
わくわく、ドキドキ みんなで楽しむ”生の舞台”
演劇・人形劇・音楽・芸能　盛りだくさんの7日間

客席は、どの公演も自由席となります。
特に記入のない場合 3 歳以上の方は参加費が必要となります。
お申し込み先の記入のない作品は、フォーラム実行委員会にお申し込みください。
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なんてみにくい子なんだろう、作り直せたらいいのにね。ニワ
トリは言いました。でも、母アヒルは言います。「この子は強く
てやさしい子になりますわ」と。アンデルセンのお話を○△□
で作ります。同時上演「おかしなおかしなパペットショー」も
人形劇の楽しさいっぱいの作品です。

素踊りと楽しいトークで過ごす一時間です。 演目は『海と空』
『藤娘』と『連獅子』。 古の昔から繰り広げられている海と空の
たたかい。いつの時代でも変わらない美の世界。最後は親子の
情愛を力強く描きます。 子ども達に伝えたい、伝統の「今」に
出会おう！日本のパフォーミング・アーツの原点は、こんなに
楽しくてかっこいい！  

アコーディオンが奏でられ、チカパンと海までちょっと冒険。 
青いキューブがたくさん。並べて積んだら何になるかな？ 
バルーンの動物に出会ったり、お花畑でうたったり、眠たくなっ
たら眠ったり…。 そして海で出会うのは？ やさしくて心がポカ
ポカする時間の中で遊んでください。 

ひとつの出会いが次の出会いを生み、その出会いがまた次の出
会いを生む。そんな一つ一つの出会いを大切に、その時、その
場でしか起こり得ない生の舞台を創りだす・・・今宵、ジン・
マサフスキーの館に招待されるのは「あなた」、「アナタ」、そし
て「あ・ナ・た」!!

世界１０カ国３１都市のフェスティバルや学校などから招聘さ
れ、高い評価を得ている。パントマイム、アクロバット、マジッ
ク、オブジェなど、子ども達がやってみたくなる表現あそびの
喜びと発明的なアイデアがいっぱい！おもちゃ箱から飛び出し
た不思議で愉快な世界へようこそ！

みなさんは魔法を信じますか？このお話は遠い昔、魔法によっ
て醜く恐ろしい野獣に姿を変えられてしまった若者と、彼の心
の奥にある優しい気持ちや寂しさに気づいた少女の物語です。
時代を超えて語り継がれてきたこのファンタジーを、美しい美
術と心迫る演技でご覧入れます。

みなさんのよく知っている「あかずきんちゃん」をベースにし
て創作したお話です。かわいいあずきちゃんと、やさしいハラ
ペコオオカミ、チャキチャキ元気なおばあちゃんの物語。歌や
遊びがいっぱいの楽しい音楽劇。

たかはしべんの、おはなし歌シリーズ第７弾「おおきなかぶと
ちいさなかぶ」。みんなが知っている「おおきなかぶ」のおはな
しを、たかはしべんならではのアレンジで。子どもの幸せが真
ん中。ピアノ、ヴァイオリンと一緒に演奏。

大好きな、内田麟太郎さんと降矢ななさんの『おれたち、とも
だち！』絵本シリーズ。『ともだちや』『ごめんね　ともだち』
…など　数作品をオムニバスでお届けします。絵本とは一味違っ
た俳優たちが演じる「おれたち、ともだち！」

森のはずれに、おばあさんが住んでいました。ある日、手紙が
届きました。 「あ ･そ ･ び ･ き ･ て ･ ね」。誰が書いたのでしょ
う？おばあさんは、思い切って出かけましたが、手紙を書いた
人は見つかりません。どんどん森の中に入って行くと、小さな
家がありました。そこには、ウサギが住んでいました。 

豊かな四季がある日本ならではの季節の楽しみを集めてみまし
た。人生の夜明けの時を生きるちいさな人たちと、“ 観て ”“ 聴
いて ”“ 感じて ” 一緒に体験してみませんか？今回は、1ステー
ジ目に〈夏〉、2ステージ目に〈秋〉の〈うたのたね〉をお届け
します。

【 万華鏡のような自由で奇想天外な即興セッション！】
ガラクタに命を吹き込む山口とも&森のピアニスト重松壮一郎。
二人の音がみんなの前で出会い、ジャンルを超えたその場限り
の音楽を生み出します。「遊びのこころ」が自由な音楽を生み出
す瞬間にぜひ出会いに来て下さい！

華やかなものから研ぎ澄まされた清澄な調べまで、多彩な「お
囃子の魅力」をお届けします。お雛様に登場する五人囃子の各
楽器についてレクチャーや 、実際に触れて体験できるコーナー
も！ 子ども達に日本の音色を伝える、楽しいお囃子コンサート
です。

ともだちと一緒なら嬉しいことは 2倍になるし、悲しい事やつ
らい事は半分ずつ分け合えます。一人じゃ無理だって思える事
も、ともだちとなら乗り越えられるかもしれません。大人も子
どもも「やっぱりともだちってステキ！」って思えるできごと
がたくさん訪れますように☆彡

ともしびは 60 余年「一緒に歌う楽しさ、喜び」を世代を超え
た人々と共有し、広げてきました。アカペラグループ ベイビー・
ブーはうたごえ喫茶に共感し、「うたごえ喫茶コンサート」を展
開。今ボニージャックスとのユニークなコラボが好評。テレビ
東京系「金曜 7時のコンサート」（準レギュラー）

歌子姫が贈る日本の歌、竹楽器の名手・柴田旺山の竹の響きと
のコラボレーションコンサート。童謡・唱歌をはじめ子どもた
ちに伝えたい日本の歌を竹楽器の音色とともに贈ります。観客
の皆さんと一体となったリズム遊びのコーナーも好評です。

ひゅ～…は、身近ないろんな物・めずらしい物で鳴らすいろん
な音に 0～ 2歳さんも興味津々！ひとりは…は、引っ込み思案
なさっちゃんとお友達とのやりとりに共感しながらお楽しみい
ただけます。夢知遊座が子ども達と子育て中のお母さん方に贈
る元気メッセージ！是非ご覧ください！

ＮＨＫＥテレ「にほんごであそぼ」でおなじみのシズリンのオ
リジナル曲やわらべ歌などをよく耳にするクラシック曲で味付
けしてみました。さてさてどんなお味？ ヴィスアーティスト：
おおたか静流　ヴァイオリン：篠崎正嗣 コントラバス：齋藤 順　
アコーディオン：佐藤芳明

「かみしばい劇」とは、紙芝居の絵を大きなスクリーンに映し出
し、語り手がお話の世界に入ったり出たりして、絵の中のキャ
ラクターとおしゃべりしながら紡ぐ楽しくて優しい劇です。今
作品は、たんぽぽ・つくし・ハチの３人が織りなす、春の息吹
に包まれた心温まる友情の物語です。

ちっちゃな鮭の子 " さすけ " は川を下って大海原へ出て行かな
くてはなりません。小さな体に、とても大きな不安がいっぱい。
ウナギのおじさんやオオサンショウウオ、そしてカラスやカワ
セミ、たくさんの出会いによって " さすけ " は ･･･ そして、生
きるということは ･･･ ！

世界最大のエジンバラ演劇祭で、最高ランク５ツ星を獲得した
リズム＆コメディショー。エキサイティングなタップダンス、
心躍るパーカッション、ワクワクドキドキのジャグリングなど、
生演奏にのせてお届けします！一度観たらくせになる。これが
噂の TAP DO!。

様々な角度から糸あやつり人形の魅力を感じてもらう為、4つ
の踊りと 1つの小さな芝居、そして人形の説明を用意しました。
「かっぽれ」「酔いどれ」「黒髪」「獅子舞」「ショ・ジョ・ジ」。
確かな技術に支えられた糸あやつり人形ならではの豊かな表現
をお楽しみください。

政府によってすべてが「茶色」に染められていく物語。そして、
「茶色の朝」上演のために、いずみ凛が執筆した「明日もよろし
く」。つくり手とみる人が一緒につむぎ出していく作品です。

ミュージカル女優の「王子菜摘子」、クラウンの「びり」と「ブッ
チィー」、おもしろ音楽家の「タカパーチ」のコラボレーション
ライブ。盲目の歌姫「ナツコ」のサクセスストーリー。“ レフ
トアローン ”“Time to Say Goodbye” 等、名曲の数々。女優と音
楽家と道化師が、得意分野と新たな分野に挑戦します。

ドイツ人が書いた、日本語の物語。文字たちが暮らす五十音村
で起きたある出来事。音のない小さい“つ”が仲間に馬鹿にされ、
傷付き、村から飛び出してしまう。外の世界で、自分を見つめ
直して発見したこと、感じたこと、そして気付いたこと…その
愛と冒険を描いたミュージカル。

夢と冒険の妖精・千夜と一夜は今日も大忙し。夢の種を見つけ、
冒険を育てるのが２人の仕事。と、そこにあらわれたシンドウ
くん。「夢なんていらない」なんて言っている・・・？ 千夜と
一夜は、会場のみんなの力を借りて、シンドウを冒険の世界に
送り込みます。大冒険、はじまるよ！

国際口笛コンクール日本人初の 2連覇を達成したまりりんと、
いろんな音の出るシンセサイザーを操るかなピーの美しく愉快
な音楽パフォーマンス！ おなじみの曲や鳥の鳴き声クイズ大
会、シンセサイザーの音色紹介など盛り沢山。 見て聴いて笑っ
て参加して！いざ口笛の世界へ！

カー坊は 11 歳。なぜかいつも思い通りにいかないことばかり。
どうしてだれも、ぼくの気持ちをわかってくれないの？誕生日
にもほしかったものがもらえなくて、カー坊は家をとび出した！
そんなカー坊の前に突然現れたのは…。親から子へ、そして孫へ、
つながっていく “いのち ”の物語。

第１幕：Dr. シャドウの影絵ラボ ちょっとたよりない影絵博士
たちが秘密の実験室で繰り広げる、楽しい影絵実験ショー！手
影絵とボディシルエットを駆使したパフォーマンスも！ 第 2
幕：Adventure of the Shadow Land- 影の国の冒険 - イマジネー
ションに満ちた影絵の世界で繰り広げる、ドラゴン探しの冒険！ 

「マイン」はインドネシア語で「あそぼう！」ガムランの心地良
い音色にのって、カラフルな４つの箱から何が出てくるのかな？
あらあら黄色ちゃんが出てきたよ。不思議な音やお話や、そし
て内緒のお楽しみ。親子でゆったりいい時間。

片手使いの人形劇ならではの優しくて穏やかな世界。かえるく
んとその仲間たちの暮らしのドラマです。小さな人たちも自分
からお話の世界に入っていけるように、静かなピアノの曲にの
せて丁寧に作りました。小さな人たちの受けとめる力の素晴ら
しさに大人は目を見張ることでしょう。

こぎつねコンとこだぬきポン／忙しい親たちには構ってもらえ
ず、友達が欲しいコンとポン。二人はある日偶然出会って楽し
く遊びますが、親たちは大反対！さあ、二人は友達になれるの
かな？ ヤンチャメッチャブー／ヤンチャでメッチャな人形達と
の遊びの時間を一緒に楽しみましょう！ 

伯母が酒＊太郎はお酒が大好き！でも酒屋を営むケチな伯母さ
んは一滴もお酒を飲ませてくれない！そうだ、鬼に化けて脅し
て酒を飲んじゃおうっと♪
蟹山伏＊山伏の前に現れたデカイ蟹！わしの呪文で追い払って
くれるわ！山伏 VS 蟹の勝敗は！？お伽話のような物語を楽し
んでね☆

「平成 16 年度厚労省社会保障審議会福祉文化財」推薦「アジア
児童青少年演劇祭ソル 204」招聘作品。中世の芸能、説教浄瑠
璃を、劇団独自のスタイルでミュージカル化。
作 / 演出：木俣貞雄、音楽：あかのたちお、出演：緒方真弓、
木俣貞雄、ピアノ：桜井りえ
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「にほんぶよう」日本の踊りはかっこいい！！ ちょっとぼうけん

ジン・マサフスキーのサイレント・コメディー・マジック Pa r t 2「エンコントロ」 to R mantion「THE SHOW」 

美女と野獣

空とぶふわふわパン

おおきなかぶとちいさなかぶ おれたち、ともだち！ あそびにきてねうたのたね～おんがくのはじまり

「ガラクタに咲いた花」廃品打楽器とピアノのコンサート
～山口とも＋重松壮一郎

藤舎呂英のお囃子コンサート ともだちや ? あいつもともだち ?

うた地球ライブ   
ともしび・うたごえ喫茶＋ベイビーブー コンサート 歌子＆ OZAN　竹の響き～日本の歌 ひゅ～ポンカンシアター・ひとりは大好き大きらい

なんだかクラシカル～な、シズリンみゅ～じっく

かみしばい劇「ぽぽちゃんとつくちゃん」 鮭の子さすけ

TAP DO！スペシャルサマーセレクション

ショ ･ ジョ ･ ジ  他 4 作品

茶色の朝 - 明日もよろしく-

マチノヒ

ミュージカル「小さい“つ”が消えた日」

ミュージカル「シンドバッドの冒険」

世界一の口笛ショー♪ いのちのまつり Wonder Shadow - ワンダー・シャドウ -

ぽかぽかぷくぷくマインマイン

かえるくん・かえるくん

こぎつねコンとこだぬきポン / ヤンチャメッチャブー

狂言「伯母が酒」と「蟹山伏」

さんしょう太夫

かたちは違っても、仲間はきっと見つかるよ！

今とむかしをつむぐ、伝統の日本舞踊の世界 楽しいパントマイムとなつかしい音色のアコーディオン

観客と舞台の垣根を越えた究極の参加型マジックショー 感性と想像力を豊かに育む、笑いと驚きのステージ！

今、親子で見てほしい愛と成長の人形劇ファンタジー

おいしいパンを作るおまじないメユラソー・イマウンパ

べんさんの　不思議なうたコンサート ともだちって　売れるのかな？　買えるのかな？ 人と人形と生の音楽で繰り広げる、素敵な物語。ちいさな人たちにおくる　ちょっと不思議なまったりワールド

子どもたちに届ける、楽しい日本の音空間 大人気絵本「おれたち、ともだち！」シリーズ舞台化！

みんなで歌って元気！心地よいハーモニーとともに 優しい竹の音色と歌声で贈る童謡＆日本の歌！ 0 ～ 2 歳・幼児さんの好奇心、共感溢れる楽しい時間！

クラシックフレーバーなシズリンみゅーじっく

八五郎「あきらめちゃだめだ、頑張れ！」 子どもたちへの応援歌

リズムとコメディ満載！世界も認めたハッピーショー！

江戸時代から伝わる日本独自の糸あやつり人形

なにもない空間に世界をひろげともに創る

チャップリンの「街の灯」を彷彿とさせる、歌姫と道化師とおもしろ音楽家による音楽劇「マチノヒ」

誰にだって居場所がある…“ 君が必要 ” と言われる場所

わらび座がおくる、夢と希望の冒険ミュージカル！

たかが口笛、されど口笛！きっとあなたも口笛の虜！ 毎日がいのちのまつり。きみはひとりじゃない！ 子と ? ものためのふしき ? なシャト ? ウ・エンターテイメント !!

４つの箱から生まれてくるよ！音楽、お話、いろんな遊び。

ご覧になったあと何故かしら優しい気持ちになるのです

カッキーとちかちゃんの元気の出る人形劇 2 本立て！

鬼？蟹の精！？お伽話のような世界からやってきた！！

“あんじゅ恋しや、づし玉恋しや、ほうほれよ！”

くわえ・ぱぺっとステージ

ふたば会（出演者：花柳寿楽・花柳典幸・花柳楽人・花柳楽彩 ) パントマイムプラネット

ＪＩＮ ＯＦＦＩＣＥ to  R mantion

人形劇団ひとみ座

劇団そらのゆめ

たかはしべん音楽事務所 劇団俳協 ＣＡＮ青芸山の音楽舎

みずのえ

藤舎呂英社中（出演者 5 名：太鼓、大皮、鼓、笛、金物） 劇団うりんこ

ともしび音楽企画 アーチストＢＯＸ 人形劇団夢知遊座

NPO　ＲＭＡＪ

マーガレット一家 伊藤企画

ＴＡＰ ＤＯ！

江戸糸あやつり人形

ナラティブシアター土の子

蒼い企画

オールスタッフ / イッツフォーリーズ

わらび座

レッド・ベコーズ 劇団たんぽぽ 劇団かかし座

香味野菜

人形劇団ひぽぽたあむ

人形劇団むすび座

大藏流吉次郎狂言会

東京ミュージカル・アンサンブル

［対象年令］3 ～ 12 才

［対象年令］全年令 ［対象年令］幼児

［対象年令］小学生～大人 ［対象年令］4 才～小学校高学年

［対象年令］5 才～

［対象年令］幼児・小学校低学年・大人

［対象年令］全年令 ［対象年令］3 ～ 12 才 ［対象年令］3 才～大人 ［対象年令］36 ヶ月までの親子、大人

［対象年令］全年令

［対象年令］小学生以上 ［対象年令］4 才～小学生、大人

［対象年令］小学校低学年 ［対象年令］3 才～大人 ［対象年令］0 才～小学生、大人

［対象年令］幼児～大人 

［対象年令］幼児を中心に全年令 ［対象年令］9 才～ 14 才

［対象年令］5 才以上

［対象年令］小学校高学年以上

［対象年令］9 才～大人

［対象年令］4 才～大人

［対象年令］小学校高学年以上

［対象年令］幼児～小学生、ファミリー

［対象年令］全年令 ［対象年令］4 才以上 ［対象年令］幼児～大人、ファミリー

［対象年令］0 ～ 2 才までの親子、大人

［対象年令］0 才～大人

［対象年令］幼児～

［対象年令］小学生～大人 

［対象年令］小学校高学年～大人

04-B

マイム×ダンス×人形劇に鍵盤の音色が交わり織りなすフェア
リーテイル。旅芸人のトランクからあふれ出す、可笑しくて時
にちょっぴりせつない色とりどりの奇妙な世界。世界を旅した
ものがたりを現代音楽作曲家・イーガルと共にお届けするキュー
トでゴシックな音楽絵巻です。

中練習室 43
開演 18:30/ 終演 19:40ムーランルージュ劇場

優しくせつない鍵盤の響き　マイムと人形で綴る音楽絵巻 

バーバラ村田 ［対象年令］6 才以上

参加費 2,000 円 
参加申込先：バーバラ村田　TEL：090-6657-3670　E-Mail：barbara_mmm@mac.com

参加費 2,000 円 
参加申込先：わらび座関東事務所　048-286-8730

参加費 2,000 円 

参加費 2,000 円 
参加申込先：ともしび音楽企画　
TEL03-6907-3801　FAX03-6907-3812　E-Mail info@tomoshibi.co.jp

参加費 2,000 円 
参加申込先：劇団俳協　03-3950-5705

参加費 : 親子 500 円　大人 2,000 円
参加申込先：山の音楽舎 TEL044-951-2834 e-mail forum2016@yamano-ongakusya.com

参加費 : 大人 2,500 円　小人 1,500 円
参加申込先：劇団たんぽぽ　TEL053-461-5395　http://www.gekidan-tanpopo.com/

参加費 : 大人 3,000 円　子ども（中学生以下）1,500 円
参加申込先：E-MAIL.info@rmaj.or.jp  FAX.03-6382-4227

参加費 : 大人 2,500 円　中学生以下 1,000 円
参加申込先：http://tapdo.com/　 チケット申し込みフォーム、 Mail：taptapdo@gmail.com TEL/Fax：03-3305-3997

参加費 : 大人 3,000 円　小人 2,500 円
参加申込先：劇団かかし座ホームページ　チケット申込みフォーム

  P1
8 月 1日 ( 月 )

8 月 2日 ( 火 )
  P2

南あわじ市立南淡中学校郷土
芸能部による 2 年ぶり 8 回目
の東京公演です。芸術性豊か
なハイレベルの ｢淡路人形浄
瑠璃｣ をお楽しみ下さい。

上演予定：
オープニング ( 浄瑠璃三味線の連弾 ) メリヤス連弾
　　　　　淡路島独特な戎舞（えびすまい）
　　　　　日高川入相花王（ひだかがわいりあいざくら）
　　　　　中学生による人形解説
　　　　　絵本太功記十段目
　　　　　体験コーナー ( 自由参加 ) 三味線 ･太夫 ･人形 "

小ホール
開演 10:00/ 終演 11:30

中学生による｢淡路人形浄瑠璃｣
南あわじ市立南淡中学校郷土芸能部

7 月 30 日 ( 土 )
  T1

☆ 8 月 1 日 ( 月 )・2 日 ( 火 ) の午前中にも
　東京都内の子どもたちによる公演を計画中！
　詳しくは Web ページ・Facebook・Twitter をご覧ください。

無料！



音楽・芸能ショーケース
日時：7 月 28 日（木）　Part1 13:00 ～ 14:40 ／ Part2　16:30 ～ 18:10
会場：リハーサル室
会費：大人 2,000 円　子ども 500 円（３才～小学生）
※ Part1、Part2 両方ご覧いただけます

各作品のハイライトを 4 作品づつ、
2Part に分けて連続上演します。人形
劇、クラシックマジック、音楽、歌＆
リズム、クラウン、楽器演奏、アフリ
カンダンスなど多彩なジャンルをお楽
しみ下さい。

舞台公演 A

舞台公演 B

提携企画

全体プログラム

学習関係

参加・申し込み方法 / アクセスマップ

会期中、会場敷地内の宿泊施設に泊まることが可能です。
宿泊ご希望の方は、①宿泊者名　②性別　③生年月日　④宿泊日　⑤代表者携帯番号を記載の上、
メールにてお申込みください。受付メールアドレス :offi  ce@kodomotobutai.net
ただし、例年申込者が多いため、希望通りの宿泊室の確保ができない場合があります。
宿泊室確定は、後日宿泊担当事務局よりご連絡いたしますのでお待ちください。
＊ 1人 1泊 2,200 円または 3,800 円（シングル・朝食付き）     ＊宿泊申込締切：6 月 30 日 ( 木 )

宿泊申込について

■参加費
プレミアム公演 大人 3,000 円　子ども 2,500 円
舞台公演   事前購入 2,000 円　当日 2,500 円
☆上記以外の参加費の作品もあります。
　詳細は作品紹介欄をご参照ください。

ショーケース　1 日券　大人 2,000 円　子ども 500 円
基調講演・シンポジウム　1,000 円
☆ 参加費無料の催物についてもお申し込みが必要です。
　 定員になり次第、受付終了とさせていただきます。

■参加申し込み
下記ホームページの「参加申込」ページよりお申込みください。
http://www.kodomotobutai.net/

子どもと舞台芸術 -出会いのフォーラム 2016

お得なセット券あります !!
5 枚綴り　6,000 円
＊各公演席数に限りがございますので必ず事前にご予約頂くようお願い致します。
＊舞台公演はセット券 1枚、プレミアム公演はセット券 2枚で 1作品観ることができます。
＊何を観るか組み合わせは自由です。
＊ 1人で使っても、家族や友達と分け合って使用して頂くことも可能です。
＊システムの関係上、5枚同時のお申込みとなります。ご覧になりたい作品が 5枚に満たない
　場合は「保留券」をご利用ください。
＊「保留券」は当日空き席のある作品なら、どの作品でも観ることができます。
　入場は事前申込した方が優先となりますのでご了承ください。
＊「保留券」を事前予約に変更することはできませんのでご注意ください。

展示コーナー人形劇ギャラリー

あそびのひろば

盆 DANCE!

サブステージ

フォーラムカフェ

ふれる！あそぶ！
巨大ダンボール迷路に、紙コップタワーコーナー。
ブタイのドウグたちにもふれてみよう♪
そんなドキドキワクワクがいっぱいのあそびのひろば。

「夢の樹」をみんなで育てよう♪
最終日 3日の 16:30 〜クローズイベント開催！

「あれ？何か始まったぞ！？」
ふと足をとめたくなる、そんなオープンステージ。毎日いろんなステージを開催。
詳しくは出会いのフォーラムWeb ページ、FaceBook、Twitter をご覧ください。
アーティストも子どもたちも大人も、みんな集まれっ！

鑑賞の合間にちょっと一息。
コーヒーやジュース、お菓子や軽食をご用意しております。
お弁当など持ち込みももちろんOK ！
どうぞお気軽にお立ち寄りください♪

子ども向け、ファミリー向け演劇、音楽、芸能、人
形劇などの約 500 作品の紹介チラシや、CD、DVD、
団体紹介パンフレット、実行委員会構成団体などの
団体機関誌などを展示します。
ご自由にお持ちかえりください。

見て  ふれて   感じて  まるまる楽しい人形劇
舞台のまるごと展示  人形、道具の展示
それに上演やちいさなパフォーマンスも。

オリンピックセンターで 1日だけの特別なお祭り！
盆踊りにダンス、次々に出てくる色んなパフォーマンス…
子どもたちも、芸術家たちも、みんなでつくる最高のお祭り。
その他フード、ドリンク、ゲーム屋台もあるよ！
みんなでとびっきり素敵なお祭り、つくりませんか？？

毎日 10:00 ～ 17:00
（28 日は 12:30 OPEN）

毎日 10:00 ～ OPEN
（29 日は 14:30 OPEN）

毎日 10:00 ～ OPEN

30 日（土）
18:00 ～ 20:00

8 月 1 日 ( 月）12:30 ～ 16:30
 2 日 ( 火）10:30 ～ 16:30
 3 日 ( 水）10:30 ～ 16:30

＜担当＞一般社団法人全国専門人形劇団協議会

展示や上演、パフォーマンスをする劇団
（出演団体は変更・追加されることもあります）

人形劇団プーク  人形劇団ひとみ座   
人形劇団ひぽぽたあむ　人形劇団ポポロ  
グレゴの音楽一座   高津人形座 

カルチャー棟 1F展示コーナー カルチャー棟 1F展示コーナー

小ホールロビー奥

カルチャー棟 1F展示コーナーカルチャー棟 1Ｆ小ホールロビー

中央広場（野外）
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Part1　13:00～ 14:40

1-1 1-2 1-3 1-4

2-1 2-2 2-3 2-4

Part2　16:30～ 18:10

せりふのない短編集
カラフルな赤、黄、緑の人形が繰り広げるセリフのない短編集。
人形たちのおかしな動きに、大人
も子どもも思わずわらっちゃう。
でも、見た後にちょっと考えて
しまう。子どもも大人も楽しめ
る作品。

団体名：ぱぴぷぺぽ劇場

世界のリズムを体感する、客席
参加型コンサート。幼児から大
人までが一緒に楽しめ、汗だく
になって踊れば、絆（きずな）
が深まる、とっても元気の出る
コンサート。

団体名：リーフ企画

～赤ちゃんも大人も一緒に楽しむコンサート～
　音楽絵本「ヘンゼルとグレーテル」

マジック対決 
ルーフ広宣 VS 石黒サンペイ

コンゴの伝統音楽＆ダンスエンターテイメント
リンゴマ

カフカフドゴシコの
『リズム探偵団』

タドポール音楽隊の魔法のコンサート
＆セロ弾きのゴーシュ

お話し＆絵＆音楽のコラボで楽しもう
演奏　スタジオ・コスモス
ヴァイオリン：堀口洋子、
フルート：溝口美紀、
トランペット：溝口　徹、
ピアノ：渡辺朗子

団体名：新演奏家協会

マチノヒ　－ダイジェスト版－
ミュージカル女優「王子菜摘子」、クラウンの
「びり」と「ブッチィー」、そして大道音楽家の
「タカパーチ」のコラボレーションライヴをダ
イジェスト版でおおくりします。

団体名：蒼い企画

相反するマジックが激突、そこに何が生まれ
る？ 「マジック対決」でメンタルマジックを担
当するルーフ広宣がパフォーマンスします。目
の前でスプーンが崩壊したり、ESP カードを透
視したり、メンタルマジックの摩訶不思議な世
界へ皆さんを誘います。

団体名：クロスミュージック

ピアニカの魔術師
ミッチュリーが奏でるピアニカ演奏はビックリ！がいっぱい！初
めて聞く音色や驚きのスーパー
テクニックを披露！パーカッショ
ン・TOY 森松、ギター・野口亮、
ピアノ・西垣ドラミのプロが奏で
る大迫力のコンサート！

団体名：サウンドポケット

「タドポール音楽隊の魔法のコンサート」は
リコーダー・鍵ハモなど身近な楽器大活躍の
コンサートです。「セロ弾きのゴーシュ」( 演
劇公演 ) 街の映画館でセロを弾いているゴー
シュがいろんなどうぶつと出会います。大活
躍の声優による心に響く朗読です。

団体名：日本サロンコンサート協会

コンゴ民主共和国からやってきた、本物の伝統音楽＆ダンスのパ
フォーマンスグループ「リンゴマ」。
強力なビートで会場を圧倒！こども
からお年寄りまで理屈抜きに楽しめ
ます。一緒に踊る参加コーナーも多々
あり、会場全体で盛り上がります。

団体名：世界は友達！アサンテプラン

無料！

70円～

無料！

無料！

無料！

無料！
＜担当＞ NPO 法人日本青少年音楽芸能協会




