
原作：ゲーテの「ファウスト」より
演出：串田和美
出演：串田和美　Alan Patton（アコーディオン）

飯塚直（リコーダー）
会場：あがたの森公園
料金：投げ銭

17（日）16:00
独り芝居　月夜のファウスト
あの伝説の独り芝居。二人の演奏者と共にFESTAの
最終公演をします。みんな集まれ、あがたの森へ！

会場：まつもと市民芸術館　主ホール
料金：無料

17（日）14:00
まつもと市民オペラ合唱団
̶信長貴富の世界を歌う

テキスト：藤原佳奈 　演出：野楽プロジェクト
出演：佐藤蕗子  藤原佳奈  柳沢大地   他
会場：浅間温泉地区   他
料金：投げ銭

公演日時／後日発表
あさまごと

パフォーマー、演劇家、建築家によって始動した、土地
とヒトとの関わり方・創作の在り方を探求するプロジェ
クト“野楽”第一弾。

出演予定：秋本奈緒美（歌）　Alan Patton（アコーディオン）
                木村おおじ（ドラム）　小林創（ピアノ）  coba   
                TCアルプ　アオイヤマダ　他
                シークレットゲスト予定あり!
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥5,000
取り扱い：芸術館　※未成年者入場不可

15（金）19:00
コンサート　大人のチャオ !
最も大人らしい大人と、完璧に子供のような大人が挨
拶を交わす極上の宴会場！音楽、ダンス、寸劇、語らい
ハプニング。

9月4日
発売予定

出演：coba　特別出演：串田和美　内田紳一郎
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500  ＊未就学児入場不可 
取り扱い  芸術館（窓口）・ＭＧ
共催=信毎メディアガーデン

16（土）15:30
cobaアコーディオンコンサート
“フレンドシップ”

世界に鳴り響く、アコーディオン王の雄叫び！

9月4日
発売予定

出演：巻上公一（ヴォーカル、テルミン、コルネット）  三田超人（ギター）  
坂出雅海（ベース）  佐藤正治（ドラムス）  
清水一登（ピアノ、キーボード）  もも（唄）  小春（アコーディオン）

会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500／小学生以下 ¥500  
                     3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館（窓口）・ＭＧ
共催=信毎メディアガーデン

8（金）19:00 
コンサート   オノマトペ歌謡祭
日本語は世界に稀に見るオノマトペの宝庫。閉塞感で
いっぱいの世の中、ココロをヒビキで楽しませます。

衛星企画
Satellite Project
企画制作=まつもと市民芸術館、ＴＣアルプ　
制作協力= K Productions　
主催=（一財）松本市芸術文化振興財団

※投げ銭公演は、チケット発売はありません。

出演：巻上公一（ヴォーカル、テルミン、コルネット）　
三田超人（ギター）  坂出雅海（ベース）　
佐藤正治（ドラムス）  清水一登（ピアノ、キーボード）

会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500／小学生以下 ¥500  
                     3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館（窓口）・ＭＧ
共催=信毎メディアガーデン

10（日）15:30
コンサート  ヒカシュー 
詩集「至高の妄想」で大岡信賞を受賞した巻上公一が
率いる、劇的アヴァンギャルドな即興ロックバンド！

出演：もも（唄）　小春（アコーディオン）　
会場：上土劇場
全席自由（税込） 一般 ¥3,500／小学生以下 ¥500  
                      3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館（窓口）・ＭＧ

9（土）16:30
コンサート   チャラン・ポ・ランタン
唄とアコーディオンの姉妹劇場 in 松本

空中キャバレーでもお馴染みのあの姉妹が松本に帰っ
て来る！ 唄のももとアコーディオンの小春の奏でる無国
籍サウンド。

作・演出：長井望美
出演：長井望美（人形師）  Alan Patton（アコーディオン）
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500  
                     3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館（窓口）・ＭＧ
共催=信毎メディアガーデン

14（木）14:00
タントン !
人形使いとアコーディオン奏者の旅する音楽人形劇一座。
こども心を忘れない全ての世代の皆さまにお届けします。

出演：こぐれみわぞう（歌、打楽器）  大熊ワタル（クラリネット）
近藤達郎（ピアノorキーボード）  関島種彦（ヴァイオリン、マンドリン）
木村仁哉（チューバ）  大岡淳（語り、歌）

会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500／小学生以下 ¥500  
                     3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い  芸術館（窓口）・ＭＧ
共催=信毎メディアガーデン

12（火）19:00
コンサート（音楽劇）

「みわぞう sings 三文オペラ」
世界の大道楽団ジンタらムータの演奏で歌姫みわぞ
うがブレヒト＝ヴァイルの魂を全霊で引き寄せ歌う最
高にイカしたてイカれた『三文オペラ』！

出演：串田和美、菊地徹（栞日店主）
分藤大翼（信州大学准教授、人類学）
ジンタらムータ（みわぞう、大熊ワタル、関島種彦）
長井望美（人形師）

会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／U25無料（事前予約必要）
取り扱い：ＭＧ
主催=信濃毎日新聞社

13（水）17:30
にぎやか茶話会
それぞれが自分の言葉で語り、それぞれの耳で考える
究極のシンポジウム。音楽の中で。パフォーマンスの
前で。演劇的時間の中で。

出演：木村おおじ（ドラム）  小林創（ピアノ）  秋本奈緒美（歌）
会場：スイート縄手本店
入場料（税込）：¥2,500
チケット申し込み：ticket@kproductions.co.jp

12（火）18:00
コンサート

晩秋のツープラトン 2021 in 松本
串田作品ではお馴染み、ロールの魔術師木村おおじ
とスライドピアノの名人小林創のユニットが松本初上陸！

原作：オスカーワイルド　翻訳：楠山正雄　翻案・出演：万里紗
即興演奏：中澤ナオ（ヴァイオリン、マンドリン）
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
料金（税込）：¥1,500
予約：ＷＥＢ  https://www.quartet-online.net/ticket/

         marissasalome_matsumoto
電話 070-8421-9289

制作：コマンドティー

9（土）19:00
リーディング＆ミュージックライブ   マリサ・サロメ
オスカー・ワイルドの名作サロメを女優・万里紗がアレンジ 

中澤ナオの演奏と共にお届けする、秋の夜の妖しいライブ

惑星企画 
Planet Project

文化庁 大規模かつ質の高い文化芸術活動を核とした
アートキャラバン事業 「JAPAN LIVE YELL project」

企画制作=まつもと市民芸術館、ＴＣアルプ  

制作協力= K Productions

主催=公益社団法人日本芸能実演家団体協議会　
（一財）松本市芸術文化振興財団

作・演出：武居卓
出演：草光純太  深沢豊  毛利悟巳  加賀凪
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館（窓口）・ＭＧ
共催=信毎メディアガーデン

8（金）15:00 13（水）13:00
17（日） 14:00
ラ・チラカッチャッチャ
TCアルプ武居卓が贈る、一人の男が夕日に見た脳内劇
それはなんでもない日に思い出す、なんでもない想像。

原作：ベルトルト・ブレヒト  

脚色・演出・出演：細川貴司
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館

8（金）17:00 9（土）14:00
セツアンの善人
私の中には2人の私。1人は憎い、1人は愛しい。それ
が私。ブレヒトの名作を一人芝居でお届けします。

作・演出：髙山さなえ（髙山植物園）
出演：端田新菜（ままごと/青年団）
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館

10（日）17:30 11（月）20:00
月曜日に看護師は恋をする
松本市在住の劇作家高山さなえが主催する『高山植
物園』  書き下ろし一人芝居シリーズ最新作！

原作：W・シェイクスピア「マクベス」より
脚色・演出：串田和美
出演：串田和美  葛岡由衣  近藤隼  下地尚子  武居卓  

竹川絵美夏  中田翔真  引間文佳  深沢豊  細川貴司  

堀田康平  毛利悟巳   （五十音順）
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,500／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館（窓口）・ＭＧ
共催=信毎メディアガーデン
初演  （一財）長野県文化振興事業団  長野県芸術監督事業

9（土）18:30 10（日）18:30
16（土）18:30
そよ風と魔女たちとマクベスと

静止したままの記憶と絡みつく運命̶そして漂
う無数の物語。
画期的手法で描くコラージュ演劇が早くも再演 !

原作：アゴタ・クリストフ戯曲集『怪物』より　翻訳：堀茂樹
演出：串田和美
出演：【キャストＡ／13・16日】 内田紳一郎  大月秀幸  

木村おおじ（ドラム）  小林創（ピアノ）
【キャストB／14・15日】 串田十二夜  吉谷弦  
Alan Patton（アコーディオン） 

会場：スイート縄手本店
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館（窓口）・ＭＧ
《John et Joe》 in L'Heure grise et autres pièces d’Agota Kristof

© Éditions du Seuil, Paris

13（水）17:30 14（木）17:30
15（金）17:30 16（土）17:30
ジョンとジョー

SWEET縄手本店が劇場に。
20代、60代と世代の異なるダブルキャストで贈る、
いつものカフェでのいつもの二人の会話劇

原作：リー・ブレッシング
翻訳：万里紗
演出：千葉哲也
出演：近藤隼  草光純太
演奏：棟居淳（ギター）
会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館

11（月）16:00 14（木）13:00
A WALK IN THE WOODS
～森を歩いて～

米ソの交渉人の2人が中立国スイスの森で、決して
交わることのない会話を紡ぐ。
チケットが即完売した大人気公演の再演。

構成・演出：加藤直
出演：秋本奈緒美  内田紳一郎  大月秀幸  加賀凪  

下地尚子  武居卓  田村真央  中田翔真  引間文佳  
細川貴司  （五十音順）

演奏：木村おおじ（ドラム）  小林創（ピアノ）
会場：信毎メディアガーデン
全席自由（税込） 一般 ¥3,000／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館（窓口）・ＭＧ
共催=信毎メディアガーデン

11（月）19:00 14（木）17:30
15（金）17:00
ワタシの青空 西遊記異聞
黄昏時 逢魔時。ワタシの青空はどこへ行った？
̶ 寄ってたかって音楽劇̶西遊記異聞

原作：W・シェイクスピア「夏の夜の夢」より
演出・脚色：細川貴司
出演：近藤隼  武居卓  荒井正樹  菅沼旭人  串田十二夜  

下地尚子  細川貴司
会場：まつもと市民芸術館 小ホール
全席自由（税込） 一般 ¥3,000／小学生以下 ¥500  

3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館

13（水）19:00 15（金）13:00
17（日）12:00
オレたちの夏の夜の夢
かのシェイクスピアの幻想劇を、オレたち６人で演る
しかないのさ、こうなったら。

※ＭＧ= 信毎メディアガーデン

9月4日
発売予定

9月4日
発売予定

9月4日
発売予定

9月4日
発売予定

近日発売予定

窓口・電話｜0263-33-2200（10:00～18:00） 
https://www.mpac.jp/buy/

窓口・電話｜0263-32-1150（9:00～17:00）  
https://www.shinmai-mediagarden.jp/

信毎メディアガーデン
１Ｆ受付 9月4日より発売予定

まつもと市民芸術館
チケットセンター

最新情報は、
FESTA松本
特設サイトで

https://festamatsumoto.com/
チェック！

発売中

一部
発売中

出演：大熊ワタル（クラリネット）　関島種彦（ヴァイオリン、マンドリン）
木村仁哉（チューバ）　こぐれみわぞう（歌、打楽器）

会場：まつもと市民芸術館シアターパーク内
全席自由（税込） 一般 ¥2,000／小学生以下 ¥500  
                     3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館

14（木）17:00
コンサート  ジンタらムータ 
空中キャバレーでもおなじみのクラリネット大熊ワタ
ル率いる自慢の腕利き楽団が街角の楽隊「ジンタ」
「チンドン」でいざなう音楽の世界旅行！

演出・振付・出演：島地保武　演出・振付助手・出演：酒井はな
会場：まつもと市民芸術館　小ホール
全席自由（税込） 一般 ¥3,000／小学生以下 ¥500  
                     3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館

15（金）18:00 16（土）14:00
コンテンポラリーダンス公演

Altneu「いいかえると」
アルトノイ

世界的クラシックバレエダンサー酒井はなと、ウィリア
ム・フォーサイスカンパニーで名を馳せたコンテンポラ
リーダンサー島地保武。二つの頂点の奇跡的融合。

9月4日
発売予定

作・演出・出演：串田和美　特別出演：coba（アコーディオン）
会場：まつもと市民芸術館　小ホール
全席自由（税込） 一般 ¥3,000／小学生以下 ¥500  
                     3歳未満膝上鑑賞無料
取り扱い：芸術館

14（木）19:30
独り芝居　或いは、テネシーワルツ
いつまでもやって来ない長距離バスを待つ男。
彼の頭の中の何人もの人物たちの滑稽なつぶやき。

9月4日
発売予定

場所：路上、河原、スイート縄手本店  Storyhouse Cafe & Bar、他

16（土）10:00～18:00頃
縄手通りイベント

世界の街角音楽
アラカルト

人形劇や紙芝居、ダンスに音楽に寸劇、ライブペインティ
ングと大道芸。縄手が一日劇場になる！


