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日本演劇の怖い話
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白井圭太（俳優）

中津留章仁

村井健

シライケイタ（劇作家・演出家）

（劇作家・演出家）

（演劇評論家）

人気劇作家・演出家・俳優と劇評家の
ちょっと危険な本音トーク

8月15日
（金）20:00〜
Youtubeライブにて生放送！

TVや雑誌で取り上げられるのは、きれいごとばかり。そんな
風に感じた事はありませんか？俳優、演出家、そして評論家
でさえ自由に発信できない本音があるとしたら…
劇作家・演出家・俳優として活躍中の白井圭太氏（温泉ドラ
ゴン）、演劇各賞を受賞し飛ぶ鳥を落とす勢いの中津留章仁氏
（トラッシュマスターズ）、そして劇評会の異端児村井健氏を
パネリストに迎えてお贈りする、演劇ファン・演劇関係者必
見の辛口トークショー！

先着25名、会場でお楽しみ頂けます！

日程／会場

2014年8月15日（金）御徒町・ワニスタ

パネリスト

白井圭太 中津留章仁 村井健

開場

17：00

第一部DVD上映会開催中よりご入場頂けます。詳しくは裏面をご覧下さい。

開演

20：00

19：50にて入場を締め切らせて頂きます。詳しくは裏面をご覧下さい。

※敬称略五十音順

SNS発の演劇イベントならではの試みとして、トークセッションを
Youtubeライブにてリアルタイム配信。さらにトークセッションの
進行にリンクして、演劇裏話をより深く楽しむための補足情報を
twitterから発信します。
まずはtwitterアカウントをフォローしてお待ちください！

トークセッション収録を、スタジオで観覧頂けます。パネリストに
直接質問もできるかも！この機会にぜひ、演劇人の生の声をお楽
しみください。

@CCEngekiYawa
クラウドシティ演劇夜話事務局
Youtubeライブ配信中の補足情報ツィートをお楽しみに！

Web生放送はこちら！
You Tubeチャンネル クラウドシティ演劇夜話
https://www.youtube.com/user/CCengeki

観覧チケット 600円 先着順限定25名様
Peatix http://engekiyawa.peatix.com/

チケット Peatix 第二部 演劇トークセッション

WEB生放送 YouTube https://www.youtube.com/user/CCengeki

http://engekiyawa.peatixbv.com/

コンビニ、ATM、クレジットカード、Paypalでのお支払いが可能です。

「クラウドシティ演劇夜話」は、SNS「クラウドシティ」利用者の有志が立ち上げた「クラウドシティ演劇夜話実行委員会」によるイベントです。

クラウドシティ演劇夜話公式サイト http://engekiyawa.yallow.info/

クラウドシティ演劇夜話 第二部 演劇トークセッション

ここでしか聞けない日本演劇の怖い話

白井圭太（俳優）

中津留章仁

村井健

シライケイタ（劇作家・演出家）

（劇作家・演出家）

（演劇評論家）

桐朋芸術短期大学在学中（当時22才）に、当時
トラッシュマスターズ主宰。東日本大震災と原
日露演劇会議事務局長、紀伊國屋演劇賞審
教授であった演出家蜷川幸雄氏に認められ、 発事故を真正面から扱った『背水の孤島』で、
査委員、首都大学東京講師。新国立劇場演劇
「ロミオとジュリエット」
（彩の国さいたま芸術
2011年、第19回読売演劇大賞・選考委員
専門委員、新国立劇場付属演劇研修所講師、
劇場）のパリス役に抜擢。その後、野田秀樹
特別賞、同・優秀演出家賞、第46回紀伊國屋
NHKシアターコレクション・オフィシャルアドバ
氏、木 村光一氏、鐘下辰男氏、板垣恭一氏
演劇賞、第14回千田是也賞などを受賞。演劇
イザーを歴任。
等、多数の演出家と仕事をし、様々なジャンル
関係者のみならず、映画・テレビ関係者からの
編集者を経て、1982年から「朝日ジャーナル」
の舞台で活躍。テレビドラマ、CMの仕事も
熱い支持を集めるいま最も注目される劇作 「週刊朝日」などで演劇批評を開始。NHK
多数。近年、シライケイタとして劇作・演出も
家・演出家の一人。
テレビ・FMラジオ・雑誌でも活躍。1999年に
行うなど、その活動は多岐にわたる。
「日露演劇会議」を設立。日本とロシアの演劇
劇作・演出
2014年5月
青年劇場
「みすてられた島」
文化交流を促進する活動を続ける。
最近の出演作（白井圭太）
2014年3月 TRASHMASTERS「虚像の礎」
2013年 オフィスコットーネアナザー公演「山の声〜ある
2005年に文化庁の国際文化交流使に指名され、
2014年3月 projectDREAMER「昼下がりの非情事」
登山者の追想」再演
モスクワ、サンクトペテルブルク、オムスク、
2013年 上野ストアハウスコレクション温泉ドラゴン公演
受賞歴
ノボシビルスクなど4都市17会場で日本の演劇
「birth」作・演出 シライケイタ
2011年 第19回 読売演劇大賞 優秀演出家賞
文化について講演活動を行った。
中津留章仁LOVERS「黄色い叫び」
劇作・演出（シライケイタ）
TRASH
MASTERS
「背水の孤島」
また、オムスク大学と連携し、同大学に
「日本文
2014年3月 日本演出者協会、若手演出家コンクール最終
第19回 読売演劇大賞 選考委員特別賞
審査会において「山の声」上演。優秀賞。観
化講座」
を開設、毎年日本から講師を送り込む
TRASH MASTERS「背水の孤島」
客賞受賞。
第46回 紀伊國屋演劇賞 個人賞
ほか、日本の現代戯曲のロシア語版のロシアで
2014年2月 下北沢演劇祭区民上演グループ「みんなのロ
中津留章仁LOVERS「黄色い叫び」
ミジュリ！」作・演出
の出版、ロシアの主要演劇大学の学長を日本に
TRASH MASTERS「背水の孤島」
2014年2月 オフィスコットーネ「サヨナフ」演出
招聘して講演会を開催、日本の劇団のロシア公
第14回 千田是也賞
受賞歴
2012年 第20回 読売演劇大賞 優秀演出家賞
演、ロシアの演劇大学への留学支援・サポート
14年3月 日本演出者協会 若手演出家コンクール
TRASH MASTERS「狂おしき怠惰」
などを精力的に行っている。
優秀賞・観客賞
中津留章仁LOVERS「水無月の云々」

温泉ドラゴン公式サイト
http://onsendragon.main.jp/

トラッシュマスターズ公式サイト

一般社団法人日露演劇会議

http://www.lcp.jp/trash/

http://www.jrtf.jp/

クラウドシティ演劇夜話

金 御徒町・ワニスタ
2014.8.15●

今まで演劇を観るチャンスがなかった方に「演劇をもっと身近に感じて欲しい！」
「クラウドシティ演劇夜話」は、SNS「クラウドシティ」利用者の有志が集って開催する演劇イベントです。
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タイムテーブル
開場

17：30

第一部 演劇DVD上映会（入場無料）
劇団「ThE 2VS2」公認
第20回記念公演『成人式』DVD上映会

19：00

休憩
劇団「ThE 2VS2」、
トークセッションパネリスト
の過去公演のチラシなどをご覧いただけます。

清洲
橋通
り

17：00

第一部 演劇DVD上映会
とっても元気でサービス精神旺
盛な大阪の劇団「ThE 2vs2」
の
『第20回記念公演「成人式」』
のDVD上映会。120インチの
巨大スクリーンでお芝居を観
てみませんか？
詳しくはクラウドシティ演劇夜
話公式サイトをご覧下さい！

20：00

（有料）
第二部 演劇トークセッション

ここでしか聞けない日本演劇の怖い話

第二部 演劇トークセッション

21：30

終演

当ちらしでご紹介しているトークセッション。

善光寺
東京
別館
卍

お問い合わせ engekiyawa@yallow.info クラウドシティ演劇夜話事務局

ワニスタ

文
東京都立白鴎高等学校

至御徒町

第二部 演劇トークセッションご来場のお客様へ
●トークセッションはYouTubeライブでの動画配信を行います。
●あらかじめチケットをご購入下さい。peatix
http://engekiyawa.peatix.com/
●収録、
WEB配信の都合上、19:50から配信終了まで入場を締切らせて頂きます。お早目に会場までお越しください。
●未就学児のご入場はご遠慮ください。
●駐車場はございません。お車でのご来場はご遠慮ください。
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妙経寺

A3出口
■
大江戸線

／つくば

元浅草郵便局
■
春日通り
レス 新御
徒町

エクスプ

A4出口■

ワニスタ 〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-9 3F
地下鉄都営大江戸線「新御徒町駅」A4出口から徒歩4分
地下鉄都営銀座線「稲荷駅」2番出口から徒歩4分
JR山手線「御徒町駅」徒歩12分／JR山手線「上野駅」徒歩15分
地下鉄都営浅草線「蔵前駅」徒歩18分

クラウドシティ演劇夜話公式サイト http://engekiyawa.yallow.info/

