
西口

東口

南口

● 豊橋駅・新豊橋駅直結
● 豊橋駅南口から徒歩3分
● ペデストリアンデッキで直結
※ 駐車場がありませんので、
公共交通機関をご利用くだ
さい。

主ホール・アートスペース公
演当日に限り、駐車場割引
サービスがございます。
豊橋駅前大道公共駐車場（第1・
第2）・パーク500をご利用の場
合、駐車料金が30分150円から
30分100円に割引（上限4時間）。
各会場ホワイエに設置されてい
る割引チェッカーに駐車券をお
通しください。

〒440-0887　愛知県豊橋市西小田原町123番地
TEL◉0532-39-8810
開館時間◉9：00～ 22：00
休館日◉第3月曜日（祝日の場合はその翌平日）・年末年始

※公演内容および発売日等変更する場合がございます。
［発行］公益財団法人豊橋文化振興財団　［発行日］2015年4月1日

保存版東三河の若手音楽家育成コンサート

PLAT enjoy music!
「若い音楽家には活躍の場を、お客様には気軽に音楽を楽しめる
機会を」と企画されたプラットオリジナルのワンコインコンサートです。

会場●PLATアートスペース
料金●［全席自由］500円　※当日券販売あり

COLORFUL
音楽で巡る世界の旅 ―ヨーロッパ―  
4.23木11:30開演
出　演●COLORFUL［曽田朋世（ソプラノ）、髙岡真貴（クラリネット）、鈴木恵

深（ピアノ）］

Ensemble Chouette 親子で楽しむ音楽会
5.6水㊡11:00開演　★本公演は0歳児よりご入場いただけます
出　演●Ensemble Chouette 〈加藤英子（オーボエ）、古川真帆（ファゴット）、

井上陽葉（ピアノ）〉
　　　　本田沙紀（クラリネット・ゲスト）

鈴木研吾＆坂本陽香デュオ
6.19金19:00開演
出　演●鈴木研吾（サクソフォン）、坂本陽香（パーカッション）
発売日●会員・一般同時 4月23日木

trio FlaP 　
7.2木19:00開演
出　演●trio FlaP［加藤千理（フルート）、鷹松李奈（フルート）、天野あさ子（ピアノ）］
発売日●会員・一般同時 5月6日水㊡

鈴木智子
8.5水11:30開演
出　演●鈴木智子（ピアノ）　発売日●会員・一般同時 6月19日金

※ほか、9月以降にも予定しています。

PLAT夏休みこどもワークショップ『ワークショップ縁日2015』
8.30日10:00～15:00予定〈PLAT創造活動室A ほか〉
夏休み最後の日曜日、“つくる”“うごく”“劇をする”をテーマに、ワークショップを開催します。
対象●小学生以上（保護者見学可）　参加費●無料
申込●7月中旬より募集開始予定。

ワークショップファシリテーター
養成講座2015

教育現場や福祉施設、病院など様 な々現場で活用されている演劇ワークショップへの興
味や関心を深め、劇場と一緒に「作り手」となる人材を育成します。
対象●18歳以上で、7月～8月の講座やワークショップに参加できる方。演劇経験不問。
申込●5月下旬より募集開始予定。

出演者・スタッフ募集！
大道芸inとよはし ボランティアスタッフ
フェスティバルを一緒に盛り上げる仲間を募集します。
対象●18歳以上で事前説明会(4/25・4/26どちらか1日)と本番(5/3・5/4)に

参加できる方。
申込●劇場ホームページの専用応募フォーム／専用申込用紙を持参もしくは郵

送。定員に達し次第受付を終了します。

高校生と創る演劇『赤鬼』高校生出演者&スタッフ
対象●生年月日が1997年4月2日から2000年4月1日までの方。演劇経験不問。
申込●4月17日17:00必着。専用申込用紙を持参もしくは郵送。出演希望者は5月

下旬にオーディションを実施。スタッフ希望者は6月7日に面接を実施。

市民と創造する演劇『夏の夜の夢』出演者&スタッフ
対象●演劇に興味がある高校生以上の方。演劇経験不問。
申込●5月中旬より募集開始。出演希望者は7月19日・20日にオーディションを実施

予定。

※申込に関する詳細は、劇場ホームページなどにて随時発表いたします。

登録方法
●WEBで登録　〈穂の国とよはし芸術劇場HP〉　http://toyohashi-at.jp
●携帯で登録　https://piagettii.e-get.jp/online-ticket/de/
●窓口で登録
　穂の国とよはし芸術劇場1階Ticket&Informationカウンター

U24・高校生以下割引のご案内
若い人にこそ生の舞台を楽しんでもらえるよう、ほぼ全ての主催公演に割引
料金を設定しています。
●料金/U24（24歳以下）＝公演ごとに指定する席種の半額
　　　 高校生以下＝一律1,000円
●購入方法/各公演の一般発売日よりプラットチケットセンターにて取扱い。
●その他/本人のみ一人1枚・枚数限定・座席指定不可・入場時身分証明
書提示。

託児サービス
主催公演をご観劇のお客様は、託児サービスをご利用いただけます。
●生後6ヶ月以上の未就学児・定員あり
●料金/お子様一人につき500円
●申込/公演ごとの締切日（原則公演日の8日前）までに穂の国とよはし芸
術劇場へ。

車椅子スペース
PLAT主ホール・アートスペース、ライフポートとよはしコンサートホールでは、
車椅子スペースをご用意しています。
●要予約/定員あり
●申込/プラットチケットセンター（電話・窓口）にて前売発売日（会員・一般）よ
り取扱い。また本席チケットをお持ちの車椅子ご利用のお客様は、スムーズ
なご案内のために事前にプラットチケットセンターまでご連絡ください。

http://toyohashi-at.jp

http://toyohashi-at.jp
プラットチケットセンター TEL 0532-39-3090

プラットフレンズ募集中 入会金・年会費無料

お得な3つの特典

公演情報をメールでご案内します。特典 １
インターネットでチケット予約ができます。特典 2
一般発売に先がけて主催公演チケットの
会員先行予約ができます。

特典 3
2015-2016 EVENT SCHEDULE

プラットチケットセンター　TEL 0532-39-3090
 （10:00～19:00  休館日・年末年始を除く）

窓口▶穂の国とよはし芸術劇場1階Ticket&Informationカウンター
オンライン▶http://toyohashi-at.jp （24時間受付・要事前登録）

チケット購入・お問合せ

好評販売中

好評販売中

前期受講者募集

2015年度
主催公演スケジュール

公益財団法人 豊橋文化振興財団
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PLAT EVENT SCHEDULE 2015.4ー2016.3

2013年に大きな反響を呼んだ『cocoon』が新
たな創作を経て7月アートスペースにて上演さ
れます。この上演に先立ち、原田郁子の音楽
と俳優の青柳いづみによるリーディングのスペ
シャル・ライブをおこないます。

4.16木 19：00開演
〈PLATアートスペース〉

原田郁子×マームとジプシー リーディングライブ
あらためまして、はじめまして、ツアー
『cocoon no koe cocoon no oto』

松竹大歌舞伎
中村翫雀改め四代目中村鴈治郎襲名披露

原作●今日マチ子　作・演出●藤田貴大　出演・音楽●原田郁子　出演●青柳いづみ
料金●全席自由・整理番号付　一般：1,500円、ユース：1,000円

今春、平成26年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した春風亭
小朝。その話芸の限りを存分に披露し、古典芸能「落語」の魅力
が満載の独演会です。

4.26日 13：30開演 〈PLAT主ホール〉
春風亭小朝独演会

出演●春風亭小朝

いつもの街がまるごと劇場になる2日間！笑いと涙、超絶びっくり、大道
芸のすべてがここにある。3日日はまちなか歩行者天国（広小路通り）
なども同時開催します。

5.3日・5.4月㊗
〈PLAT北側広場、豊橋駅南口駅前広場 ほか〉

とよはしアートフェスティバル2015
大道芸inとよはし

時間●3日日11：00～17：00、4日月㊗12：00～18：00　料金●無料

男3人90分ノンストップ！世界中で上演され1999年の日本初演でも
大好評を博したコメディタッチのストレートプレイを、オリジナルキャ
ストの3人より16年の時を経て再び上演します。

5.12火 19：00開演 〈PLAT主ホール〉
『ART　アート』

作●ヤスミナ・レザ　演出●パトリス・ケルブラ
出演●市村正親、平田満、益岡徹

7月上演の「松竹大歌舞伎」を記念して『助六由縁江戸桜』の豪
華な衣裳を3点展示します。また、松竹衣裳スタッフによる、歌舞伎
女形の衣裳着付け実演や解説もおこないます。

5.25月～5.30土 11:00～18：00
〈PLATアートスペース〉

松竹大歌舞伎関連企画 歌舞伎衣裳展

料金●500円　※29日金は20:00まで、30日土は17：00まで
発売日●会員・一般同時 4月11日土

2013年『片づけたい女たち』でも大好評を得た人気女優
3名の演劇ユニットによる新作。『倚りかからず』『自分の
感受性くらい』などで知られる詩人・茨木のり子。死後に
遺された一冊の詩集をめぐる物語です。

6.23火 18：30開演 〈PLAT主ホール〉

グループる・ばるVol.22

『蜜柑とユウウツ～茨木のり子異聞～』

作●長田育恵　演出●マキノノゾミ
出演●松金よね子、岡本麗、田岡美也子、木野花、
　　　小林隆、野添義弘、岡田達也
料金●S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円　ほか

劇団四季がプラット初登場。アメリカの児童文学を原作とし、子どもから大人まで楽しめる心温ま
る作品です。魔法で2日間だけ人間の姿になった猫・ライオネル、旅の途中で仲間と出会い様 な々
危機に立ち向かいます。

9.27日 16：00開演予定 〈PLAT主ホール〉
劇団四季ミュージカル『人間になりたがった猫』

料金●S席一般5,000円（子ども3,000円）、A席一般3,000円（子ども2,000円）予定
6月上旬発売予定

プロレスラーを夢見ている引きこもりの高校生が、ある日「出
張お兄さん」なるカウンセラーと出会う。果たして外に出られ
るのか、そして何故人は「外」に出た方が良いのか！？

7.8水・7.9木 両日19：00開演
〈PLATアートスペース〉

公共ホール演劇ネットワーク事業
ハイバイ『ヒッキー・カンクーントルネード』

作・演出●岩井秀人
出演●田村健太郎、岡田瑞葉、後藤剛範、平原テツ／チャン・リーメイ
料金●全席自由・整理番号付　一般3,000円　ほか　   ※『cocoon』とのセット券（6,000円）あり。
発売日●会員先行：5月9日土　一般：5月16日土

能『石橋』を題材とし、獅子の狂いが見どころの舞踊『連獅子』
をはじめとする名演目を、主ホールに本花道を設えて上演しま
す。ほか、幕間には特製弁当の販売やプラット茶屋のおもてなし
など、丸一日劇場が歌舞伎小屋に変身します。

7.16木 昼13：00開演・夜18：00開演
 〈PLAT主ホール〉

演目●『引窓』『口上』『連獅子』
出演●中村翫雀改め四代目中村鴈治郎、坂田藤十郎、
　　　中村扇雀、尾上松緑　ほか
料金●S席10,000円、A席7,000円、B席5,000円　ほか
発売日●会員先行：4月11日土　一般：4月18日土

漫画家・今日マチ子がひめゆり学徒隊に着想を得
て描いた傑作『cocoon』。マームとジプシーにより
2013年に舞台化された作品を再創造し上演しま
す。若い世代から絶大な支持を獲得している原田
郁子の音楽にも注目です。

7.25土・7.26日 両日14：30開演
〈PLATアートスペース〉

マームとジプシー

『cocoon 憧れも、初戀も、爆撃も、死も。』
コ ク ー ン

原作●今日マチ子　作・演出●藤田貴大　音楽●原田郁子
出演●青柳いづみ、菊池明明、青葉市子　ほか
料金●全席自由・整理番号付　一般3,600円　ほか　※『ヒッキー・カンクーントルネード』とのセット券（6,000円）あり。
発売日●会員先行：5月9日土　一般：5月16日土　※開演時間が当初より変更になりました。

シェイクスピアの四大悲劇『マクベス』を、佐々木蔵之介がほぼ
一人で演じきる意欲作。2012年世界初演時のオリジナル演出
家 アンドリュー・ゴールドバーグを招聘し、スコットランド・ナショナ
ル・シアターの全面協力による、オリジナルの美術、衣裳、照明、
映像、音響デザイン、オリジナル演出の日本語版上演です。

8.8土・8.9日 両日14：00開演
〈PLAT主ホール〉

『マクベス』

作●W.シェイクスピア　日本版演出●アンドリュー・ゴールドバーグ
主演●佐々木蔵之介
料金●S席8,000円、A席6,000円、B席4,000円　ほか
発売日●会員先行：5月23日土　一般：6月6日土　※一部団体貸切あり

半世紀以上にわたって言葉を紡ぎ続けている詩人・谷川
俊太郎と、ピアニスト・谷川賢作による言葉と音楽のステー
ジです。

9.9水 19：00開演 〈PLAT主ホール〉

谷川俊太郎・谷川賢作 朗読＆ピアノ
『家族の肖像＆東海道を行く』

出演●谷川俊太郎（朗読）、谷川賢作（ピアノ）
料金●一般3,000円、ユース1,500円
発売日●会員先行：6月13日土　一般：6月27日土

古典・新作を問わず落語に新しい息吹を吹き込む、大人気の立
川志の輔による独演会です。

9.13日 13：30開演 〈PLAT主ホール〉
立川志の輔独演会

料金●一般4,000円　ほか
発売日●会員先行：7月4日土　一般：7月11日土

フラメンコ界最高のテクニックを誇るスーパーギタリスト、遂に自
身のカルテットを率いて初の豊橋公演！超絶技巧かつ叙情的
なフラメンコ・ギターの調べと熱狂的なダンスにご期待ください。

9.20日 16：00開演 〈PLAT主ホール〉
カニサレス・フラメンコ・カルテット・リサイタル

演目●ファリャ「粉屋の踊り」「スペイン舞曲」、
　　　カニサレス フラメンコ・オリジナル作品　ほか
出演●フアン・マヌエル・カニサレス（フラメンコ・ギター）　フアン・カル

ロス・ゴメス（セカンド・ギター）チャロ・エスピーノ（バイレ、カスタ
ネット、パルマ）　アンヘル・ムニョス（バイレ、カホン、パルマ）

料金●S席5,000円、A席3,600円　ほか
発売日●会員先行：6月20日土　一般：7月5日日

10.23金 19：00開演
〈PLAT主ホール〉

野村万作・野村萬斎 狂言公演

料金●S席5,000円、A席4,000円、B席2,000円　ほか
発売日●会員先行：7月18日土　一般：7月25日土

あの四兄弟が豊橋に帰ってくる！一人の
老父の介護に直面した男四兄弟による笑
いあり、涙あり、とっておきの悲喜劇。東京・
長野公演を経てプラットへ凱旋します。

10.22木～10.25日
〈PLATアートスペース〉

人間国宝・野村万作と現代劇や映画でも活躍
する野村萬斎が率いる「万作の会」による狂
言公演が、2013年のプラット開館記念式典ぶり
に登場します。

とよはし演劇工房『父よ ！ 』

作・演出●田村孝裕　出演●平田満、ベンガル、徳井優、花王おさむ、井上加奈子
料金●一般4,000円　ほか　発売日●会員先行：8月8日土　一般：8月23日日

エンターテインメント・ファンタジーを基調とし、今年で30周年を迎
える演劇集団キャラメルボックスがプラット初登場。60分の短編で
ある本作品は、母と息子の関係性を描いた、どこかノスタルジック
で、家族の絆の大切さを感じさせる名作です。

10.28水 19：00開演 〈PLAT主ホール〉
演劇集団キャラメルボックス『水平線の歩き方』

脚本・演出●成井豊
出演●岡田達也、岡田さつき　ほか
料金●S席4,000円、A席3,000円、B席2,000円　ほか
発売日●会員先行：8月22日土　一般：9月6日日

日本を代表する劇作家・演出家・俳優の野田秀樹による1996年初演の作品を、昨年の「穂の国の
『転校生』」に引き続き、公募による高校生出演者とスタッフが、劇場やプロのスタッフとともに主ホール
舞台上特設舞台で上演します。

11.7土・11.8日 〈PLAT主ホール舞台上特設舞台〉
高校生と創る演劇『赤鬼』

作●野田秀樹　演出●黒澤世莉(時間堂)　9月発売予定

蜷川幸雄×シェイクスピアの最新作は、人気のオールメール（全ての
役を男性キャストが演じる）で、シェイクスピアが書いた最古の喜劇！
テレビでも活躍の溝端淳平が、蜷川作品にて初の女役に挑み、友
情、恋、裏切りを題材に、若者たちが巻き起こす騒動を描きます。

11.14土・11.15日 〈PLAT主ホール〉

彩の国シェイクスピア・シリーズ第31弾
『ヴェローナの二紳士』

作●W.シェイクスピア　演出●蜷川幸雄　翻訳●松岡和子
出演●溝端淳平、三浦涼介、高橋光臣、月川悠貴　ほか
8月発売予定

日本を代表するジャズ・ミュージシャンによるクリスマスコンサート。
華麗なステージにご期待ください。

12.13日 〈PLAT主ホール〉

小曽根真
クリスマス・ジャズセッション

出演●小曽根真(ピアノ)、エリック宮城(トランペット)、
　　　中村健吾(ベース)、高橋信之介(ドラムス)
9月発売予定

高校生出演者＆スタッフ募集！
出演者＆スタッフ募集！

1.16土 
〈ライフポートとよはし コンサートホール〉

ケイリン福祉コンサート
日本フィルハーモニー交響楽団演奏会

指揮●西本智実　10月発売予定

1974年に岸田戯曲賞、1986年には映画化もされた伝説の舞台が復活！演劇史に刻まれる大事件！！
1.6水・1.7木 〈PLAT主ホール〉
『熱海殺人事件』

作●つかこうへい　10月発売予定

樋口一葉の日記をもとに彼女の作家的成長を描いた、永井愛
の名作が、黒木華をはじめ新たなキャストを得て再演されます。
小説の師・半井桃水への恋心、若い文士との交流、自らの不遇
の生涯さえ創作のエネルギーへと昇華させていった一葉をとり
まく青春群像劇です。

「西本智実×日本フィル」豊橋初上陸！世界で活躍する指揮
者・西本智実。ミュージック・パートナーを務める日本フィルとの相
性は抜群です。今音楽界で注目を集めるアーティストによる公
演にご期待ください。

2.2火 〈PLAT主ホール〉
二兎社Vol.40『書く女』

作・演出●永井愛　出演●黒木華、平岳大、木野花　ほか
10月発売予定

歌の誕生にかかわったスタッフたちの若さと情熱を縦糸にした群像劇と、音楽監督・大友良英による
ライブ演奏と歌によって日本が生んだ不世出の音楽家・中村八大の世界を、これまでにないエンタテ
インメントとしてお届けします。

2.10水・2.11木㊗ 〈PLAT主ホール〉

『SUKIYAKI LIVE&ITS STORY
～「上を向いて歩こう」を作った音楽家・中村八大～』

企画・構成●中村力丸　脚本・演出●佐藤剛　音楽監督●大友良英
11月発売予定

シェイクスピアの祝祭的喜劇。人間と妖精たちが森で巻き起こす恋の騒動を描いたロマンチックで
ユーモアあふれる舞台を市民の皆さんと創り上げます。

3.5土・3.6日〈PLAT主ホール〉

市民と創造する演劇
『夏の夜の夢』

作●W.シェイクスピア　演出●扇田拓也　1月発売予定

名古屋を拠点に全国で活躍する劇団オイスターズの新作公演。座付作家兼演出の平塚直隆は、ラ
イトでドライな不条理系会話劇を得意としており、第16回劇作家協会新人戯曲賞最優秀賞をはじめ
多数の演劇賞を受賞しています。

3.12土・3.13日 〈PLATアートスペース〉
オイスターズ『この声』

作・演出●平塚直隆　出演●田内康介、二瓶翔輔　ほか
1月発売予定

演劇 音楽 伝統芸能 イベント

好評販売中

前売終了

前売終了

好評販売中

窓口▶穂の国とよはし芸術劇場1階Ticket&Informationカウンター
オンライン▶http://toyohashi-at.jp （24時間受付・要事前登録）

チケット購入・お問合せ

ボランティアスタッフ募集！

プラットチケットセンター

TEL 0532-39-3090
 （10:00～19:00  休館日・年末年始を除く）

※2015年4月1日付の情報につき予告なく変更する場合がございます。

※本公演の会場はプラットではありません。


