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後援★ 片山千歳古典芸能振興基金 (財〉大阪コミュニテイ財団助成事業/イ タリア大使館/イ タリア文化会館一大阪・東京/芸術文化振興基金/大 阪市

お問い合わせ★アトリエ オガ,大阪市中央区糸屋町 1-4‐ 12‐ 202 TEL/FAX:06‐ 6942‐ 1577 ttpi〃www atelier‐oOa com/  協力☆ 株式会社高狂言
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2016年 11月 27日 (日 )昼の部 14:00開 演/夜の部 18:00開演

大阪能楽会館 大阪市北区中崎西 2‐ 3‐ 17

Te1 06-6373‐ 1726
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和泉流狂言師
小笠原 匡

重要無形文イヒ財総合指定保持者。
コンメディア・デッラブしテ様式
による新作狂言を多数劇作・演出・

主演。「見る 知る 伝える千葉
～創作狂言」で毎年千葉県の神

話民話風習を題材に創作狂言を

劇作 `演出。千葉大学客員教授。

イタリア伝統仮面濠J俳優
アンフエロ 'ク ロッティ

イタリアを中心にフランス等
ヨーロッパ各地にて活躍:現
在、フランス・モンペリエ国
立劇場所属。2007年 「日伊

喜濠」の祭典」にて来日。2009

年以降は小笠原匡と数々の共

同作業を行う。

演出家・アーティスト・批評家

多木 陽介

1988年 に渡伊、現在日―マ在住
=演

劇活

動や写真を中心にした展覧会を各地で展開

する他、現在は多様な次元の環境(自 然環境、

社会環境、個人の精神環境)に おけるエコ

ロフーを進める人々を扱つた研究を展開

し、芸

`鼠

批評双方で生命を全での中心に

おいた人間の活動の哲学を探究する。

イタリア伝統仮面劇俳優
アンドレア・プルネェラ

イタリアを中心にドイツ等
ヨーロッパ各地にて活亀

2011年テアトロ・インマージ

ネ最新作品「薔薇の小説」を
コンメディアデアルテ技法で

脚本監督 2000年以降は小笠

原匡と数々の共同作業を行う。

コンメディア・デッラんテ僣卜優
TAKAK0

故八世野村万蔵に師事。楽劇作品出演多凱

1995年よリフランス留学コンメデイア・デツ

ラルチを学ぷ。2009年よリアンジエロ・ク

ロッティに師事。2011年京都国民文化祭に

て赤塚不二夫ギャクマンガ題材の新作仮面

劇「ネオ狂言」ひみつのアツコちやん役で

出演。現在パリ在色

:2016年 11月 27日 (日 )

昼の部 14:00開演/夜 の部 1800開 演
:大 阪能楽会館 大阪市北区中崎西2-3-17
:06‐ 6373-1726
:当 日4000円 /前 売り3500円 /昼 夜通し券 6000円
学生 2000円 /学生通し券 3500円

昼の部

第1部 :r狂言とコンメディア・デッラルテ」レクチヤーデモンストレーション

第2部 :狂言「附子」

主人は家来二人に留守番を命し、風に当つただけで死んでしまう「ぷすJと いう猛毒が

あるから、近寄ってはならないと言い含め出かける。二人はなんでそんな毒を主が持つ

ていZ● のか不審に思いながらも、こわt~わ とその毒をみる・ ・。「一体さ/tの とたち話」

でも有名な狂言の代表曲。

出演/野村万蔵 (10KYO公 演)」 笠ヽ原匡 他

第3部 :コ ンメディア・デッラルテの名場面 「アルレッキーノの変身」

アルレッキーノを中心に数 の々喜劇的な出来事が起こる。

出演/ア ンジエEl クElツ テイ、アンドレア・ブんニェーラ、TAO米 0、 神宮一樹 他

第4部 :狂言「FI子」をコンメディア風に演出し直した翻氣 「うもうてしぬる」

演出/ア ンジエロ クロッティ、多木陽介

出演/小笠原匡、アレジェロ・クロッティ、アントレア 'ブルニェーラ、私KAKO 他

日時 :2016年 12月 4日 (日 )

昼の部 14:00開演/夜 の部 18:00開演
:宝 生能楽堂 東京都文京区本郷 1‐ 5‐ 9
:03‐ 3811‐4843
:当 日4000円 /前 売り3500円 /昼 夜通し券 6000円
学生 2000円 /学 生通し券 3500円

夜の部

第1部 :「狂言とコンメディア・デッラルテ」レクチャーデモンストレーション

第2部 :狂言「鎌腹」

怠け者の夫に怒つた妻は、鎌を結びつけた椿を振りかざし、大を追いまわす。仲裁人7Dl

止めに入るfD・、夫が妻の目の前であてつけに鎌で腹を切って死のうとする。妻はやれる

ものならやってみると ・ 。t)つの時代も妻は偉大 !!夫婦狂言の代表作。

出演/小笠原匡 野村万蔵 (TO:α O公演)他

第3部 :コ ンメディア・デッラルテの名場面 「雷に打たれた無神論者」
「トン ソヨヴアンニ」のコンメディア ,デ ッラルテ版とも言えるもの。

出演/ア ンジエロ・クロッティ、アントレア プ′しニェーラ、TAく
AKO、 神宮一樹 他

第4部 :狂言「鎌腹」をコンメディア風に演出し直した翻案「はらきれず」

演出/ア ンジエロ クElッ テイ、多木陽介

出演 :小笠原匡、アンジエロ クElツ テイ、TAKAKO 他

「イタリア伝統仮面濠」コンメディア・デッラんテを学|ま

.う

」

講師 :ア ンフエロ クロッティ (俳 優、演出家)

日時 :2016年 11月 25日 (金 )1300～ 1500/18100～ 21100

2016年 11月 26日 (土 )13,00～ 15100/18100～ 21100

場所 :「 ドーンセンター」大阪市中央区大手前 1‐ 3‐49
定員 :30名

料金 :1回 5000円 (2回以上参加の場合以下の害」引料金となります)

2回 9000円 /3回 12000円 /4回 14000円

日時 :2016年 11月 28日 (月 )～ 12月 2日 (金 )

13:00～ 15:00/18:00～ 21100

場所 :「 丸ノ内線東高円寺駅付近の指定スタジオJ

定員 :30名

料金 :1回 5000円 (2回以上参加の場合以下の割引料金となります)

2回 9000円 /3回 12000円 /4回 14000円 /5回 15000円

「古典喜濠1の倉」造力…狂言をコンメディア・デつラノしテ

(イ タリア即興仮面劇)で読み直す」

パネリスト :り 笠ヽ原匡 (和 泉流狂言師)、 アシジェロ・クロツティ (俳優 演出家)、

アントレア プ′じニェーラ (俳優 演出家)、 多木陽介 (演出家 批評家)、

大阪ゲストパネリスト:森山直人 (演 劇批評家/京都造形芸術大学教授)

東京ゲストパネリスト:今 福龍太 (文 化人類学者/批評家/東京外国語大学大学院教授)

日時 :2016年 11月 26日 (土 ) 15i30～ 17100

場所 :「 トーンセンター」大阪市中央区大手前 1‐ 3‐49
電言舌 :06-6910‐ 8500
定員 :90名
料金 :1000円 (公演チケツトこ購入の方は無料。要事前申込)

日日寺:2016年 12月 3日 (土 )   13:30～ 15:00

場所 :都 内場所未定 (決定後にアトリエオガ ウ■ラサィトで告知致します)

定員 190名
料金 :1000円 (公演チケットこ購入の方は無料。定員 90名

要事前申込)

●シンポジウム申し込み ワークショップ参加申し込み

大阪市中央区糸屋町 1‐ 4‐ 12 202 TEL/FAX:066942‐ 1577 Emall

公演チケット購入 お問い合わせ先 tよ …「アトリエ オカ 」まで

ateliero9aり o」akuo9mailcom http:〃 www ateier‐ o9a conn/
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