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バンコク国際児童演劇祭(BICT Fest)2018 プログラム 

公演 in バンコク 
世界各地で大活躍中の「ダンス＆サイレントコメディー」コンビ GABEZ がバンコクにやってくる！ 

会場 チュラロンコーン大学文学部演劇学科ソッサイパントゥムコーモン劇場 

 

日時 ①2018 年 5 月 24 日（木）18:00～ 受付開始 19:00～ 開演 

             ②2018 年 5 月 26 日（土）11:00～ 開演 

             ③2018 年 5 月 26 日（土）14:00～ 開演 ★終了後ポストトークイベント有 

             ④2018 年 5 月 27 日（日）16:00～ 開演 

             ⑤2018 年 5 月 27 日（日）19:00～ 開演                      

 

チケット    大人 650 バーツ  子ども(14 歳以下) 250 バーツ  

 オンライン予約 https://goo.gl/forms/qOVRd6C3eHlddDWH3 

 電話予約（英語・タイ語のみ） 081 441 5718 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FqOVRd6C3eHlddDWH3&h=ATNptWOhUBfRVpqUwi20TpZ-By1Ubau1RoJyztRRpUBRoYYaETGowsuXrdEULZqlaU88Yg03un68WGC2MNxaNYxOKtQFQxMEpwl8NBM4ZKhsUuB1&s=1
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 この度、国際交流基金バンコク日本文化センターは、バンコク国際児童演劇祭（BICT Fest）2018

のプログラムの一環として、「ダンス＆サイレントコメディー」で大活躍中のコンビ、GABEZ のバンコク公演を

開催いたします。 

会場はチュラロンコーン大学文学部演劇学科ソッサイパントゥムコーモン劇場にて、5 月 24 日（木）・ 

26 日（土）・ 27 日（日）の 3 日間にわたって、5 回の公演を予定しております。 

初演となる 24 日（木）は BICT Fest 2018 Second Week オープニングと合わせて開催されますの

で、ご家族の皆様とご一緒に、是非会場へ足をお運びください。  
 

GABEZ プロフィール 
 

それぞれ 10 年以上のダンス経験をもとに、2007 年

からコンビでの実質的な活動を始めた MASA と 

hitoshi。 

舞台公演を中心に、ダンス、アクロバット、そして台詞

を使わないお芝居を組み合わせた「ダンス＆サイレント

コメディー」で活躍。 

 

 

2014 年、パントマイムをベースにしたコメディー作品

を創作、上演、上映するプロフェッショナル集団「ザ・が

～まるちょばカンパニー」に正式メンバーとして参加。 

 

舞台公演、ストリートショーともに、言葉を使わずパン

トマイムをベースに、小さな子供からお年寄りまで、ま

た国籍をも問わず誰にでも分かり易く楽しめるパフォー

マンスで、日本国内に限らず、世界各地で人気急上

昇中の 2 人組。 
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バンコク児童国際演劇祭(BICT Fest)2018 について 
  
  
バ ン コ ク 国 際 児 童 演 劇 祭

（BICT Fest）とは、様々な国

や文化が織り交ざった、ファミリー

のための国際芸術フェスティバル

です。2016 年の初開催から 2

年を経て、今年で開催 2 回目を

迎えます。 

 

各プログラムは世界各国から集

結したアーティストが織り成す素

晴らしい演劇により構成されてお

り、国籍、性別、年代問わず、ご

家族揃って楽しめる内容となって

います。 

 

2018 年の今年は、サーカス、コ

ンテンポラリー・ダンス、人形劇、イ

ンスタレーションアート、コメディ・パ

ントマイムなど、子どもから大人ま

で楽しめるパフォーマンスをテーマ

に、タイはもちろん、世界 6 カ国

からアーティストを迎えます。 

 

また、バンコク国際児童演劇祭（BICT Fest）は、観客、アーティスト、専門家間の意見交換を促進し、

対話を創造する重要な話し合いの場でもあります。 

このような機会を提供することにより、若い世代の創造性に対する関心を鼓舞し、子どもたちやファミリーに

向けた文化芸術を牽引する、国際的なアーティストや専門家による更なるコラボレーションを生み出す役割

を果たしています。 

詳しくは BICT Fest 2018 WEB サイト：www.bictfest.com/2018/ をご覧ください。 

さあ、皆一緒に思い切り遊びましょう！ 

http://www.bictfest.com/2018/
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問い合わせ先： 

国際交流基金バンコク日本文化センター 

The Japan Foundation, Bangkok 

10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Asoke-Montori Road, Bangkok 10110 

Tel: 02-260-8560~4              Facebook: @JFBangkok or @BICTFest 

担当: 澤野 sawano@jfbkk.or.th / シリー siree@jfbkk.or.th 

公演スケジュール 

■公演初日：  2018 年 5 月 24 日（木） 

  18:00    受付開始 

  18:40    国際交流基金バンコク日本文化センター 所長挨拶 

  19:00    開演（初演） 

■公演 2 日目：2018 年５月 26 日（土） 

  10:50   開場      11:00     開演（第二回） 

  13:50  開場     14:00     開演（第三回）★終了後ポストトークイベント有  

■公演 3 日目：2018 年５月 27 日（日） 

  15:50    開場     16:00    開演（第四回） 

  18:50    開場     19:00     開演（第五回） 

 

会場 チュラロンコーン大学文学部演劇学科ソッサイパントゥムコーモン劇場 

      ■BTS サイアム駅からは Henri Dunant Road 方面 6 番出口を出て徒歩 10 分 

      ■Maha Chakri Sirindhorn Building にて駐車可 

 

チケット 大人 650THB 子ども(14 歳以下) 250THB 

       ■オンライン予約： https://goo.gl/forms/qOVRd6C3eHlddDWH3 

        もしくは 電話：081 441 5718, E メール: info@bictfest.com, 

        Facebook Page : BICTFest  にて受け付けております。 

 

※BICT Fest 2018 2nd week オープニング同時開催 

～各公演約 60 分のプログラムとなります～ 

メディアの皆様へ 

以下日程でクロントゥーイ地区の学校にて子どもたちを対象としたワークショップおよび公演を行います。 

見学・取材歓迎しておりますので、ご希望の際は担当者までご一報いただけますと幸いです。 

会場 クロントゥーイ コミュニティ開発学校 

日程 2018 年 5 月 25 日（金）9:00-10:00 ワークショップ＆ミニパフォーマンス 

**この活動はシーカー・アジア財団協力の元、実施されます。 
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