
8月21日㊐8月19日㊎ 8月20日㊏8月18日㊍8月17日㊌

  16:00～17:00  交流ホール（4F）   

  14:40～15:50  多目的ホール（1F）   

  11:00～11:30  練習室２（2F）   

  13:30～14:30  練習室１（2F）   

【対象】４歳～大人

小学校の給食室がなにかおかし

い。イクミがのぞくと、おばあちゃ

ん達が夢を実現するために『地球

脱出』計画をしていた。冷蔵庫の中

に宇宙人！？ おばあちゃんたちの

夢とは…？

ⓒ山田理加子・小林直子/ポプラ社

劇団うりんこ（愛知）

小学校は宇宙ステーション

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/21（日）19:30～21:00 研修室２

ジャグリング

舞台劇

【対象】小学校低学年～大人

1854年、安政南海地震が発生し、

紀伊藩広村に大津波が押し寄せた。

その時、津波に飲み込まれた村人を

稲むらの火で救い､さらに自費で堤防

を築いた濱口梧陵の実話を基に創作

したオリジナル作品です。

Ton & Funny Girls (トンおじさんとゆかいな女子たち）

稲むらの火　梧陵さんの決断   アマチュア作品・無料

パネルシアター

【対象】幼児～大人

指先のテクニックと楽しいトーク

札幌出身のマジシャン太田ひろし

による不思議でステキなマジック

ショー

OHオフィス（北海道）

テイク・ケア！

公演終了後に交流会があります

マジック

【対象】０歳～２４ヵ月

うたとピアノと打楽器の音色に

踊りをのせて、小さな人たちの

大きな感性に出会う作品。 

「どうぞ自由にうごいて」という

空間のなかで小さな人たちの心

が大きくはばたき、大人にとっ

ても新しい感覚との出会いにな

りますように。 

ポッシュノート♪（愛知）

はじまりのうた

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/21（日）14:45～15:45 研修室２

舞台劇

  18:30～19:20  小ホール（1F）   

  14:30～15:30  練習室２（2F）   

  11:00～11:30  小ホール（1F）   

  13:30～14:25  練習室１（2F）   

【対象】小学生以上

キツネは、人を化かす、といわれて

います。ほんとうでしょうか？

愛知生まれの童話作家・新美南吉

さんは、キツネのお話をいくつも

残しました。すてきなお話ばかり

です。新美南吉さんの心をのぞい

てあげてください。

劇団そらのゆめ（愛知）

おはなし劇場「新美南吉のきつねの話」

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/21（日）9:30～10:45 研修室２

舞台劇

【対象】あかちゃん～大人

平和な世界を求めて、みんなの

幸せ探して、困った人の為に頑張

る、ちょっぴり笑える２匹のいも

いもお助け隊のお話。

バラエティーシアター ふきのとう

ぼくたち、いもいもお助け隊!!  アマチュア作品・無料

人形劇

【対象】乳児から大人

ハナさんは町と森の境目の小さな

家に住んでいます。いろんなお客

様がやって来ます。一つ目お化け

に、オーバー君に、ネズミ君も

やって来ます・・・一番最後は

髪の毛ぼうぼうの山ばあさん！

劇団なんじゃもんじゃ（愛知）

ハナさんのおきゃくさま

公演終了後に交流会があります

舞台劇

【対象】０歳～１８ヵ月

ほっと一 息 、マリンバ２台 の

重 厚 な 響 き に 包 ま れ な が ら

あかちゃんと一緒にバッハからワ

ーグナーまで本格クラシックを満

喫してください。

マリンバ・カンパニー（大阪）

トリスタンとイゾルデ for babies

公演終了後に交流会があります

音　楽

  18:30～19:30  小ホール（1F）   

  16:00～17:05 交流ホール（4F）   

  11:00～11:35  交流ホール（4F）   

  13:30～14:15  練習室１（2F）   

【対象】小学３年生～大人

美術館で絵を観るように「理解」でな

く「感じる」

基本的に高学年～大人向け作品で

す。低年齢の方は途中まで参加など

保護者のご判断で可。

説明は短く次々と演奏、60分たっぷ

り純クラシックなひととき。

曲目詳細は公式サイトにあります。

マリンバ・カンパニー（大阪）

トリスタンとイゾルデ

公演終了後に交流会があります

音　楽

【対象】３歳以上

大阪の民話をもとにつくられた

抱腹絶倒、奇想天外の冒険大旅行

話を、太夫の語りや和楽器の音色

とともにお送りします。

（作／かたおかしろう　演出／二世

茂山千之丞　演出補／三世茂山

千之丞　お囃子指導／藤舎呂浩）

一般社団法人劇団コーロ（大阪）

天満のとらやん
舞台劇

【対象】幼児～

「お月さまの元気がない！」かぜ

の知らせを聞いたイノシシは、

お月さまの元気を取り戻すために

山の動物たちといっしょに出し物

大会をすることに。でも、イノシシ

ができることって何だろう？

（脚本・演出　西上寛樹）

劇団さんぽ（福岡）

イノシシと月

公演終了後に交流会があります

舞台劇

【対象】１２ヶ月～３６ヵ月未満

待ってー！ りんごやスプーン、猫が

「乗せて」と駆けてきます。汽笛

を鳴らし出発する汽車は、みんな

を乗せ山やトンネルを越えて、

どこへ行くのかな？

お膝の上で揺られ、歌いながら

いっしょに行ってみよう。ほか、

オリジナル影絵「ぴったんこ」

想造舎（大阪）

影絵音楽団くぷくぷ
おひざにだっこ｢がたんごとん がたんごとん｣

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/19（金）14:30～15:45 研修室２

音楽影絵

  18:30～19:25  練習室１（2F）   

  16:00～17:00  交流ホール（4F）   

  11:00～12:00  交流ホール（4F）   

  13:30～14:30  小ホール（1F）   

【対象】４歳～大人

一 人 で 生 き て き た 者 同 士 が

出会い、二人で喧嘩しながらも

笑って生きる方が楽しいと知っ

た。婆さまは、おこんがいなく

なった悲しみの中で、おこんじ

ょうるりを次の世代に残そうと

する。

笑いいっぱいのお芝居です。

劇団むう（愛知）

おこんじょうるり

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/19（金）9:30～10:45 研修室２

舞台劇

【対象】幼児～大人

架空の国に住む兄弟、カボとピノ

のちょっと大冒険。「わなげ」「た

まのり」「さかなつり」「ぼうし」

４つの短いお話がつながって進み

ます。見終わってなんだか幸せな

気持ちに。

それと、おなかのすいたブタのブ

ーのお話。おいしいもの食べられ

るかな。

人形劇団ココン（奈良）

カボとピノ
人形劇

【対象】幼児～

「あ～ぁ腹減ったなぁー」

お腹を空かせた11ぴきのねこ。

「大きな魚が食べたーい」

ねこたちは魚を捕まえようといか

だを作って探しに行きますが…

人気絵本が人形劇になってやって

きます！

原作　馬場のぼる（こぐま社刊）

人形劇団クラルテ（大阪）

11ぴきのねこ

公演終了後に交流会があります

【対象】０歳～３６ヵ月未満

乳幼児の親子を対象とした積み木

作品。前半は音楽に載せて送る

積み木ショー、後半は積み木体験

の時間。使う積み木はヨーロッパ

製。五感を満足させるやさしい

ひととき。

OHオフィス（北海道）

そうぞうりょくのたね

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/18（木）14:45～15:45 研修室２

積み木

  16:00～16:55  練習室２（2F）   

  13:30～14:20  練習室１（2F）   

【対象】３歳～大人

確かな技と、ユニークな演出に

いろどられたジャグリングショー！

はらはらしたり、アッと驚いたり、

ほっとしたり！　Kuroに操られる

ボール・リング・はしご‥‥そして

オリジナリティあふれる積み木の

パフォーマンス！　あなたの積み

木のイメージが変わります！

OHオフィス（北海道）

マイ・クロ・シアター

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/17（水）19:45～21:00 研修室２

【対象】４歳～大人

口下手で正直者の三吉と茶釜に

化けそこなった狸のハチが古道具

屋の行商に出かけます。「お値打

ち！買い得！まいどあり～！」

さて上手くいくのでしょうか？

音楽人形劇『ねずみのおんがくか

い♪』もお楽しみください！

人形劇団京芸（京都）

まんてんげきじょうぶんぶくちゃがま 他1本
人形劇

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/17（水）18:00～19:30 研修室２

人形劇

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/18（木）19:35～21:00 研修室２

劇を観て語る会　8/18（木）17:15～18:20 研修室２

劇を観て語る会　8/19（金）17:15～18:15 研修室２

公演終了後に交流会があります

劇を観て語る会　8/19（金）19:45～21:00 研修室２

劇を観て語る会　8/20（土）17:15～18:15 研修室２

  16:00～17:00  交流ホール（4F）   

【対象】４歳～大人

ある日、カエルが出会ったなぞの毛

むくじゃらが美しいチョウになって

飛んでいきました。その日からカエ

ルの空飛ぶ研究が始まり…！？ 

原作・絵：村上勉「かえるのそらと

ぶけんきゅうじょ」（偕成社）

劇団うりんこ（愛知）

かえるのそらとぶけんきゅうじょ

公演終了後に交流会があります
劇を観て語る会　8/20（土）19:35～21:00 研修室２

舞台劇

★あかちゃんのためのプロ作品★★あかちゃんのためのプロ作品★★あかちゃんのためのプロ作品★★あかちゃんのためのプロ作品★

影絵：ローフィ

ガムラン音楽と歌：佐々木宏実

バラエティーシアター ふきのとう

ぶ～ちゃんのマジックショ～    アマチュア作品・無料

【対象】幼稚園～小学生

ちょっとドジなマジシャン｢ぶ～ち

ゃん｣の、ハチャメチャで楽しいマ

ジックショ～。

人形劇

■開演３０分前から入場がはじまります。
■あかちゃんのためのプロ作品は開演１５分前　
　から入場がはじまります。

子どもたちの心が豊かになることを願って1990年より始まった「子どもえんげき祭子どもたちの心が豊かになることを願って1990年より始まった「子どもえんげき祭

inきしわだ」。今年は全国のプロ劇団13団体１７作品が浪切ホールにやってきます。inきしわだ」。今年は全国のプロ劇団13団体１７作品が浪切ホールにやってきます。

赤ちゃんのためのプロ作品は4作品あります。「劇を観て語る会」もあります。多目的赤ちゃんのためのプロ作品は4作品あります。「劇を観て語る会」もあります。多目的

ホールの「こどものひろば」では、各団体の展示やアマチュアによる人形劇、プロのホールの「こどものひろば」では、各団体の展示やアマチュアによる人形劇、プロの

劇団によるワークショップなどがあります。劇団によるワークショップなどがあります。

間隔をあけ、楽しい時間をお過ごしください。間隔をあけ、楽しい時間をお過ごしください。

★あかちゃんのためのプロ作品★について
はじめての舞台との出会い、シアタースタート

参加するには
チケットをお求めください。大人・子ども（３歳以上）同額です。
小ホール作品は２歳以下でも席が必要な場合は有料となります。
アマチュア作品は無料ですが、予約が必要です。
全席自由席です。定員に達した場合、当日券はありません。

前売券1,000円
当日券1,500円

劇を観て語る会
作品向上のために話し合います。観た方はどなたでも参加できます。

2 0 2 22 0 2 2

作作  品品  紹紹  介介

「観て、聴いて、感じる」　
豊かな心をはぐぐむための大切な
キーワード。生の舞台には、育ちの
ための栄養分がいっぱいです。
シアタースタートは、心の花を咲かせ
るお手伝い。健やかな成長を願って
《あかちゃんの初めて体験》してみ
ませんか？

あかちゃん一人と保護者一人での参加が基本です。
（ペアで前売券1,000円・当日券1,500円）

大人のみの参加も可能ですが、公演当日、座席に余裕のある

場合のみ、予約順に販売いたします。

（予約あり1,000円・予約なし1,500円）

また、鑑賞座席にも制限を設けています。あかちゃんに、よりよい

環境で楽しんでもらうための配慮ですのでご了承ください。

作品ごとに、観られる年齢（月齢）や定員

を決めています。対象年齢外で入場できな

いお子様のために、見守りスタッフと遊べる

スペースを用意しています。開演の15分前

までに受付スタッフにお申し込みください。

（一人につき保険代100円）


