンジストリートプログラム 城崎温泉街 各所
13:30-16:00 A JR西日本観光列車「うみやまむすび」×スイッチ総研『絶景！！日本海！山陰本線旅情サスペンス風スイッチ』
(13:10 JR城崎温泉駅改札口 集合)
9/18(日)
11:00-22:00 フリンジストリートプログラム 城崎温泉街 各所
13:30-16:00 A JR西日本観光列車「うみやまむすび」×スイッチ総研『絶景！！日本海！山陰本線旅情サスペンス風スイッチ』
(13:10 JR城崎温泉駅改札口 集合)
13:30- / 19:00- 武本拓也 『いもりを見た』城崎国際アートセンター スタジオ1 (60分)
9/19(月・祝)
11:00-22:00 フリンジストリートプログラム 城崎温泉街 各所
13:30-16:00 B JR西日本観光列車「うみやまむすび」×スイッチ総研『絶景！！日本海！山陰本線旅情サスペンス風スイッチ』
(13:10 JR城崎温泉駅改札口 集合)
13:30- / 19:00- 武本拓也 『いもりを見た』城崎国際アートセンター スタジオ1 (60分)
18:00- お食事×文学×リーディング『よるよむきのさき』小川未明『花咲く島の話・船の破片に残る話・強い大将の話・ある夜の星たち
の話』 (105分)
9/20(火)
13:30-16:00 B JR西日本観光列車「うみやまむすび」×スイッチ総研『絶景！！日本海！山陰本線旅情サスペンス風スイッチ』
(13:10 JR城崎温泉駅改札口 集合)
18:00- お食事×文学×リーディング『よるよむきのさき』 志賀直哉『城の崎にて・范の犯罪』城崎町家地ビールレストラン
GUBIGABU (105分)
9/21 (水)
1800- お食事×文学×リーディング『よるよむきのさき』 太宰治『駆込み訴え』RESTAURANT Ricca (135分)
9/22(木)
19:00- ノイマルクト劇場＋市原佐都子／Q『Madama Butterfly』城崎国際アートセンター (105分)
9/23(金・祝)
14:00- ノイマルクト劇場＋市原佐都子／Q『Madama Butterfly』城崎国際アートセンター (105分)
20:30- 小菅紘史×中川裕貴『山月記』玄武洞公園 (50分)
9/24(土)
11:00- ノイマルクト劇場＋市原佐都子／Q『Madama Butterfly』城崎国際アートセンター (105分)
17:00- / 19:00- ハイドロブラスト 『最後の芸者たち』城崎国際アートセンター スタジオ1 (50分)
9/25(日)
12:00-ハイドロブラスト 『最後の芸者たち』城崎国際アートセンター スタジオ1 (50分)
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9/15( 木 )16:00
9/16( 金 )19:30
9/17( 土 )11:00
上演時間 75 分

9/22( 木 )19:00
9/23( 金祝 )14:00
9/24( 土 )11:00
上演時間
1 時間 45 分

9/15( 木 )18:00
お食事
+ リーディング：
1 時間 45 分程度

9/19( 月祝 )
9/16( 金 )18:00

18:00

お食事
+ リーディング：

お食事
+ リーディング：

1 時間 45 分程度

1 時間 45 分程度

9/21( 水 )18:00
お食事
+ リーディング：
2 時間 15 分程度

9/17( 土 )
13:30-16:00 A
9/18( 日 )
13:30-16:00 A
9/19( 月・祝 )
13:30-16:00 B
9/20( 火 )
13:30-16:00 B

9/20( 火 )18:00
お食事
+ リーディング：
1 時間 45 分程度

9/23( 金・祝 )
20:30
玄武洞公園
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9/16（金）
木屋町小路
18:00『走れメロス』
19:00『よだかの星』

9/24( 土 )
9/15( 木 ) 19:00
9/16( 金 ) 18:00
9/18( 日 ) 13:30/19:00
9/19( 月・祝 ) 13:30/19:00

17:00/19:00
9/25( 日 )12:00

ストリート

ストリート

ストリート

プログラム

プログラム

プログラム

ストリート

ストリート

ストリート

プログラム

プログラム

プログラム
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ストリート

ストリート

ストリート

プログラム

プログラム

プログラム

ストリート

ストリート

ストリート

プログラム

プログラム

プログラム

ストリート

ストリート

ストリート

プログラム

プログラム

プログラム

フリンジプログラム／ストリート

①四所神社
②木屋町小路
③城崎駅通り公園
④城崎温泉駅前

9/17（土）〜9/19（月・祝）

A 城崎エリア

A 城崎エリア

・アストロノーツ スタチュー『人間彫像芸』

・音姫金魚『金魚回遊』

Fringe Program

フリンジプログラム／ストリート

★江原駅前イベント広場
※フェスティバルナイトマーケットも開催

Fringe Program

C 江原エリア

④出石永楽館入口

各エリア地図の数字と★の場所に一覧で掲載したパフォーマーが登場します。

⑤北柳通り
⑥地蔵湯前

（一の湯〜桃島橋間）
⑦御所の湯前

⑤イロドリマーケット

9/17（土）〜9/18（日）
9/17（土）〜9/19（月・祝）

D 出石エリア

（田結庄通り）

①登城橋河川公園

D 出石エリア

・豊来家幸輝『太神楽曲芸』

C 江原エリア

③但馬銀行駐車場

★市役所本庁舎前市民広場及び前面道路

9/23（金・祝）〜9/25（日）

②出石家老屋敷前広場

B 豊岡エリア

なんちゃって股旅芝居『この道の果てに』

・URARA ×タカハシカナコ

※フェスティバルナイトマーケットも開催

B 豊岡エリア

スタチュー『銅像パフォーマンス』

・Fantome（ファントム）

・Yamato『9.8』

・八幡雄士『Dress Run 』

・オマールえび『絵本×大道芸ライブ』

『はんなり系和風ジャグリング』

※カパーフラオカイリマレイアーピキ『ハワイアンフラ（フラダンス）
』
は 9/25
（日）
12:00 やぶ市民交流広場 芝生広場でも上演
※ 9/23
（ 金・祝）
〜9/25
（日）
に日高町 荒川・野・芝で小林企画『の
のさん # ゲニウスロキを探して』のガイドツアーを実施
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『ハワイアンフラ（フラダンス）
』
（9/25 のみ）

・カパーフラオカイリマレイアーピキ

ブレイクダンス』
（9/24 のみ）

・KC TRIBE『奏者自らが踊る、生演奏による

・太平洋『和風曲芸』

・Co.SCOoPP『夕闇レヴィテーション』

・カキツバターズ☆『アクロバットパフォーマンス』

・渡辺あきら『ジャグリングパフォーマンス』

・和風曲芸師 トルマリ
（9/18,19 のみ）

・渡邊 翼『CONTOUR 』

・架空カンパニー あしもと Shoes juggling『ゆらぐ』

・九里ヶ崎雪彦『スタチュー』

・ケチャップリンたび彦『Espoir（希望）
』

・さくら組『スーパー曲芸バラエティ』
・鈴木仁『幻夏 その夕暮れ』

・ヂバドロ・アノ『LEO』
（9/18,19 のみ）

・ゼロコ『Teatime』

タイムテーブルは

こちら

・タカパーチ『人間ジューク BOX 』

・長岡岳大×めぐみ梨華『ディアボロとボール』

（9/17 のみ）

・白昼夢『雲人間による紙芝居屋 〜いでゆ篇〜』
・ぱわぁ『大道芸』
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