
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。

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／神奈川県国際文化観光局文化課 TEL.045-285-0219 FAX.045-210-8840
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7ヶ国語対応

※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。

プレゼント！アンケートに答えて
素敵な賞品を抽選で

詳しくはこちらから

Translation application

7 Languages

楫屋一之 の アートのススメ

神奈川県国際文化観光局舞台芸術担当部長兼
神奈川県立青少年センター参事
1983年より、“NOISE（如月小春代表）”の公演、ワークショップ等を全プロデュース。
1997年より、世田谷パブリックシアター・チーフプロデューサー、2010～ 15年、同劇場
部長。日本ダンスフォーラムメンバー。劇場、音楽堂等連絡協議会副会長。

　パフォーミングアーツの現場には、分野に囚われる
ことなく出向く様に心掛けているが、予定が重なる事
態は度々生じ、その場合、文楽を最優先に選択する。　
　文楽は、太夫、三味線、人形遣いの三要素で構成され
るが、オペラの主役が歌手であるのと同様に、文楽の
主役は浄瑠璃を語る太夫であると言われている。いさ
さかへそ曲がりな私は、人形を観るために劇場に通っ
ている。人形の動作、表情を凝視することで、演劇やダ
ンスと言った身体表現における、骨格や筋肉の在り方
について想いを巡らす際の糸口を得ることがある。人形にしか出来ない動
きによって醸し出される人間の複雑な内面。
兎も角、文楽に魅かれて東京と大阪の劇場を往来しているのである。

文楽、人形の魅力

3
音楽堂アフタヌーン・コンサート
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット

ペア招待券10組20名様

  締め切り
2020年3月5日（木）

3月20日（金・祝）
神奈川県立音楽堂

4
カルッツかわさき× 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ミュージカル・ガラ・コンサート 2020

ペア招待券5組10名様

  締め切り
2020年3月5日（木）

3月20日（金・祝）
カルッツかわさき ホール

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 7 回

ペア招待券2組4名様2月15日（土）
神奈川県民ホール

1
  締め切り

2020年2月7日（金）

2
能を知る会横浜公演　狂言「文荷」能「藍染川」
出演／中森貫太・野村萬斎　他

ペア招待券2組4名様

  締め切り
2020年2月25日（火）

3月12日（木）
横浜能楽堂 ※ご招待券は自由席となります

5
  締め切り

2020年3月10日（火）
特別展「大岡昇平の世界展」

ペア招待券5組10名様3月20日(金・祝)～5月17日(日)
県立神奈川近代文学館

P r o f i l e／k a z u y u k i  k a j i y a

マグフェス’20開催!!
MAGFES ’20 to Start !!

浮世絵カフェ
UKIYOE cafe

浮世絵の2.5次元エンターテインメント！！
　リアルコスチュームと特殊造形で再現される浮世絵の人
物。そして、プロジェクションマッピングで体感できる浮世絵
の世界。   世界 30 カ国以上で公演し、10 万人以上のオーディ
エンスを熱狂させてきたノンバーバル・パフォーマンス集団
「白A」が手がける、全く新しいエンターテインメント施設。 誰
もが知ってる「浮世絵」が、誰も見た事のない「浮世絵」へ。浮世
離れしたこの奇想天外な世界を、ぜひ体感してください。

2.5-Dimensional Ukiyo-e Entertainment!!
These are living Ukiyo-e characters recreated with 
real costumes and special effects. They also open up 
a world of Ukiyo-e, which you can experience 
through project ion mapping. I t’s a brand new 
entertainment facility featuring the non-verbal 
performance group, “Siro A,” who have brought 
exciting performances to audiences numbering over 
100,000 in more than 30 countries around the world. 
They transform the “Ukiyo-e” everyone knows into 
“Ukiyo-e” no one has seen before. We highly 
encourage you to exper ience th is  fantast ic ,  
other-worldly form of Ukiyo-e.

お申し込み方法は
QRコードから

50%
OFF

本誌持参で
入場料が

Present this magazine and 
receive
50% off the Admission fee.
Reserve tickets by using 
the QR code.

※割引特典を受ける場合、メールでの予約が必要と
なります。オンライン予約を行いますと割引が適応
されませんので、ご注意ください。

※To take advantage of discounts, you 
must reserve by email.  Please be aware 
that discounts will not be available for 
reservations made online.

※「浮世絵カフェ」について詳しくはこちらから　※For more details about the“UKIYOE cafe” 



Translation application
Simplified Chinese
Traditional Chinese

Korean
Vietnamese
French

マグフェス’20開催!!
かながわマグカル演劇フェスティバル2020略して
マグフェス’20を３月に開催します!
演劇やミュージカルといった舞台公演に溢れる1か月です。

演劇コンペティション
日時：2020年３月 20日（金・祝）～３月 22日（日）
　　　20日（金・祝）16：00～
　　　21日（土）13：00～
　　　22日（日）12：00～、16：00～
※22日（日）に全演目を上演して公開審査を実施し、グランプリ
（かながわ短編演劇賞 2020）と観客賞を決定します。
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）

MAGFES’20, short for Kanagawa Magcul Theatre Festival,
will start in March!! It will be one month full of
stage performances featuring plays and musicals.
At the “Kanagawa Short Play Awards 2020,” the main event of MAGFES’20, a Stage Play Performance Competition 
and Stage Play Script Competition will be held. Eight theatrical groups, specially selected from those throughout the 
country, will present their plays in the Stage Play Performance Competition. They will endeavor to express something 
through drama during the short 30-minute time restriction as they compete for the Gran Prix Award. And, it will be a 
site to see as the anticipation and excitement builds as the audience determines the Audience Award. The Stage Play 
Script Competition features open judging of scripts with soulful expression. We strongly urge you to attend!

MAGFES ’20 to Start !!

　マグフェス’20のメインイベントである「かながわ短編演劇アワード 2020」では、演劇コンペティションと戯曲コンペティションを
開催します。演劇コンペティションでは、全国から選抜された８団体が登場。30分という短い時間の中、演劇で何を表現できるか？その
限界に挑み、グランプリを目指します。観客の皆様が選ぶ観客賞の行方も必見です。戯曲コンペティションでは、魂のこもった戯曲作品
の公開審査を開催します！ぜひご来場ください！

かながわ短編演劇アワード2020
戯曲コンペティション
日時：2020年３月 20日（金・祝）18：30～
会場：KAAT神奈川芸術劇場　大スタジオ
料金：無料
○問合せ先
かながわ短編演劇アワード 2020事務局
（tvk コミュニケーションズ内） TEL. 045-548-4512
（平日 10:00～17:00 ※土・日・祝日・年末年始を除く）

Stage Play Performance Competition
Times & Dates:March 20 (Fri., public holiday) ～ March 22 (Sun.), 2020
　　　　　　　　16:00～ March 20 (Fri., public holiday)
　　　　　　　　13:00～ March 21 (Sat.)  
　　　　　　　　12:00～ , 16:00～  March 22 (Sun.)
※On March 22 (Sun.), all the plays will be performed as open 
judging is held and the Gran Prix Award (Kanagawa Short 
Play Awards 2020) and the Audience Award are decided.
Venue: Large Studio, KAAT ‒ Kanagawa Arts Theatre
Prices: General seating: 1,000 yen, High school students and 
below: 500 yen (All seats reserved)

Kanagawa Short Play Awards 2020
Stage Play Script Competition
Time & Date: 18: 30～  March 20 (Fri., public holiday) 2020
Venue: Large Studio, KAAT ‒ Kanagawa Arts Theatre
Price: Free

○Inquiries: Secretariat, Kanagawa Short Play Awards 2020
(Inside tvk Communications) TEL: 045-548-4512
(Weekdays: 10:00～17:00 ※Except Sat., Sun., public holidays, 
New Year’s holiday)

演劇コンペティション審査員（五十音順） Stage Play Performance Competition Judges

岩渕貞哉
Iwabuchi Teiya

岡田利規
Okada Toshiki

笠松泰洋
Kasamatsu Yasuhiro

スズキ拓朗
Suzuki Takuro 

徳永京子
Tokunaga Kyoko

林香菜
Hayashi Kana

C 許斐 佑 C 豊島 望 ※その他公演や、各公演の詳細はこちらから
※Details on other performances and each
　performance can be found HERE.



マグカルシアター
「寄宿生活塾 はじめ塾×東京デスロック『Anti Human Education Ⅱ～ TEENS Edit. ～』」
日時：2020年２月 29日（土）～３月１日（日）
会場：神奈川県立青少年センター　スタジオHIKARI
「オフィスマウンテン presents　観る人やる人みんなが主役フェスティバル」
日時：2020年３月 6日（金）～３月７日（土）
会場：神奈川県立青少年センター　スタジオHIKARI
 かながわミュージカルアワード
日程：３月15日 ( 日 )　14:00 ～
会場：神奈川県立青少年センター　紅葉坂ホール
 かながわ地芝居
日程：3月８日 (日 )　13:00 ～
会場：神奈川県立青少年センター　紅葉坂ホール
 かながわ演劇博覧会
日程：3月 13日（金）～ 15日（日）
会場：神奈川県立青少年センター　スタジオHIKARI
 ○問合せ先
神奈川県国際文化観光局 文化課 TEL. 045-210-3806
（平日 8:30～17:15 ※土・日・祝日・年末年始を除く）

Translation application
Simplified Chinese
Traditional Chinese

Korean
Vietnamese
French

マグフェス’20公演一覧
マグフェス’20では、短編演劇以外にも幅広いジャンルの舞台公演が開催されます!
ぜひこの機会に、様々な舞台をお楽しみください。

In addition to short plays, MAGFES’20 will also hold stage
performances of a wide range of genres! We highly encourage
you to take advantage of this opportunity to enjoy a variety of
performances.

MAGFES’20 Performance List

MAGCUL Theatre
Hajimejuku Boarding School for Independint Living × Tokyo 
Deathlock: "Anti Human Education Ⅱ ～ TEENS Edit. ～ "
Dates: February 29 (Sat.) ～ March 1 (Sun.)
Venue: Studio HIKARI, Kanagawa Prefectural Youth Center
MAGCUL Theater Public Performance - Office Mountain 
presents: "A Festival Where All the Audience and Performers 
are the Leading Actors"
Dates: March 6 (Fri.) ～ March 7 (Sat.)
Venue: Studio HIKARI, Kanagawa Prefectural Youth Center
 
Kanagawa Musical Award
Time & Date: 14: 00 ～ March 15 (Sun.)
Venue: Momijizaka Hall, Kanagawa Prefectural Youth Center
 
Kanagawa Local Performances
Time & Date: 13: 00 ～ March 8 (Sun.)
Venue: Momijizaka Hall, Kanagawa Prefectural Youth Center
 
Kanagawa Play Exposition
Dates: March 13(Fri.) ～ March 15 (Sun.)  
Venue: Studio HIKARI, Kanagawa Prefectural Youth Center

○Inquiries: Cultural Affairs Division, Kanagawa Prefectural 
Government
TEL: 045-210-3806 (Weekdays: 8:30 ～ 17:15  ※ Except 
Sat., Sun., public holidays, New Year’s holiday)

※その他公演や、各公演の詳細はこちらから
※Details on other performances and each
　performance can be found HERE.



















神奈川県民ホール
Kanagawa Kenmin Hall

詳しくはこちら▼

県立青少年センター
Kanagawa Prefectural Youth Center

世界的に活躍するパ
フォーマンス集団「白
Ａ（シロエー）」によ
るデジタル映像とテ
クノサウンド、ダンス
パフォーマンスが融
合した公演を、お食
事とともに、お楽しみ
ください！

県立音楽堂

©青柳聡

Kanagawa Prefectual Music hall

紅葉ケ丘文化ゾーン
Momijigaoka Culture Zone 

2月9日、16日、23日
3月8日、15日、22日に開催。
以降は最新情報を要チェック！
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