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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

演劇の未来をつなぐために “Connecting to the Future of Drama”
コロナ禍において、若手（主に 20代）の演劇の担い手たちが窮
地に追い込まれている。制作会社や劇場と手を組んだり、支援し
てもらいながら公演できる若手はほんのひと握り。ほとんどは、
会場の予約からスタッフの手配まですべて手弁当。そんな中に、
コロナ対策とその責任までを求められることになってしまっ
た。公演を打つハードルはますます上がり、このままでは１つの
世代がごっそりと抜け落ちてしまう危機さえある。演劇の未来
を担う若者に、どうにか継続できる場をつくりたいと思案する
日々である。かながわ短編演劇アワードもその１つに、と願う。

During the COVID-19 pandemic, young supporters of the theater (mainly those in their 20s) have been caught up 
in a dilemma. There are only a small number of young people who can join forces with production companies and 
theaters to receive support while performing. Almost all of them work without pay, from handling reservations 
for the venues to staffing arrangements. Amid this, they have also been made to deal with taking responsibility 
for dealing with coronavirus policies. There is an increasing number of hurdles they must jump over in order to 
be able to perform, and there is a risk that if the situation continues, the development of one entire generation 
will be totally overlooked. Every day I am carefully thinking about ways to create an environment where the 
young who are the future of the theater can best continue their work. I hope that the Kanagawa Short Play 
Awards can be one of these ways. 

1990 年宮城県生まれ。こまばアゴラ劇場 プログラム・オフィサー。2014年より本多劇場にて、劇場運営や若手育成事業、プロ
グラム設計などを担当。こまばアゴラ演劇学校 " 無隣館 " を経て、2019 年よりこまばアゴラ劇場所属。下北沢演劇祭実行委員会
事務局 [2015-2018]、かながわ短編演劇アワード 企画アドバイザー [2019-]、CoRich 舞台芸術まつり！ 2020春 審査員、東京
芸術祭実行委員会事務局 [2020-] など。

Pro f i l e／半澤裕彦 Hirohiko Hanzawa

Born 1990 in Miyagi Prefecture. Komaba Agora Theater Program Officer. In charge of theater operations, 
projects to foster development of young performers, program designing, and other activities at Honda Theater 
since 2014. After working at “Murinkan” training facility at Komaba Agora Drama School, joined Komaba 
Agora Theater in 2019. Involved with Secretariat for Shimokitazawa Drama Festival Organizing Committee 
(2015-2018), Planning Advisor for Kanagawa Short Play Awards (2019-), Judging Committee for CoRich 
Performing Arts Festival! Spring 2020, Secretariat for Tokyo Festival Organizing Committee (2020-), etc.

写真　半澤裕彦

マグカルシアター

マグフェス’21開催 & 公演一覧
List of MAGFES ’21 Events & Performances

※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

能を知る会横浜公演 狂言「二人大名」 能「小鍛冶」
出演／中森貫太・野村裕基　他

ペア招待券10組20名様
3月10日（水）
横浜能楽堂

1   締め切り
2021年3月5日（金）

ペア招待券2組4名様

（中・脇正面自由席）

（1日パス）

「Toshi 伝説」一柳慧芸術総監督就任 20周年記念
エクストリーム LOVE

ペア招待券5組10名様
3月20日(土・祝)
神奈川県立音楽堂

2   締め切り
2021年3月10日（水）

特別展「創刊 101年記念展 永遠に『新青年』なるもの
―ミステリー・ファッション・スポーツ―」

ペア招待券10組20名様
3月20日(土・祝)～5月16日(日)
県立神奈川近代文学館

3   締め切り
2021年3月17日（水）

小松亮太＆オルケスタ・ティピカwith 国府弘子
～アストル・ピアソラ生誕 100年記念～

ペア招待券5組10名様
5月22日（土）
カルッツかわさき ホール

4   締め切り
2021年5月7日（金）

( 写真 ) かながわ短編演劇賞 2020グランプリ : モメラス「28時 01分」

4月～9月ラインナップ
無印：青少年センタースタジオHIKARI にて上演　★：かながわアートホールにて上演

4月 5月 敷地 理
PUNKBANK
乙戯社×ワイルドバンチ演劇団
プラスティックな月

6月 劇団天の河神社
中村蓉
演劇プロデュース『螺旋階段』
NPO法人ドリームエナジープロジェクト★

7月 OrganWorks
水中めがね∞
DANCETERIA-ANNEX

劇団スクランブル
チョコレート・ダモーレ★

8月 9月 Juggling Unit ピントクル
ルサンチカ
劇団三日月座

TEAM IMITATION
劇団砂からマカロン★



マグフェス’21開催
かながわマグカル演劇フェスティバル 2021略して
マグフェス’21を 2月下旬より開催中です。
演劇、ミュージカル、伝統芸能など、様々な舞台芸術をご覧ください。

An abbreviation of “Kanagawa MAGCUL Theater Festival 2021,”
MAGFES ’21 will be held starting the end of February.
You will be able to enjoy plays, musicals, traditional performing
arts, and a variety of other stage performances.

　メインイベントの「かながわ短編演劇アワード 2021」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 7団体が 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。
　戯曲コンペティションについても、魂のこもった戯曲作品の公開審査を開催します！今の時代だからこそ生まれる新たな作品をご自
宅で、ライブ配信でお楽しみください !
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて開催します。

At the “2021 Kanagawa Short Play Awards,” the main event, a theatrical competi-
tion and drama competition will be held. In the theatrical competition, 7 theatrical 
groups selected from around the country will head toward the Grand Prix as they 
challenge the limits of what can be expressed theatrically within a short 30-minute period. 
The drama competition will hold public judging of impassioned drama performances! Enjoy new dramas unique to the 
current times in your own home through live streaming!
Everything will be conducted adhering to the policies for preventing the spread of the novel coronavirus.

※QRTranslatorは ㈱ PIJINの登録商標です
※QR Translator is the registered trademark
　of PIJIN Co., Ltd.
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MAGFES ’21 Events

イベント情報 Event Information

かながわ短編演劇アワード 2021 演劇コンペティション審査委員（50音順）
2021 Kanagawa Short Play Awards  Theatrical Competition Judging Committee  (50 Japanese syllabary order)

岩渕  貞哉
Teiya Iwabuchi

岡田  利規
Toshiki Okada

徳永  京子
Kyoko Tokunaga 

林  香菜
Kana Hayashi

笠松  泰洋
Yasuhiro Kasamatsu

スズキ  拓朗
Takuro Suzuki

C宇壽山貴久子 C許斐佑 C豊島 望

（写真）かながわ短編演劇賞 2020グランプリ：モメラス『28時 01分』  (Photo) 2020 Kanagawa Short Play Awards Grand Prix: “28:01” by Momeraths

開催日程：2021年 3 月 21日（日）12:00～ライブ配信予定
会　　場：KAAT神奈川芸術劇場　大スタジオ (無観客開催 )
観覧方法：インターネット配信視聴 (無料 )

Date: March 21st (Sun.), 2021 Live streaming from 12:00
Venue: Large Studio, KAAT Kanagawa Arts Theatre
            (No Audience)
Viewing method: Online streaming (free of charge) 

演劇コンペティション　かながわ短編演劇賞 2021

戯曲コンペティション　かながわ短編戯曲賞 2021

Theatrical Competition  2021 Kanagawa Short Play Awards

開催日程：2021年 3月 20日（土）17:00～審査会をライブ配信予定
会　　場：KAAT神奈川芸術劇場　大スタジオ (無観客開催 )
観覧方法：インターネット配信視聴 (無料 )

Date: March 20th(Sat.), 2021  Judging session will be
         livestreamed from 17:00.
Venue: Large Studio, KAAT Kanagawa Arts Theatre
            (No Audience)
Viewing method: Online streaming (free of charge) 

Drama Competition  2021 Kanagawa Short Play Awards

〇問合せ先　かながわ短編演劇アワード 2021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・祝日を除く）
〇Inquiries  2021 Kanagawa Short Play Awards Secretariat (inside tvk Communications)
                  TEL: 045-548-4512(Weekdays: 10:00 - 17:00 * Except Saturdays, Sundays, and public holidays)  



マグフェス’21公演一覧
マグフェス‘21では、短編演劇以外にも幅広いジャンルの舞台公演やイベントが開催されます！

MAGFES ’21 will hold stage performances and
events covering a wide range of genres aside
from short plays!

※QRTranslatorは ㈱ PIJINの登録商標です ※QR Translator is the registered trademark of PIJIN Co., Ltd.
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List of MAGFES ’21 Performances

日程：令和 3年 3月 25日（木）配信予定
会場：県立青少年センター紅葉坂ホール (無観客開催 )
観覧方法：インターネット配信視聴 (無料 )

Date: March 25th(Thu.),2021 Due to be livestreamed
Venue: Momijizaka Hall, Prefectural Youth Center (No Audience) 
Viewing method: Online streaming (free of charge) 

【公演名】halugig

【参加団体 /参加作品】
● e- 演劇部『ネバー・エイプリル・ミー』
　 脚本 : 永原はる　演出 : よもぎ
● おおぐま座『Asterism 窓際の惑星 / 約束の夜を見上げて』
　 脚本 : 永原はる　村上裕亮　演出 : 村上裕亮

【日程】(e-→e- 演劇部／お座→おおぐま座）　
3/18（木） 14:00 ～ (e-①) 19:00 ～ (e-②)
3/19（金） 14:00 ～ (e-③) 19:00 ～ (e-④)
3/20（土） 17:00 ～ (e-⑤) 19:30 ～ ( お座①)
3/21（日） 13:00 ～ ( お座②) 16:00 ～ (e-⑥) 18:30 ～ ( お座③)

【チケット料金】
e- 演劇部一般 ……2000円
e- 演劇部U-22  …1500 円
おおぐま座一般  …1500 円
おおぐま座U-18  …500 円

[Performance title] halugig
[Participating Groups / Works]
● e- Drama Club (Never April Me)
　 Script: Haru Nagahara  Direction: Yomogi
● Ogumaza “Asterism ‒ The Planet at the Window / Look Up
　 On the Night Promised
　 Script: Haru Nagahara, Yusuke Murakami 
　 Direction: Yusuke Murakami 

[Schedule]“e-” →e- Drama Club / “oz” → Ogumaza
3/18 (Thu.)  14:00 ～ (e-①) 19:00 - (e-②) 
3/19 (Fri.)  14:00 ～ (e-③) 19:00 - (e-④)
3/20 (Sat.)  17:00 ～ (e-⑤) 19:30 - (oz①)
3/21 (Sun.)  13:00～ (oz②) 16:00 - (e-⑥)　18:30 ‒ (oz③)

[Ticket Prices]
e- Drama Club General  … 2,000 yen
e- Drama Club U-22 ………1,500 yen
Ogumaza General …………1,500 yen
Ogumaza U-18 …………… 500 yen

日程：令和 3年 3月 21日（日）14:00～ライブ配信予定
会場：県立青少年センター　紅葉坂ホール (無観客開催 )
観覧方法：インターネット配信視聴 (無料 )
上演団体：●区民ミュージカルユニット横浜
　　　　  ●ミュージカルCoCo～

Date: March 21st (Sun.), 2021 Live streaming from 14:00
Venue: Momijizaka Hall, Prefectural Youth Center (No Audience)
Viewing method: Online streaming (free of charge) 
Performing groups: ● Local Residents’ Musical Unit Yokohama
                              ● Musical CoCo～

かながわ伝統文化こども歳時記 Kanagawa Traditional Culture for Children
Collection of Haiku Expressions

日程：2021年 3月 13日 ( 土 )、14日 ( 日 )
会場：県立青少年センター 2階 スタジオHIKARI
料金：無料（投げ銭制）　※完全事前予約制を予定。

Date: March 13 (Sat.), 14 (Sun.), 2021
Venue: Studio HIKARI, 2F, Kanagawa Prefectural Youth Center
Fee: Free (tipping encouraged)
※Strict adherence to requirements for advance
   reservations is scheduled.

神奈川演劇博覧会 Kanagawa Play Exposition

MAGCUL Theaterマグカルシアター

かながわミュージカルアワード 2021 2021 Kanagawa Musical Awards

※マグフェスの詳細についてはこちらから　※Details on MAGFES can be found HERE.

C田中文太郎狐の会

※新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントの内容等が変更になる可能性があります。最新の情報はHPでご確認ください。
※The content of the events may change due to the effects of the novel coronavirus. Please check the websites for the latest information.

Kitsune no Kai © Buntaro Tanaka















かながわアートホール
Kanagawa Art Hall

横浜市保土ケ谷区花見台4番2号（県立保土ケ谷公園内）


