
福島  桂子  の アートのススメミュージカル女優

大阪生まれ、広島育ち。ミュージカル女優・声優のほか、舞台の脚本・演出・振付を手がけ、ゲームキャラクターの振付、アクターも担当。自称「何でも屋」

　小さな頃から、歌って踊って表現する事が何より好きだった私が、ミュージカルの世界に関わっている
のは引き寄せの法則だったのかもしれません。ゲーム等のモーションキャプチャーのお仕事も長く関
わっていますが、みんな同じ、表現の世界！表現するってなんて素敵！笑顔は笑顔を呼ぶのです！理屈
じゃない〝好き〟が一番！楽しくてワクワクする事が嫌いな人はいないでしょう？
　勿論「ミュージカルはちょっとなぁ」苦手な方もいらっしゃるはず。当然です。でもちょっと考えてみて
ください。ミュージカルってもっと身近にあるんです。大事な人が怒ってる時、わざと戯けたりした事
は？イライラした時、鼻歌を歌ったりした事ありませんか？
〝嫌い嫌いもすきのうち〟興味を持って貰えただけラッキー！まずはそこからです。是非、劇場へ！
また新たな出会いが、ワクワクする明日を連れてくるかも？笑顔の連鎖が始まりますよう！
P r o f i l e／K e i k o  F u k u s h i m a

magcul.net 神奈川県では、文化芸術の魅力で人を引き
つけ、地域のにぎわいをつくり出す、マグ
ネット・カルチャー、略して「マグカル」の
取組を推進しています。

「つながる、つづく、つむぎだす」 県内全市町村と「オール神奈川」で文化プログラムを盛り上げていきます。
発行元・お問合せ先／神奈川県文化課 TEL.045-210-3806 FAX.045-210-8840

アンケートに答えてステキな賞品を抽選でプレゼント！
9月15日（土）～11月4日（日）
横須賀美術館

詳しくはこちらから→

※皆様から提供いただいた個人情報は、取り扱い目的の範囲で利用または提供いたします。

硬派弦楽アンサンブル
石田組小田原公演5
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モダンアート再訪 ダリ、ウォーホルから
草間彌生まで 福岡市美術館コレクション展

ペア招待券5組10名様
締め切り／9月3日（月） 9月15日（土）～11月25日（日）

神奈川県立近代美術館 葉山

2 アルヴァ・アアルト
もうひとつの自然

ペア招待券5組10名様
締め切り／9月3日（月）

岡田美術館

3 岡田美術館 ご招待券

ペア招待券5組10名様
締め切り／11月30日（金）

10月13日（土）～12月16日（日）
横浜美術館

4 駒井哲郎 ― 煌めく紙上の宇宙

ペア招待券5組10名様
締め切り／9月30日（日） 9月9日（日）～11月4日（日）

茅ヶ崎市美術館

6 開館 20周年記念 ー 版の美Ⅱー
「原安三郎コレクション 小原古邨展 ―花と鳥のエデン―」

ペア招待券5組10名様
締め切り／8月31日（金）2019年

1月12日（土）開催
小田原市民会館 ペア招待券2組4名様

締め切り／11月30日（金）

※お好きな時期にご来館いただけます。
※展示内容・休館日等は
　時期によって異なります。

編集協力　若葉町ウォーフ

EVENT CALENDAR
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特集
Special 2018年秋 「A O SHOW」&「A O SHOW～ The Mist～」県内巡回公演決定!!

Autumn 2018 “A O SHOW” & “The Mist ～A O SHOW～”
Prefecture-wide Performance Tours Set!!

ht tp: / /magcul .net©Dragon Images



2018 年２月に、日本とベトナムの外交関係樹立 45 周年記念事業として上演し
た「A O SHOW」（アー・オー・ショー）。ベトナムのパフォーミング・アーツ・
カンパニー「ルーン・プロダクション」が、アクロバットやダンス、歌を通して、ベ
トナムの暮らしを表現します。好評につき、今年度は、「A O SHOW」を県内３か
所（小田原、横須賀、大和）で、「A O SHOW～ The Mist ～」を横浜で展開。
なお「A」「O」の「A」は村を、「O」は街を表しています。

The “A O SHOW” was held in February 2018 as project to commemorate the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations 
between Japan and Viet Nam. The Vietnamese performing arts company, “Lune Production,” depicted Vietnamese life through acrobatics, 
dance, and song. The performances have been very well received and this year the “A O SHOW” will be presented at three locations in the 
prefecture (Odawara, Yokosuka, and Yamato) and the “The Mist ～A O SHOW～” will be held in Yokohama. 
The “A” of “A O” represents the villages of Viet Nam and “O” its towns.

　今回、４つの劇場が手を取り合って協力し、神奈川をベトナム色に染め上
げます。ベトナムのエッセンスを凝縮したステージ、それはまさにベトナム
旅行。各劇場で繰り広げられるベトナムの情景をぜひお楽しみください。

Four theaters will join forces and collaborate to bring reflections of 
Viet Nam to Kanagawa. The stage performances will condense and 
present the essence of Viet Nam, exactly as if travelling to the 
country. We strongly urge you to enjoy the sights and sounds of Viet 
Nam presented at the theaters.

SCHEDULE ※ 詳しくは各会場までお問い合わせください。
10/25( 木 )～10/28( 日 )
11/8( 木 ) 
11/10( 土 ) 
11/17( 土 )

『The Mist』
『A O SHOW』
『A O SHOW』
『A O SHOW』

横 浜 市／ KAAT神奈川芸術劇場 (ホール )
小田原市／小田原市民会館 (大ホール )
横須賀市／よこすか芸術劇場
大 和 市／大和市文化創造拠点シリウス 1階

・・・・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

Autumn 2018 “A O SHOW” & “The Mist ～ A O SHOW ～ ”
Prefecture-wide Performance Tours Set!!

Vietnamese Stage Performances to be Held at Four Theaters in the Prefecture!! クオン駐日ベトナム大使から日本の皆さんへ

　昨年度、日越外交関係樹立 45 周年記念事業として KAAT 神奈
川芸術劇場で上演し、大好評いただいた「A O SHOW（アー・オー・
ショー）」を、今年度は、小田原市、横須賀市、大和市で、また、「The 
Mist（ザ・ミスト）」を横浜市で上演することとなり、大変うれしく
思います。
　このショーは、ベトナム発です。竹や籠、米などのベトナムの日
用品を使って、ベトナムの“日々のくらし”を表現します。また、ベ
トナム楽器を使用した、伝統音楽の生演奏も魅力のひとつです。ぜ
ひご来場いただき、ベトナム文化を存分に楽しんでください。

駐日ベトナム社会主義共和国大使館
特命全権大使　グエン・クオック・クオン

Last year the “A O SHOW” was held at the KAAT Kanagawa Arts 
Theater as a project to commemorate the 45th anniversary of the 
establishment of diplomatic relations between Japan and Viet 
Nam and it was very well received. I am extremely pleased that 
this year the show will be held in the cities of Odawara, Yokosuka, 
and Yamato and that “The Mist” will be performed in Yokohama.
Originating in Viet Nam, these shows use bamboo, baskets, rice, 
and other household items found in Viet Nam to depict the “daily 
lives” of the Vietnamese people.
In addition, one of the major attractions of the shows is the live 
performances of traditional music using Vietnamese musical 
instruments. I strongly urge you to attend one of the performances 
and fully enjoy the culture of Viet Nam.

Nguyen Quoc Cuong,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam in Japan

To Everyone in Japan from His Excellency Nguyen Quoc Cuong, 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Socialist Republic of Viet Nam to Japan

[ チケットの購入 ] チケットかながわ  0570-015-415(10:00～18:00)

県内の４劇場で繰り広げられる、ベトナムのステージ !!

Viet Nam Festa in Kanagawa 2018 (Cultural Exchange Program) to be Held on September 8 and 9 on Nihon Odori Street and Other Locations!!
9 月 8、9日に、ベトナムフェスタ in 神奈川 2018( 文化交流プログラム）を日本大通りほかで開催 !! 特設HPで情報公開中 ! http://www.lune-kanagawa.info

Translation application
Simplified Chinese
Traditional Chinese

Korean
Vietnamese
French

村から街へ～移りゆくベトナムと変わらない魂を表現した「A O SHOW」（写真
左）と穂の国ベトナム、朝露の奥に広がる黄金の世界を描く「A O SHOW ～
The Mist ～」（写真上）
The “A O SHOW” (left) expresses Viet Nam transforming from the villages 
to the towns and its unwavering spirit, while the “The Mist ～A O SHOW～” 
(top) depicts a golden world reaching deep inside the morning mist.©Nguyen The Duong

2018年秋 「A O SHOW」&「A O SHOW～ The Mist～」
県内巡回公演決定!! 

INFORMATION






















