
通年プログラム
概要　大道芸プログラムについて
志免祭（シメサイ）は大きく分けて舞台公演と大道芸のカテゴリーがある
大道芸は全国各地から集まったトップパフォーマー約２０組が会場内５か所で大道芸を披露する
（公演数は2日で約80公演）
大道芸の他に回遊型パフォーマンスもあり会場の隅々にまで感動と笑いを届けている
毎年約５０００人の来場客が熱狂、フェスティバルの雰囲気を創りだしている
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５　　志免祭（シメサイ）国際コメディーシアターフェスティバル　２０２０

大道芸エリアショー フリースタイルサッカー

4 月 1４日 (日 )フットボウズ
サッカーでありながら，サッカーだけにとら
われず，サッカーであることを大事にしなが
らサッカー以外で盛り上げる。サッカー，ダ
ンス，ジャグリング，悪ふざけの融合！！魅
せるサッカーの楽しさをご堪能ください！

大道芸エリアショー パントマイム

4月 1３日 (土 )　1４日（日）TEN-SHO

パントマイムとダンスを融合させたオリジナル
のダンスマイムパフォーマンス　静岡大道芸
ワールドカップではジャパンカップチャンピオ
ンを獲得。不思議と驚きの究極のエンターテイ
メントパフォーマンスをお届けします。

大道芸エリアショー フープ・ハット

4月 1３日 (土 )　1４日（日）Power Spot YUURI

ハットジャグリングとクールなフラフープ芸
を、他に類を見ないセクシーカッコいいショー
で愛と癒しをお届けします。生きるパワース
ポット。

大道芸エリアショー ジャグリング

4月 1３日 (土 )　1４日（日）三雲いおり
演劇、お笑い、クラウンと様々な経験を持ち
合わせ、オーソドックスなジャグリングであ
りながら一瞬たりとも飽きさせる事の無い強
烈なキャラクター！ぜひ間近にそのパワーを
体感してください

大道芸エリアショー パントマイム

4月 1３日 (土 )　1４日（日）加納真実
日々襲いくるのっぴきならない状況に果敢に
挑みつづけるすべての大人と子供に捧げる、
シュールだけどわかりやすい必殺ボディブ
ロー型パントマイム絵巻、イン志免町！だま
されたと思って、ぜひ！

大道芸エリアショー ジャグリング

4月 1３日 (土 )　1４日（日）望月ゆうさく
志免の皆様、お久しぶりです！また戻って来
られて嬉しいです！僕が得意とするのはジャ
グリングの一種のディアボロです。そこから
生まれる独自の世界観を見て、聞いて、お楽
しみ下さい。

大道芸エリアショー アクロバット

4月 1３日 (土 )　1４日（日）しょぎょーむじょーブラザーズ
重力を感じさせない想像を超えた組体操。鍛
え上げられた肉体が奏でるブレイクダンス。
技のHIDE、顔芸のToshi-Rockがアクロバット
の固定観念をぶち壊します！

大道芸エリアショー コメディ

4月 1３日 (土 )　Mr.BUNBUN

何を書くかではなく『いかにして』書くか！
あらゆる困難の壁を精神と肉体で乗り越え書
を書きご披露いたします。七転八起！！この
静寂と喧噪を出来るだけ直視するのだ！！

大道芸エリアショー リズムアート

4月 1３日 (土 )　1４日（日）ユキンコアキラ

肩からポータブルDJデッキを下げ、リズムに
乗って踊るように描くリズムペインター。そ
の描いた作品が出来上がるとき、そこには温
かくやさしく包み込むような言葉のいらない
人とのつながりが広がっていく。

大道芸エリアショー へびつかいクラウン

4 月 1３日 (土 )ガンジスインダスドーダス

不可思議なる聖地からの使者、へびつかいの
クラウン「ガンジスインダスドーダス」が繰
り広げる悠久なる時空間。ナマステ～。

大道芸エリアショー クラウン

4月 1４日（日）サムくんとメロンちゃん

ゆかいなピエロショー。楽しいことが大好きなサ
ムくんと、かわいいメロンちゃんのずっこけピエ
ロショー。バルーン、マジック、パントマイム。さぁ
何が飛び出すかな。

大道芸エリアショー バルーンアート

4月 1４日 (日 )CHISHA

世界を旅するバルーンアートパフォーマー　
原宿ダークサイド系のアンニュイでシュール
なキャラクターが織りなすファンタジック&
コミカル時々シリアスな不思議空間へようこ
そ

大道芸エリアショー ジャグリング

4月 1３日 (土 )YAYA

九州を拠点にワールドワイドに活動中。シガー
ボックスという、箱を用いたジャグリングの
スペシャリスト。箱と体を自在に操り、効果音・
音楽にマッチしたショーは印象的。

大道芸エリアショー マジック

4月 1３日（土）RINTARO
高校生の頃よりプロマジシャンに師事。その
後、数度にわたり本場のマジックを研究する
ため師と共に渡米。ステージイリュージョン
からクロースアップまで幅広いレパートリー
を持つ

大道芸エリアショー ダンス・演劇

4月 1４日 (日 )扇せんす

福岡を中心に舞台活動を行いながら役者がや
るダンスとは？をコンセプトにアニメーショ
ンダンスを取り入れたダンスパフォーマンス
を行っている

大道芸エリアショー パントマイム

4月 1３日（土）マスクマスクマンマン
「ひとりプロレス団体の一番星、マスクマスク・
マンマンが透明人間選手と繰り広げる四次元
プロレスマッチ　一本勝負！決して見逃して
はいけない、試合の行方と透明人間！
君には見ることができるか！？

大道芸エリアショー ドラマ

4月 1４日（日）しっぺ
ざわめく街の中、古びたアパートに事務所を
かまえる男二人、今日も電話の向こうから
二人に助けを求める声がする。猫探しから危
険な仕事までなんでもこなす俺たちに
今度はどんな依頼だろう？

大道芸エリアショー 足長・ジャグリング

4月 1３日 (土 )　フーミン

約３M、足長巨人のびっくりパフォーマンス。
どきどきバランス芸、ジャグリング、マジック、
皿回し等々、笑えて楽しい一人サーカスショー

大道芸エリアショー パントマイムコメディ

4 月 1４日（日）カナールペキノワ
人々は思う、、、（な、何事か！？）と。
白い顔の奇妙な二人が織り成す
ディープでシュールな空間絵巻！
さあ、みなさま。『カナールペキノワ』の
独創的祝祭時空間にようこそお越しください

大道芸エリア回遊 フェイスペイント

4月 1３日 (土 )　1４日（日）フェイスぺインターみほう

恐ろしい出で立ちで街を徘徊する死神。その実
は顔や体に色々なイラストを描くフェイスぺイ
ンターなのです。怖がらずに声をかけてね。し
かし描くかどうかは死神次第。投げ銭次第…

大道芸エリア回遊 ちんどん

4月 1３日 (土 )　1４日（日）アダチ宣伝社

福岡を拠点に創業20年のチンドン屋、全日本
チンドンコンクール優勝3回　韓国・中国・
シンガポール・フランスなどの海外イベント
にも出張している。

大道芸エリア回遊 クラウン

4月 1３日 (土 )　1４日（日）クラウンシロップ

シロップは笑顔と温もりとハッピーを届ける道
化師 (クラウン )ハイタッチすると「四つ葉のク
ローバー見つけた！」に匹敵するくらいラッキー
になれるというジンクスのウワサがちらほら…

大道芸エリア回遊 ちんどん

4月 1３日 (土 )　1４日（日）こんぺい党

昔懐かしい曲はもちろん、お子様から年配の
方々まで楽しんで頂ける構成でその時々の仕事
に合わせて作り込みます　今までのイメージと
は一味違うチンドン屋をお楽しみください　

大道芸エリア回遊 スティルツウォーキングアクト

4 月 1３日 ( 土 )ガンジスインダスドーダスの森 
漆黒の宇宙。森の精霊がそびえ立つ！
神聖にも畏怖にも感じる未知なる大自然から
の来訪者。

大道芸エリア回遊 パントマイム

4月 1３日 (土 )　1４日（日）
街の中に不意に現れる、全身銀色の機械人間。
あるときは時間をゆがめるようにゆっくりと
歩き、またあるときは空間を掻き乱すように
激しく動きまわる・・・シュールで不思議な
風景を創り出します。
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大道芸エリア回遊 クラウン

4月 1３日 (土 )　クラウンペペ

のんびりみてね。

２０１９大道芸出演者
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5か所にて同時開催
町全体が異空間に
変わります

また多くの出店も
フェスティバルを
盛り上げます


