
愛知県芸術劇場賛助会員（2023年度芸術文化事業コース） 50音順

ブルガリアのソフィア人形劇場と日本
の人形劇団プークが共同制作した
希望と旅立ちの物語。

東海地方唯一の公立芸術大学オーケストラによる
定期演奏会。指揮は、大阪フィルハーモニー交響
楽団音楽監督を務める尾高忠明。

「戯曲とは何か？」を探求
する、上演を前提とした
戯曲賞の舞台公演。

ダンスハウス「DaBY」で創作し、
愛知県芸術劇場で世界初演を
行う連携プロジェクト。島地保武
＆環ROYによる新作と、イリ・ポ
コルニー（元NDT）演出・振付
による新作などを上演予定。

プロフェッショナルなダンス環境の整備
とクリエイター養成を行うダンスハウス
「Dance Base Yokohama（DaBY）」との
連携プロジェクト。鈴木竜×大巻伸嗣×
evalaによる創作公演、2023年3月の初演
を待たずに早くも再演決定！
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THE オルガン
NIGHT&DAY 2023
500円、45分で広がる
パイプオルガンの魅力。

キッド・ピボット
『検察官／リヴァイザー』
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GWと夏休みを中心に開催する、家族のためのフェスティバル。
家族で楽しめる催しが充実しているので、劇場初心者の方でも安心。
公演のほか、子ども向けの劇場ツアーやワークショップも開催します。

ミニセレの「ミニ」は、ミニシアター（小ホール）のこと。小ホールで開催する、
先駆的・実験的なプログラム群の総称です。愛知の皆さんにぜひ観ていただきたい
同時代の作品を厳選しています。

劇場と子ども 7 万人プロジェクト対象公演。
小・中・高校生を招待します。プロジェクトの
詳細は裏面をご覧ください。

掲載情報は2022年11月7日現在の情報です。やむを得ない事情により、内容・出演者等が変更になる場合があります。公演の詳細や発売日など、最新情報はウェブサイトやチラシ等をご覧ください。

愛知県芸術劇場 自主事業2023.4-12

■オルガン：都築由理江
   （愛知県芸術劇場オルガニスト）

世界で最も人気のあるコンテンポラリーバレエカンパニーの
ひとつ「NDT」で、常任振付家を務めるクリスタル・パイトが率いる
ダンスカンパニーが初来日。
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15:00/19:30（金）2366 オルガン・アワー

名曲を詰め込んだ1時間のコンサート

■オルガン：石丸由佳
音  楽

（日）

愛知県芸術劇場芸術監督
勅使川原三郎新作ダンス公演

16 （月・祝）17

■演出・照明・衣装・選曲・ダンス：勅使川原三郎
■アーティスティックコラボレーター・ダンス：佐東利穂子

芸術監督の勅使川原三郎が、プロデュース・出演する創作
ダンス公演。

77

（金・祝）

新国立劇場バレエ団公演
『ドン・キホーテ』

3 （土）4

新国立劇場の誕生とともに発足した日本を代表するバレエ団、
本格的なグランドバレエを携えて待望の大ホール公演。

［お問合せ］愛知県立芸術大学 
         芸術情報・広報課 0561-76-2873

ダンス
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15:00/19:30

■オルガン：マティアス・マイヤーホーファー

■製作・出演：
　ザ・ラスト・グレート・ハント
　（オーストラリア）
〈県内ツアーあり〉

（水）

8 24
げきじょうたんけん
ツアー

（木）

27
オルガン・プレミアム・
アワー

～音のシャワーで心リフレッシュ～

66
笠井叡×平山素子

ダンス

音  楽

J.S.バッハ作曲
「フーガの技法」を踊る

25 （木）27
『子犬のバーニー －幸せを探して－』

■主演：米沢唯
　（新国立劇場バレエ団プリンシパル）
【幸田町民会館さくらホール】

（金）18
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DaBYダンスプロジェクト
『Rain』
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演  劇

（月）

〈県内ツアーあり〉

14 （火）15

・（木）15 （金）16

カモメに飛ぶことを
教えたドラ猫の物語
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10ヌトミック＋細井美裕

演  劇

■作：守安久二子
■演出：羊屋白玉
 （演出家・劇作家・俳優・
 「指輪ホテル」芸術監督・
  ソーシャルワーカー）

11
第21回AAF戯曲賞受賞記念公演

『鮭なら死んでるひよこたち』

音  楽

10 サウンドパフォーマンス・
プラットフォーム特別公演

マルチチャンネルスピーカーと身体のための演劇作品

安野太郎 ゾンビ音楽
『大霊廟Beyond』

ダンス

（日）17（土）16
DaBYパフォーミングアーツ
セレクション2023
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23
NHK交響楽団定期演奏会
（愛知県芸術劇場シリーズ）

（土）15:00

結成以来、世界一流の指揮者
やソリストを招聘し、歴史的
名演を残してきた日本を代表
するオーケストラ。

名曲を詰め込んだ1時間のコンサートを
オーストリアの実力派オルガニストの演奏で。

みんなで大ホールをたんけんしよう！
いつもははいれないところものぞい
ちゃおう！

オリジナルの楽器や個性的なパ
フォーマンスで音の新たな表現に
チャレンジするライブ・パフォーマンス
公演の特別版。

2021年に共作した『波の
ような人』以来初めて、
ヌトミックの額田大志と
サウンドアーティストの
細井美裕が再タッグ。

©Kosaku Nakagawa

©Akihito Abe

©Michael Slobodian

©Naoko Nagasawa

©Daniel Grant Photographer

©あがた・せいじ

©森 豊
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音  楽

（日）19

（金）24

愛知県立芸術大学管弦楽団
第34回定期演奏会

■オルガン：新山恵理

クリスマス恒例のパイプオルガンコンサート。
オルガンと別の楽器の共演も好評。
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音  楽

19:00（金）15 15:00（土）16
クリスマスは
オルガンだ！2023

（日）26-

©Kenji Azumi

©Ken_Hirose

© 鹿摩隆司

©Martin Richardson

©コムラマイ／タカラマハヤ

©Takayuki Abe

コンサートホールを無料開放！
普段見ることのできないところも
見学可能。小ホールでは参加型
イベントも開催。

子どもは笑い、大人は涙。パ
ペットとアニメーションが融
合した、ドキドキ・ハラハラの
子犬の小さな大冒険。

ダンサー・振付家として多方面か
ら支持を集める二人が、ピアノの
生演奏とともにバッハの最晩年の
傑作「フーガの技法」に挑む。

愛知県芸術劇場のエレベーター改修工事に伴う休館のお知らせ

エレベーター改修工事に伴い、下記の期間は休館いたします。

小ホール 2023年12月１日（金）～2024年3月31日（日）

大ホール、コンサートホール
大・中リハーサル室 2024年1月4日（木）～3月31日（日）

久屋（栄北）エリアの
アートフェスティバル

ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

©Akihito Abe

11.2 5（木） （日）-



愛知県芸術劇場は、障がい・国籍・年齢等に関わらず、誰でも等しく文化芸術に親しむことのできる環境の整備、
次代を担う子どもたちを対象とした学校招待公演の充実、将来のアーティストや舞台芸術を支える人材の養成などに取り組んでいます。

愛知県芸術劇場の取組み

ヒアリング
ループ

話し言葉によるコミュニケーションが難しい
場合の支援を目的とした指さしボード
（コミュニケーション支援ボード）をご用意
しています。優しい日本語、英語、中国語
（簡体字）、韓国語も記載しています。

車いす席のご利用や、盲導犬や
介助犬同伴での着席・鑑賞にも
対応しています。

補聴器を使用されている方の聞こえを補助する「ヒアリングループ」や、登場人物の台詞や
舞台の音などの説明を表示するタブレットの貸出のほか、「筆談」での対応も行っています。
詳しくは公演チラシをご覧ください。

点訳したパンフレットをお渡しします。またご希望のお客さまには、パンフレット
データを事前にメールでお送りします。詳しくは公演チラシをご覧ください。

愛知県内には、一学年あたり約7万人の子どもたちがいます。子どもたちが一生に一度は劇場を訪れてくれることを
目指し、2015年度から「劇場と子ども7万人プロジェクト」を市町村と連携して進めています。地域の将来を担う
子どもたちを劇場に招待し、質の高い舞台芸術に触れてもらうことによって、子どもたちの豊かで健やかな心を
育てることを目的としています。2023年度は、5月26日（金）に開催する舞台芸術鑑賞教室（小学生のための
コンサート「たいようオルガン」）に学校単位でご招待します。また、キッド・ピボット『検察官／リヴァイザー』や
パイプオルガンコンサートなどに、小・中・高校生をご招待します。

多言語

観劇&鑑賞サポート

人材養成（アーティスト）

劇場と子ども7 万人プロジェクト

人材養成（スタッフ）

小さなお子さまのいるご家族も
安心して公演をお楽しみいただ
けるよう、開場時間から終演まで
お子さまをお預かりする託児
サービスを行っています。

子育て支援

台本・パンフレット
データの
事前送付

点訳
パンフレット字　幕

地元の若手ダンサーのスキルアップを目指す「ダンサー養成
プログラム」や、劇作家と戯曲を発掘する「AAF戯曲賞」、マン
ツーマンでパイプオルガンを学ぶ「オルガニスト養成事業」など

大学生等を対象に、基礎知識から現場までをひと通り体験する
「舞台芸術インターンシップ」や、舞台芸術に関する様 な々仕事を
紹介する「舞台芸術お仕事ナビ」、全国の公立劇場職員を対象とした
「劇場職員セミナー」など

（公益財団法人愛知県文化振興事業団）
TEL: 052-211-7552（10:00～18:00） 
FAX: 052-971-5541

〒461-8525
名古屋市東区東桜一丁目13番2号

Email:contact＠aaf.or.jp
https://www-stage.aac.pref.aichi.jp

ヒアリングループマーク 耳マーク


