夕18：00開演
（17：30開場）
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【料 金】
前売・予約 2500円
中・高校生 1300円

当 日 2800円
小学生 500円

【予約・問合せ】劇団どくんご
 090-8568-5411  info@dokungo.com
【チケット取り扱い】
みやざきアートセンター 0985-22-3115

◎ 4/28

出水市（鹿児島）陸上競技場横 芝生広場【劇団どくんご】

◎ 8/23

◎ 5/11

都城・神柱公園【劇団どくんご都城公演事務局 (0986) 47-1259】

◎ 8/28

サンメッセ鳥栖広場【鳥栖公演実行委員会 平田 080-1700-7000】

◎ 9/1

◎ 5/16
◎ 5/19

・20

【北九州どくんご遊園 080-1711-5074 (タニセ)】

鳥取・倉吉パークスクエア 大御堂廃寺跡歴史公園

【田中 090-6400-1784 ／ アーサー 090-4809-9335】

◎ 5/31

・6/1

◎ 6/5

金沢21 世紀美術館 市役所口側広場

神戸・長田神社【teraoka 090-9676-9848 (夜11 : 00まで)】

【メロメロポッチ (076) 234-5556】

◎ 6/8

・9

福井駅東口新幹線高架下広場

【メガネのミルミル • 寺坂 (0776) 34-8833】

石巻・中瀬公園【山田 090-5838-6797】

郡山・21 世紀記念公園【郡山演劇鑑賞会内 (024) 938-9019】
【劇団どくんご】
横浜・臨港パーク（南口広場）

◎ 9/6 〜 15 （9 日と12 日は休演）
東京・井の頭公園西園 ジブリ美術館裏【劇団どくんご】

北九州・小倉城大手門広場

◎ 5/25 ・26

・24

公演第二十七番
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︻構成・演出︼どいの ︻美術・衣装・人形︼五月 ︻木工︼健太

KITEN広場
特設“犬小屋”テント劇場

︻出演︼暗悪健太 五月うか ２Ｂ 石田みや︵第七インターチェンジ︶ どいの ほか

崎

11/ 17

演

︻制作︼黄色い複素平面社 時折旬 ワタナベヨヲコ まほ 空葉景朗

宮

公

◎ 9/21 ・22

静岡・アトサキ7【アトサキ7 松井 (054) 273-7730】

◎ 9/26

名古屋・城山八幡宮

・27

【加藤 • oﬃce Perky pat 090-1620-4591】
劇団どくんごは旅するテント劇
団です。上の写真がわたしたち
の劇場テント、通称 “犬小屋”テ
ント劇場です。4 月末から11 月
にかけて日本各地をめぐります。

◎ 10/3

・4

◎ 10/8

・9

・5

大阪城公園 太陽の広場【池上  090-1901-7982】

岡山・旧内山下小学校 校庭

【岡山どくんご会2013 090-4573-2955(下村)】

◎ 10/13

丸亀・廃材天国【秋山 (0877) 55-5525】

◎ 6/12

・13

京都・吉田神社【林 080-3836-1728】

◎ 6/20

・21

豊橋・松葉公園【劇団どくんご】

◎ 6/25

・26

群馬県立女子大学円形広場【武藤 090-9364-0153】

◎ 10/23

高知・イオンモール高知東側空地【森田  090-6154-0299】

◎ 6/29

・30

飯能市中央公園【小林大木企画 (042)973-5502】

◎ 10/27

松山・城山公園（堀之内）

◎ 7/3

・4

越谷・東武伊勢崎線北越谷駅西口広場

【越谷でどくんごを見る会 • デイケア パタパタ内 (048)733-2743】

◎ 7/12

・13

・14

仙台・錦町公園

【アベ • ミナガワ (022)294-3055】

◎ 7/19

・20

・21

札幌・円山公園 自由広場

【コンカリーニョ (011)615-4859】

◎ 7/25

旭川・神楽岡公園 自由広場【劇団どくんご】

◎ 7/28

帯広・緑ヶ丘公園 多目的広場【劇団どくんご】

◎ 8/3
◎ 8/9

◎ 10/18 ・19

脇町（徳島）
・うだつアリーナ 多目的芝生広場

【ソフトブレイン 080-3160-9299】

【劇団P.Sみそ汁定食事務局 (089) 904-8474】

◎ 11/1

【劇団どくんご】
広島・広大跡地（東千田公園）

◎ 11/4 月・祝・5

福岡・須崎公園【劇団どくんご】

◎ 11/9

熊本・（交渉中）

・10

【愛のどくん号KUMAMOTO 坂田 090-9327-7786】

◎ 11/17

宮崎・KITEN広場【劇団どくんご】

◎ 11/22 ・23 土・祝・24

鹿児島・ライオンズ広場

【劇団少年記 090-9723-6807】

鶴居・つるい平田繁殖牧場【生活学舎のんき (0154)64-2066】
・10

釧路・栄町公園A面【風待ち (0154)36-6860 (15 時以降)】

◎ 8/14

留萌神社【ゲキシン • リッキー 090-3118-1241】

◎ 8/18

青森・合浦公園ステージ前広場【劇団エゴイスト (017) 723-1822】

Special Thanks !!
鶴家／こうへい／つるZEE／aipu／宮田成男／江口自動車／Sound Rocket／吉井千周／劇団どくんご都城公演事務局／鳥栖公演実行委員会／
劇団 怒幻鳥栖ッ都／キッズミュージカル TOSU／ウラジミール大屋／大屋美貴子／武内喜美郎／北九州どくんご遊園／Web鳥〜みんぐ／進藤ゆかり／
劇団みく／劇創西社OHKUS／末廣／アーサー／劇団どくんご倉吉公演事務局／イカロスの森／長田神社公演ｔ／金沢21世紀美術館／
劇団アンゲルス／メロメロポッチ／桶田奈美子（金沢市民芸術村）／念佛明要／念佛育恵／深海シガレットムーン／寺坂十四朋／堀川秀樹／
福井自由舞台／野坂明久／吉田神社／劇企画パララン翠光団／ベビー・ピー／どくんご京都応援団京都支部／空間工房／grotta／adlib／アウロラ／
井上児童絵画／ボレロ／武藤大祐／群馬県立女子大学／玉村町／どくんごを飯能（はんのう）に呼ぶ会／小林大木企画／眞弓／
越谷でどくんごを見る会／せんだい演劇工房10-BOX／火星の庭／へも／西瓜／西和恵（和風レトロ）／ほん多未佳（和風レトロ）／
めぐみるく
（和風レトロ）／ソタエロ／短距離男道ミサイル／伊藤文恵／NPO法人 コンカリーニョ／ヤシマミホ／山田マサル／札幌ハムプロジェクト／
劇団coyote／ReguRegu／演劇専用小劇場BLOCH／パインソー／松井哲朗／大通茶館／早坂卓磨／NPO法人 生活学舎のんき／
NPO法人 ひだまり／道東管隊／珈琲屋「風待ち」／釧路演劇協議会／釧路市民活動センター わっと／安井美代子／深田堅二／深田徳子／
るもい演劇文化振興会議／下家基／下家幸代／エフエムもえる／ちろる／劇団エゴイスト／コスモス千葉／青森演劇鑑賞協会／劇団 野の上／
服部浩之／山田雅紀（air groove）／菊地健一（スーさんとドライブ）／石母田久美（provasala）／金魚や／千年満開／郡山演研ほのお／
演劇集団シアターLABO／富や蔵／郡山新田組／劇団唐ゼミ☆／KAAT神奈川芸術劇場 蔭山陽太／とりふね舞踏舎／パシフィコ横浜／
森澤友一朗（ピーチャム・カンパニー）／村上理恵／まつもともえ／NPO法人 彩星学舎／錦鯉タッタ／井の頭恩賜公園100年実行委員会／寺田町／
熊坂るつこ／瀬尾高志／（公財）静岡市まちづくり公社／アトサキ7プロジェクト実行委員会／焼津どくんご実行委員会☆少女風／劇団渡辺／
丹治陽／スノドカフェ／七ツ寺共同スタジオ／菱田一雄（劇団pH-7）／加藤智宏（office Perky pat）／bar Priscilla／名古屋演劇教室／
灯乃湿（裏庭企画）／（有）プレジャー企画／きとぅー／池上和美（カラン）／ふくいあかね（劇研「嘘つき」）／山田千佳代／迎乃茂里／劇団満月工場／
NPO法人 大阪演劇情報センター／ピエロ／笠岡どんく／柏野 晃／岡山どくんご会2013 ／MAEMU企画／Deco's Kitchen／Cafe & Bar Dindi／
padang padang／QUIET VILLAGE CURRY SHOP／hair attic／ほっとリラクゼーション空間うたたね／廃材天国／珈琲倶楽部 大西一暢／
玉井一枝／十河豊樹／トミー／サーカス堂ふなんびゅる（田中未知子）／うだつアリーナ／油屋美馬館／ソフトブレイン／多賀律子／
美馬市教育委員会／（社）美馬市シルバー人材センター／とさんちゅ＆びりびり／下尾仁／川村慎二／劇団P.Sみそ汁定食／泰山咲美／
金沢章子／大槻オサム／カフェ・テアトロ アビエルト／福田靖子／今田珠美／鈴木まゆ／どくんご福岡公演実行委員会／BARラジカル／
我々団／外山恒一／メインストリーム編集部／劇衆 上海素麺工場／森耕／藤田進也／愛のどくん号KUMAMOTO／kmac（kumamoto art center）／
第七インターチェンジ 転回社／馬車馬の会／クマモトステージ ドコサ／宮崎劇団どくんご公演実行委員会／かごしま どくんご共和国／
劇団少年記／のぐち英一郎／生命のまつり2013実行委員会／コーナーポケット／鹿児島演劇協議会／天文館アトムズ／水／吉次郎／作楽／
テルミン／パンの店フランセ／泡沫
（順不同，敬称は略させていただきました。）

※上記全国の予定は9月22日現在のものです。また，料金や開演時間などは各地ごと
にまちまちです。お出かけの際は上記の各地連絡先、または劇団どくんごまで必ず
ご確認ください。

【劇団どくんご 090-8568-5411  info@dokungo.com】
■劇団どくんご略歴■
'83/3

埼玉大・衛生短大演劇研究会を母胎として発足

The

'84-'87 テント・野外・喫茶店等で演劇公演を行う
'88

30th

初の全国テント旅公演

ann

iver

sary

'89-'05 ２〜４年おきに計７回のテント・野外芝居の全国旅を行う
'09

埼玉から鹿児島に拠点を移し、連年の全国旅公演を志す

'09-'11『ただちに犬』シリーズで三度の全国ツアー
'12

『太陽がいっぱい』全国ツアー

WEB 旅日誌更新中！携帯OK！
どくんごホームページ

 http://www.dokungo.com/

公演の最新情報、
Web予約もこちら！ 感想リンクも！
そのころ地球では
（ブログ）  http://blog.dokungo.com/
旅巡業の日々の様子、
各地の風景などはこちら。
①劇団どくんごをますます応援できる！ ②特製会員
証がもらえる！③今年のどくんごの公演を何回でも、
１ステージ1,000円で観られる！

④特典オマケ付

※有効期間は今年2013年のツアー終
了まで ※譲渡・貸与はできません

会費：五千円

