
石井  貴英  の アートのススメ演出家

（株）タンジェント代表。バーチャル技法を得意とする演出家。古き良き日本文化を革新し伝える事を念頭に 日本初のデジタル神社アプリ「御朱印AR」、浮世絵に入れる「北斎VR」などを制作。その他にもNGO団体
JVCの平和プロジェクト「Ti-Q-No-Ko 」、日本初 の 3Dメガネ視聴MV「UVERworld-GOLD」など、常に新しい表現で世の中にメッセージを広げている。

　「雨」をはじめて描く事に成功したのは、江戸時代の浮世絵師・歌川広重『名所江戸百景大はしあたけの夕立』
で当時、雨を描くという発想自体がなかった西洋絵画に大きな影響を与えました。私たち現代人も雨は線で描い
てますよね…凄い影響力！浮世絵以外でも「赤い太陽」「天国と地獄」「神さま」「月のうさぎ」、見たり触ったりで
きないものなのに、なんとなく頭に浮かんでしまうのは先人が作り出したアート作品を見てきた影響です。
　そうなんです。実はアートって、人間の深層心理に突き刺さる大きな影響力があり、作者や歴史からの警告
（メッセージ）なのです！過去からのヒントを貰って、私達で素敵な未来をつくりましょう！

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

EVENT CALENDAR

つながる、つづく、つむぎだす

M A G C U L
2019 3

Mar.
4
Apr.

ht tp: / /magcul .net

特集
Special

スタジオ「HIKARI」でリニューアル記念のダンス公演 !!
“HIKARI” Studio Renovation Commemorative Dance Performance!!

P r o f i l e／ T a k a h i d e  I s h i i

アートってなんだろう。

※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。

「短編演劇」フェスティバル「かもフェス’19」開催 !!
“Kamo Fest ’19” “Short Play” Festival To Be Held!!

アンケートに答えてステキな賞品を抽選でプレゼント！
3月10日（日）
南足柄市文化会館　大ホール

詳しくはこちらから→

1 神奈川県立音楽堂 出張公演 「春めき桜コンサート」
春の歌声～祈りと共に～古今東西の春を感じて～

ペア招待券2組4名様
締め切り／2019年2月28日（木）

2 能を知る会横浜公演：解説「能楽入門」中森貫太／狂言「附子」
山本泰太郎／能「小袖曽我」中森貫太・中森健之介

ペア招待券3組6名様 （自由席招待券）
締め切り／2019年2月28日（木）

3月16日（土）～5月12日（日）
県立神奈川近代文学館　展示館2階ホール

3 特別展「巨星・松本清張」

ペア招待券5組10名様
締め切り／2019年3月11日（月） 4月20日（土）

神奈川県民ホール　大ホール

4 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民ホール名曲シリーズ 第 5 回

ペア招待券2組4名様
締め切り／2019年3月31日（日）

3月11日（日）
横浜能舞台

KAAT神奈川芸術劇場



「短編演劇」フェスティバル「かもフェス’19」開催 !! 

「かもフェス‘19」フェスティバル本戦
日　時／2019年３月 21日 ( 木・祝 ) ～ 24日（日）
　　　　 21 日（木・祝 )公開練習日（入場料無料。詳細は公式サイトをご覧ください )、
　　　　 22 日（金）18:30 ～、 23 日（土）14:00 ～、 24 日（日）12:00 ～、16:00 ～
※24日（日）に全演目を上演して公開審査を実施し、フェスティバル大賞とオーディエンス賞を決定します。

会　場／KAAT神奈川芸術劇場　大スタジオ
料　金／一般1,000円、高校生以下500円（全席指定）

出演団体　中屋敷法仁氏（演出）×柿喰う客（戯曲コンペティション最優秀作品を上演）、
　　　　　武重守彦（めがね堂）×平泳ぎ本店、劇団ヒロシ軍、星くずロンリネス
　　　　　ほか６団体

EVENT INFORMATION

　「神奈川かもめ『短編演劇』フェスティバル 2019」（通称「かもフェス‘19」）のフェス
ティバル本戦がついに開催 !!
　全国から選抜された 10団体が、20分以内の「短編演劇」で演劇表現の限界に挑み、
フェスティバル大賞を目指します。
　審査委員長は、女優で日本劇作家協会会長の渡辺えり氏。
　上演作品は、全て 20分以内の短編なので、様々な作品を一度に観ることができ、演劇
初心者の方もお気軽にお楽しみいただけます。観客の皆様が選ぶ「オーディエンス賞」
もありますので、ぜひご来場ください。

Translation application
Simplified Chinese
Traditional Chinese

Korean
Vietnamese
French

The Main Competition of the ‘Kanagawa Kamome “Short Play” Festival 2019’ (“Kamo Fest ‘19”) will finally be held ! !
Ten theatrical groups carefully selected from around the country will challenge the boundaries of dramatic 
expression with “Short Plays” of 20 minutes or less and vie for the Festival Grand Prize.
The chairperson of the Judging Committee is actress Eri Watanabe, who is also the chairperson of the Japan 
Playwrights Association.
The plays presented will all be short versions, 20 minutes of less, enabling you to view all at once a variety of 
performances and even first-time theatregoers can comfortably enjoy the plays. There will also be an “Audience 
Prize” for which the audience picks the winner. We strongly urge you to experience this wonderful theatrical event.

EVENT INFORMATION
Festival Main Competition of “Kamo Fest ’19”
Date : March 21 (Thurs., holiday) to 24 (Sun.), 2019
21 : Public rehearsal (Free admission. Please 
check website for details.)
22 : 18:30 -, 23rd: 14:00 -; 24: 12:00 - , 16:00 -
24 : Entire performance program will be presented 
with public judging and winners of the Festival 
Grand Prize and Audience Prize determined.
Venue : Large Studio, KAAT Kanagawa Performing 
Arts Theatre
Admission :  Adults :  1,000 yen; High school 
students and younger: 500 yen (All seats reserved)

Per fo rm ing  Groups :Nor i h i t o  Nakayash ik i
(direction)×Kaki-Kuu-Kyaku(Perform the most 
superior drama chosen from the drama competition), 
Morihiko Takeshige(Meganedo)×HiraoyogiHonten,
Theatrical Group Hiroshigun,Hoshikuzu Loneliness,
6 other groups

“Kamo Fest ’19” “Short Play” Festival To Be Held !!

※渡辺えり審査委員長のコメントはこちらから ※「かもフェス‘19」本戦について詳しくはこちらから

渡辺えり審査委員長

※Comments by Eri Watanabe, Chairperson of the Judging Committee, can be read here ※For details about the “Kamo Fest ‘19”, please visit here

戯曲選抜チーム『机上の空論』（作：武重守彦（めがね堂））

撮影：北原美喜男



スタジオ「HIKARI」でリニューアル記念のダンス公演 !! 
“HIKARI” Studio Renovation
Commemorative
Dance Performance!!
　今年３月、神奈川県立青少年センター内の演劇・ダンス等専門スペース　ス
タジオ「HIKARI」は、床や壁を黒塗りする等のリニューアルをし、演劇やダンス
等のライブパフォーマンススタジオとして生まれ変わります。
　このリニューアルを記念して、ダンサー・森下真樹のソロデビュー作品から
近年の代表作、森下スタンドの群舞などを織り交ぜたオムニバスダンス作品を
上演。パワーアップしたスタジオで上演される、パワフルなダンス公演をお見
逃しなく！！

演　目／森下真樹　現在・過去・未来「てんこもり」
日　時／ 2019年３月 19日 ( 火 ) ～ 21日 ( 木・祝 )
　　　　19日（火）、20日（水）は 19:30 ～、21日 ( 木・祝 ) は 15:00 ～開演
料　金／前売 3,500 円、当日 3,800 円、高校生以下 1,500 円（全席自由）
※詳細は随時ウェブサイトで公開します。

神奈川県の舞台人材育成事業「マグカルシアター」に採用された団体は、
スタジオ「HIKARI」を無料 (付帯設備込 )で利用し、公演ができます！！　

●「マグカルシアター」2019年度後期 (10～３月) の募集要項はこちらから（募集期限：2019年 3月31日）
●2019年度の「マグカルシアター」公演スケジュールは、県ホームページで随時公開。
　新たな「HIKARI」で上演されるさまざまな舞台をぜひ観にきてください！！

【神奈川県立青少年センターへのアクセス】
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘９－１（JR根岸線「桜木町駅」から徒歩約８分、みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩約 20分）

INFORMATION

EVENT INFORMATION

Translation application
Simplified Chinese
Traditional Chinese

Korean
Vietnamese
French

INFORMATION
Theatrical groups chosen for the “MAGCUL Theatre,” Kanagawa 
Prefecture’s project for nurturing the development of theatrical 
talent, can utilize Studio “HIKARI” and hold performances for free.
Details about “MAGCUL Theatre’s” recruitment of theatrical 
groups for the second half of FY 2019 (October-March) can be 
found here.
“MAGCUL Theatre’s” performance schedule for FY 2019 always 
appears on Kanagawa Prefecture’s website. We strongly urge you 
to experience the rich variety of performances conducted by the 
new “HIKARI.”
MAGCUL Theatre’s Schedule of Performances

[Access to Kanagawa Prefectural Youth Center]
9-1 Momijigaoka, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture 
(approx. 8-min. walk from “Sakuragi-cho Station” on the JR 
Negishi Line; approx. 20-min. walk from “Minatomirai Station” on 
the Minatomirai Line)　　　　　　　　　 

マグカルシアター過去の公演（waqu:iraz 04「わたくしごと 2本立て」）

マグカルシアター

In March this year, Studio “HIKARI,” a space located inside the Kanagawa Prefectural 
Youth Center dedicated to plays, dancing, and similar activities, underwent renovations. 
The floor and walls were painted black and other enhancements were applied, 
transforming it into a live performance studio for theatrical and dance performances.  
In commemoration of these renovations, a dance anthology will be presented with 
performances ranging from the solo debut performances of dancer Maki Morishita to 
recent numbers and “Morishita Stand” group dancing. Don’t miss this powerful public 
performance taking place in the newly-energized studio.
Program : Maki Morishita’s “Bowlful” of the Present, Past, Future
Date : March 19 (Tues.) to 21 (Thurs., holiday), 2019
Performances start at 19:30 on 19th and 20th and at 15:00 on 21st. 
Admission: Advance ticket sales: 3,500 yen; Show day: 3,800 yen; High school students 
and younger: 1,500 yen (Open seating)
* Details are always listed on our website.

神奈川県立青少年センター

森下真樹　現在・過去・未来「てんこもり」
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