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イベント
カレンダー12月

※公演情報は都合により変更される場合がございます。詳細は主催者までお問合せ下さい。

ＷＳ 4日（月）～ 5日（火）

FFAC 創作コンペティション関連企画
楠田健造ワークショップ！

■開演：4日(月)19:30
　　　　5日(火)19:30
■料金：2日間1,500円　1日のみ1,000円
■対象：俳優・ダンサー・パフォーマー、演出家など
　　　　　　　　　　　　　　（プロ・アマ、年齢問わず）
■定員：各回とも20名程度　※定員に達し次第締切
■締切：12月1日（金）
　　　　　※定員に余裕がある時は締切日以降も受付
■問合：Mail　ffac-02@ffac.or.jp
　　　　fax 092-263-6259

演劇 15日（金）～ 17日（日）

■開演：15日(金)19:30
　　　　16日(土)14:00 ／ 19:00
　　　　17日(日)13:00
■料金：前売・予約 2,000円　当日 2,300円　
■出演：立道心、中島荘太、峰尾かおり、小湊倫子、
　　　　立石義江、押淵絢子、宮村耳々、
　　　　白川宏治（ユニットれんげ）
■問合：Mail　hikarinote_info@yahoo.co.jp

ヒカリノオト
「海が降った夏」

作・演出：松岡 伸哉

演劇 11月28日(火）～ 12月3日(日)

■開演：11月28日(火)19:30（Aチーム）
　　　　11月29日(水)19:30（Bチーム）
　　　　11月30日(木)19:30（Aチーム）
　　　　12月1日(金)19:30（Bチーム）
　　　　12月2日(土)12:00（Bチーム）／ 15:30（Bチーム）

19:30（Aチーム）
　　　　12月3日(日)11:00（Aチーム）／ 14:30（Aチーム）

18:30（Bチーム）
■料金：前売 3,000円／当日 3,500円　
■出演：【Aチーム】がっちょ（Aトラックス）、上条拳斗、
　　　　北島達朗、髙橋佳成、テシマケント、
　　　　山田ひろき、あやんぬ、石橋亜依、白川古都、
　　　　壇世理奈、chelu（BASEBALL☆GIRLS）、湊谷笑夢
　　　　【Bチーム】井戸田（Aトラックス）、北島達朗、
　　　　君島史哉、髙橋佳成、友田宗大、
　　　　ハイクオリティたかし、粟田かれん、鈴山凛、
　　　　津山愛理、橋本あかね、桃咲まゆ（トキヲイキル）、
　　　　森武マイ
■問合：Mail　seisakutantou-ab@outlook.jp

扉朝陽
プロデュース公演  第一弾

「島へおいでよ」
脚本 / 監修 : 金沢知樹　演出 : 扉朝陽

演劇ユニットロボットパンケーキ Z
「惑星ハルマキ」

作・演出：緒方卓也

演劇 8日（金）～ 10日（日）

■開演：   8日(金)19:00（公開ゲネ）
　　　　  9日(土)13:00 ／ 19:00
　　　　10日(日)13:00 ／ 19:00
■料金：公開ゲネ一律 1,200円
　　　　一般前売 1,800円　当日 2,000円
　　　　学生前売 1,200円　当日 1,500円（※要学生証）
■出演：岩下祐里奈(Yb イッテルビウム)、
　　　　せとよしの(空間再生事業 劇団GIGA)、
　　　　武田遥(陰湿集団)、桑森ケイ(ジャカっと雀)、
　　　　中野美春(演劇創作館 劇団椿楼)、
　　　　長野哲也(とんこつプロジェクト)、
　　　　馬場修平(陰湿集団)、馬場佑介(Yb イッテルビウム)、
　　　　桂志織(九州大学大橋キャンパス演劇部)、
　　　　泉可那子(Yb イッテルビウム)、山口大器(劇団言魂)、
　　　　中山博晶
■問合：Mail　robo_pan_z@yahoo.co.jp
　　　　HP　  robopan.wixsite.com/robot-pancake-z
　　　　twitter　@robot_pancake_z

ダンス 23日（土）～ 24日（日）

Co.D.Ex. ダンス・フォーラム
Xmas スペシャル公演

「Freeze or Burn～凍るか焼きつくすか !?～」

■開演：23日(土)18:00
　　　　24日(日)14:00（アフタートークゲスト： 鄭慶一）
■料金：一般前売2,000円　当日2,500円
　　　　学生一律1,500円（※要学生証）
■各作品・出演者：出演５組・5作品（両日共・順不同）
　①「ハートマン3rd」　　振付: 古家優里
　　出演: 中津留絢香、真吉、山本泰輔、古家優里(予定)
　②「With it」　　振付: 大島匡史朗
　　出演: SnC (福田沙織、堀川美樹、重松ゆう子、大島匡史朗)
　③「Juke Dance!!」　　 振付・出演：松岡綾葉
　④「八方美人、嘘八百。」　　振付・出演：トクヲ
　⑤「あっという間」　　振付：こここ
　　出演：大野とも子、林けい子、王丸せい子
■問合：Mail　codex.dance.forum@gmail.com
　　　　Tel　  080-5259-2577
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扉朝陽プロデュース公演
第一弾

「島へおいでよ」

演劇ユニット
ロボットパンケーキ Z

「惑星ハルマキ」

ヒカリノオト
「海が降った夏」

Co.D.Ex.
ダンス・フォーラム

「Xmas スペシャル公演」

FFAC
楠田健造

ワークショップ

演劇 8日（金）～ 10日（日）

演劇ユニット ロボットパンケーキ Z
「惑星ハルマキ」

作・演出：緒方 卓也
■開演：   8日(金)19:00（公開ゲネ）

　　　　  9日(土)13:00 ／ 19:00
10日(日)13:00 ／ 19:00

■料金：公開ゲネ一律 1,200円
一般 前売 1,800円　当日 2,000円
学生 前売 1,200円　当日 1,500円 （※要学生証）

■出演：岩下祐里奈(Yb イッテルビウム)、
　　　　せとよしの(空間再生事業 劇団GIGA)、武田遥(陰湿集団)、
　　　　桑森ケイ(ジャカっと雀)、中野美春(演劇創作館 劇団椿楼)、
　　　　長野哲也(とんこつプロジェクト)、馬場修平(陰湿集団)、

　　　　馬場佑介(Yb イッテルビウム)、
　　　　桂志織(九州大学大橋キャンパス演劇部)、
　　　　泉可那子(Yb イッテルビウム)、山口大器(劇団言魂)、
　　　　中山博晶
■問合：Mail　robo_pan_z@yahoo.co.jp
　　　　HP　  robopan.wixsite.com/robot-pancake-z
　　　　twitter　@robot_pancake_z

演劇 15日（金）～ 17日（日）

ヒカリノオト
「海が降った夏」

作・演出：松岡 伸哉
■開演：15日(金)19:30
　　　　16日(土)14:00 ／ 19:00

17日(日)13:00
■料金：前売・予約 2,000円　当日 2,300円　
■出演： 立道心、中島荘太、峰尾かおり、小湊倫子、

立石義江、押淵絢子、宮村耳々、
白川宏治（ユニットれんげ）

■問合：Mail　hikarinote_info@yahoo.co.jp

演劇 11月28日（火）～ 12月3日（日）

扉朝陽プロデュース公演
第一弾

「島へおいでよ」
脚本 / 監修 : 金沢知樹　演出 : 扉朝陽

■開演：11月28日(火)19:30（Aチーム）

　　　　11月29日(水)19:30（Bチーム）

　　　　11月30日(木)19:30（Aチーム）

　　　　12月1日(金)19:30（Bチーム）

　　　　12月2日(土)12:00（Bチーム）／ 15:30（Bチーム）

　　　　　　　　　  19:30（Aチーム）

　　　　12月3日(日)11:00（Aチーム）／ 14:30（Aチーム）

　　　　　　　　　  18:30（Bチーム）

■料金：前売 3,000円　当日 3,500円　
■出演： Aチーム／がっちょ（Aトラックス）、上条拳斗、
　　　　北島達朗、髙橋佳成、テシマケント、山田ひろき、
　　　　あやんぬ、石橋亜依、白川古都、壇世理奈、
　　　　chelu（BASEBALL☆GIRLS）、湊谷笑夢
　　　　Bチーム／井戸田（Aトラックス）、北島達朗、
　　　　君島史哉、髙橋佳成、友田宗大、
　　　　ハイクオリティたかし、粟田かれん、鈴山凛、
　　　　津山愛理、橋本あかね、桃咲まゆ（トキヲイキル）、
　　　　森武マイ
■問合：Mail　seisakutantou-ab@outlook.jp ダンス 23日（土）~24日（日）

Co.D.Ex.　ダンス・フォーラム
Xmas スペシャル公演

■開演：   23日(土)18:00
　　　　  24日(日)14:00（アフタートークゲスト： 鄭慶一）
■料金：一般 前売2,000円　当日2,500円
　　　　学生 一律1,500円（※要学生証）

■各作品・出演者：出演５組・5作品（両日共・順不同）
　①「ハートマン3rd」　　振付: 古家優里
　　出演: 中津留絢香、真吉、山本泰輔、古家優里(予定)
　②「With it」　　振付: 大島匡史朗
　　出演: SnC (福田沙織、堀川美樹、重松ゆう子、大島匡史朗)

　③「Juke Dance!!」　　 振付・出演：松岡綾葉
　④「八方美人、嘘八百。」　　振付・出演：トクヲ
　⑤「あっという間」　　振付：こここ
　　出演：大野とも子、林けい子、王丸せい子
■問合：Mail　codex.dance.forum@gmail.com
　　　　Tel　  080-5259-2577

「Freeze or Burn～凍るか焼きつくすか !?～」


