
宮田慶子演flJ芸術監督シーズンのラストを飾る作品

蓬莱竜太が書き下ろす、家族の物語

演劇「消 えてい くな ら朝」

8年 間の宮田演劇芸術監督シーズン最後の作品は、「是非とも同時代の劇作家の新作書下ろしを」という宮

田の思いから、劇作家として近年ますます磨きのかかる蓬莱竜太の新作を上演いたします。人間の内面に

深く切り込み、滞りなく日常を営んでいるはずの人々の心の内に潜む葛藤を描く手腕が高い評価を得ている

蓬莱。新国立濠1場への書下ろしは、2008年『まほろば』(演出:栗山民也)、 2010年『エネミイ』(演出:鈴木

裕美)に続く三作目となります。40代を迎えた蓬莱が、濠l作家として“表現する"と いう自身の仕事に改めて

向き合った時、突き当たったのは「家族」の問題でした。自身を投影したかのような主人公と、父、母、兄、

妹、恋人。仕事や日常生活といったそれぞれ固有の人生と、家族としての切れない絆との間で、生きていく

ことの幸せとは何かを問う渾身の新作です。演出は宮田芸術監督自らが務めます。深い信頼を寄せる蓬莱

戯曲を、実力派俳優陣とどのように立ち上げるのか、ぜひ、その日でお確かめください。

鈴木浩介 高野志穂 吉野実紗
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ものがたり

家族と疎遠の作家である定男は、

5年ぶ
'り

に帰省する。作家として成

功をおさめている定男であつたが、

誰もその話に触れようとしない。む

しろその話を避けている。定男は

切り出す。

「……今度の新作は、この家族をあ

りのままに描いてみようと思うんだ」

家族とは、仕事とは、表現とは、

人生とは、愛とは、幸福とは、親

とは、子とは。本音をぶつけあつた

先、その家族に何が起こるのか。

何が残るのか。

梅沢昌代 高橋長英
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※7/25(水)1300公演には学校団体が入る予定です。

ど新国立シアター。トーク
(入場無料。ただし満席の場合、制限有り。)

7月 15日 (日 )公演終 了後 」嗜」場

●出演 :宮 田慶子 ほか

●司会 :中 井美穂
●入場方法:本公演チケット(い ずれの日程でも可)を ご提示ください。

●お問い合わせ:営 業部 TEL 03 5351 3011(代 )

開場は開演の30分前です。開演後のご入場は制限させていただきます。  σ託児室〈キンズルーム「ドレミJ)利用可能日

⑩マンスリー・プロジェクト(入場無料・要申込み)

トクセッション「蓬菜竜太の劇世界」

7月 16日 (月・祝)17:00 会場 :」嵯J場

●出演 :蓬莱竜太  聞き手 :徳永京子 (演劇ジャーナリスト)

●4/26(木 )よ り募集開始。先着順。定員に達し次第締め切ります。
劇場ウェブサイトよりお申し込みください。

●お問い合わせ:情 報センターTEL 03 5351 3011(代 )

〔兵庫〕兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール

8月 4日 (■ )13:00

〔愛知〕穂の国とよはじ芸術劇場PLAT主 ホール
8月 8日 (水 )19:00
0532-39-3090

〔福岡〕そびあしんぐう 大ホール
8月 12日 (日 )13:00
092-962-5555

前売開始 2018年 5月 12日 (土)10:00～

新 国立劇 場

Webボ ックスオフィス

http://pia.jp/nntt/雛蘇議嚢:朧機

秘軍glЪ999 1鯰饒 90林
|

チケット料金 (税 込)

6,480円 13,240円 11,620円

割 引 等 の ご 案 内 お申し込みの際、害J3ご利用の旨をお知らせくだ c‐ .ヽ 。(Z席 は対象外)

●高齢者害り弓 (65歳 以上 )・ 学生割引 動 爾鵞ボックスオフイス (窓 口 電話 )、 テケットぴあ一部

店舗のみ取り扱い。要年齢証明書または学生証。

●ジュニア害」引 (中 学生以下)鞍輛 園檬ボックスオフィス (窓 口 電話 )、 Webボ ックスオフィス、

テケットぴあで取り扱い。入場時年齢確認あり。

●当日学生割引 銀
`盟

郵翻露 公演当日朝 1000よ り残席がある場合のみボックスオフィス窓 口、

テケットぴあ一部店舗で取り扱い。要学生証。

●障害者割引 靱 l財蠅議3ボックスオフィス(窓 口・電話)の み取り扱い。要障害者手帳等.

0車椅子をご利用のお客様はボックスオフィスまでお問い合わせください。

び 託 児 室 <キ ッズ ル ー ム Fド レ ミ』>定 員制

一般発売日から来場日の一週間前までに下記まで電話予約。

●利用料金 3ヶ月～1歳 2,000円 /2～ 12歳 1,000円

●ご予約・お問い合わせ

(株 )明 日香 (あすか)イ国人事業部

画面 0120165-115(土 日祝を除く10時～17時 )

備 考

●就学前のお子様のご同伴 ご入場はご遠慮ください。●お子様に

つきましても1人 1枚 チケットをお求めください。●公演中止の場合を

除き、テケットの変更・払い戻しはいたしません。●壁際、手摺り

近く、バルコニーの一部の座席で、舞台が見えにくい場合がありま

す。●公演日、席種によっては、お求めになれないことがあります。

●や0を得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

※Z席は公演当日

ボックスオフィスのみで販売。

1人 1枚、電話予約不可。

明上演隔肖えていくな馴m‰ま9』頌
料金輌込)            前売開始

11,800円 [正価12,960円 のところ] 2018年 4月 7日 (土 )

◆チケット取り扱い

チケットぴあ 0570-02-9999(Pコ ード484461)
hupノ /● ajp/t/離 軽 鷺:趨爾

イー プ ラス httpノ/ep us,p/nnttp ay/

ローソンチケット0570-000-407(オペレーター受付)

0570-084-003(Lコ ード39409)

http://1-tike com

」TB・ 近畿日本ツーリスト・日本旅行。東武トップツアーズ ほか

京王新線 (者5営新宿線乗入 )新 宿駅より1駅、初台駅 中央 口直結

KE10 NEW L NE.HATSUDA STAT ON[京王線は止まりません]

*濠1場地下に駐車場がありま丸 ご観劇の際は、駐車料金を割引いたしま丸 (駐 車券をお持ちください)
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新国立EIJ場
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