PRESS RELEASE

令和元年（2019 年）8 月 26 日 報道発表資料
［本リリース発信元］ ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団） 広報担当：松本、長野

報道関係者各位
平素よりお世話になっております。ロームシアター京都より催物ほかのご案内です。どうぞご注目、ご取材
のほど、よろしくお願いいたします。

＜トピックス＞
◆【取材案内】9/14（土）神戸開催、15（日）京都開催

村田沙耶香×松井周

inseparable 「変

半身(かわりみ)」プレトークイベント・取材会
◆【チケット発売情報】ジョーン・ジョナス京都賞受賞記念パフォーマンス「Reanimation」
◆【取材案内】9/8（日）開催「第 347 回市民寄席 ～きん枝改メ 四代桂小文枝襲名披露公演 ～」
◆【取材案内】9/14（土）～16（月）開催 パルコ・プロデュース 2019『人形の家 Part2』
【取材案内】9/14（土）神戸開催、15（日）京都開催 村田沙耶香×松井周 inseparable
「変半身(かわりみ)」プレトークイベント・取材会
芥川賞作家・村田沙耶香と岸田賞作家・松井周共
同の原案プロジェクト「inseparable」始動！ 12
月の演劇公演に向けて行ってきた取材や執筆合宿
についてのプレトークを神戸・京都にて開催しま
す。ここでしか聞けない創作秘話や、作家の素顔
を掘り下げます。
またトークイベント終了後、村田沙耶香・松井周
への取材会を開催※いたします。ぜひイベントと
合わせてご取材いただきますようお願い申し上げ
ます。※媒体各社の合同取材を予定しております。
▶ご取材を希望される方は、別紙出席確認票を FAX またはメールにてご返信ください。
出席確認票返信〆切：9/10（火）午後５時まで
村田沙耶香×松井周 inseparable 新作公演 『変半身（かわりみ）』プレトークイベント・取材会
ゲスト：村田沙耶香、松井周
参加費：無料 ※予約優先制
＜神戸開催分＞ 詳細はこちら（神戸市 WEB サイト）
日程：9 月 14 日（土）15:00~16:00 プレトークイベント 於：神戸市立中央図書館 2 号館 3 階閲覧室 2
トークイベント後 取材会 於：神戸市立中央図書館 研究室
▶本イベントに関するお問い合わせ先：神戸文化ホール TEL.078-351-3535
主催：神戸文化ホール（公益財団法人神戸市民文化振興財団） 共催：神戸市立中央図書館

＜京都開催分＞ 詳細はこちら（ロームシアター京都 WEB サイト）
日程：9 月 15 日（日）15:00~16:00 プレトークイベント 於：ロームシアター京都 3 階共通ロビー
トークイベント後取材会 於：ロームシアター京都 会議室
▶本イベントに関するお問い合わせ先：ロームシアター京都 TEL:075-771-6051
主催：ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
、京都市
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協力：京都岡崎 蔦屋書店
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inseparable 「変半身(かわりみ)」本公演について
芥川賞作家の村田沙耶香と岸田戯曲賞作家の松井周が運命の共作！
村田沙耶香の代表作『コンビニ人間』は 92 万部を突破、現在
20 か国語で翻訳が決定しています。マイノリティーの居心地の
悪さと、まもなく訪れそうな未来をユーモアたっぷりに描く村
田と、社会的価値観の崩壊をニヒリズムたっぷりに描き、人工
知能や先端医療を題材にした演劇や小説を発表してきた松井周
が、世界設定とコンセプトを一緒に考え、それぞれの作品を作
り上げていきます。ふたりが国内外の取材を経て描く「予想を
超える未来」にご期待ください。
「変半身(かわりみ)」公演チラシビジュアル

＜出演者決定！＞
出演：金子岳憲 三村和敬 大鶴美仁音 日髙啓介 能島瑞穂 王宏元 / 安蘭けい

inseparable 「変半身(かわりみ)」プレスリリース👉こちら
【京都公演】
日程：2019 年 12 月 18 日（水）14:00 / 19:00 開演

19 日（木）18:00 開演

会場：ロームシアター京都 ノースホール
整理番号付自由席 一般 3,500 円、ユース（25 歳以下）2,000 円、18 歳以下 1,000 円
※ユースチケット・18 歳以下チケットをご購入の方は、公演当日、証明書のご提示が必要です

チケット一般発売 2019 年 9 月 21 日（土）10:00－
【神戸公演】
日程：2019 年 12 月 21 日（土）19:00 開演

22 日（日）14:00 開演

会場：神戸文化ホール 中ホール舞台上
整理番号付自由席 一般 3,500 円／Ｕ-25（25 歳以下）2,000 円／Ｕ-18（18 歳以下）1,000 円
チケット一般発売 2019 年 9 月 21 日（土）
【東京公演】11 月 29 日～12 月 11 日開催 【三重公演】12 月 14 日、15 日
【チケット発売情報】ジョーン・ジョナス京都賞受賞記念パフォーマンス「Reanimation」
現代美術の最先端を走り続けるジョーン・ジョナス、近年の代表的パフォーマンスを本邦初上演！
パフォーマンスとニューメディアを融合させた新しい芸術表現の先駆者であ
り、50 年にわたり現代美術の最先端を走り続ける美術家、ジョーン・ジョナ
ス。2018 年に第 34 回京都賞思想・芸術部門を受賞した記念公演であり、国
内最大規模のパフォーマンス公演です。今作は、ピアニストのジェイソン・モ
ランと 2012 年に初演したコラボレーション作品となります。
公演チラシビジュアル

日程：2019 年 12 月 12 日（木）19:00 開演
会場：ロームシアター京都 サウスホール
全席指定 一般 3,500 円 ユース（25 歳以下）1,000 円
チケット一般発売 2019 年 9 月 14 日（土）10:00－

公演チラシビジュアル

パフォーマンス「Reanimation」プレスリリース👉こちら
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【取材案内】9/8（日）開催「第 347 回市民寄席 ～きん枝改メ 四代桂小文枝襲名披露公演 ～」
9/14（土）～16（月）開催 パルコ・プロデュース 2019『人形の家 Part2』
ご取材を希望される方は、別紙出席確認票を FAX またはメールにてご返信ください。
▶9/8（日）開催「
「第 347 回市民寄席 ～きん枝改メ 四代桂小文枝襲名披露公演 ～」
出席確認票返信〆切：9/5（木）午後５時まで
▶9/14（土）～16（月）開催 パルコ・プロデュース 2019『人形の家 Part2』
出席確認票返信〆切：9/10（火）午後５時まで
公演情報
9/8（日）開催「第 347 回市民寄席 ～きん枝改メ 四代桂小文枝襲名披露公演 ～」
日程：2019 年 9 月８日（日）13:30 開演
会場：ロームシアター京都

サウスホール

番組
「狸さい」桂ちきん 「短命」桂団朝
「いくじい」笑福亭仁智
口上／小文枝・仁智・文福・団朝（司会：春若）
「民謡温泉」桂文福 「口入屋」桂小文枝
全席指定 前売 2,300 円（当日 2,500 円）
、ユース（25 歳以下）1,500 円（前売・当日とも）

公演詳細ページ👉こちら

9/14（土）～16（月）開催 パルコ・プロデュース 2019『人形の家 Part2』
日程：9 月 14 日（土）18:00 開演、15 日（日）13:00
開演、16 日（月・祝）13:00 開演
会場：ロームシアター京都

サウスホール

出演・スタッフ
作：ルーカス・ナス 翻訳：常田景子 演出：栗山民也
出演：永作博美、山崎 一、那須 凜、梅沢昌代
全席指定 8,500 円

公演詳細ページ👉こちら

［本リリースに関するお問合せ先］ ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団） 担当：松本、長野
電話：075-771-6051（9：00～17：00） FAX:075-746-3366 E-mail: press@rohmtheatrekyoto.jp

3 / 3

