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全労済ホール/スペース・ゼロ&プーク人形劇場

人形作り「おばけをつくろう！」

●開催時間／ 午前／１０：００～１２：００　午後／１：3０～３：3０
●費　　用／ 一人2,0００円（税込・材料費込）同伴は無料
●対　　象／ 幼児（親同伴）～小学生
●定　　員／ 各回20名

笑いと涙と感
動をあなたに

！

2013年　第41回2013年　第41回

スペース・ゼロ　展示室 スペース・ゼロ　展示室 スペース・ゼロ　展示室
7/21
（日）

■お申込み先 ■お申込み先 ■お申込み先
人形劇団ポポロ TEL.042-344-3389　FAX.042-346-6118

http://www.pup-popolo.co.jp　E-mail　ticket@pup-popolo.co.jp

紙皿をつかってカラクリおばけをつくろう！三つ目小僧、カラ
傘おばけ、ろくろっ首など日本のおばけや、世界中のオバケ。
かわいいオバケやこわ～いオバケ、自分の好きなおばけをつ
くってみよう！

少年少女名探偵募集！

（ワークショップの申し込みは、直接実施劇団へ）

●開催時間／ 午後／１：15～３：15
●費　　用／ 親子1組1，500円（大人、子ども一人増えたら５００円）（税込）
●対　　象／ 小学生の親子
●定　　員／ 20組

劇団風の子

きみも探偵になって、全労済ホール／スペース・ゼロ
を解き明かそう！

動く人形を作ろう

●開催時間／ 午前／10：30～12：30　午後／2：00～4：00
●費　　用／ 一人2，500円（税込・材料費込）
●対　　象／ ４才以上の親子、および小学生
●定　　員／ 各回25名

人形劇団プーク
TEL.03-3370-3371　FAX.03-3370-5120
http://www.puk.jp/　E-mail　puppet@puk.jp

親子で動く人形を作って楽しみます。

クラウンに挑戦ワークショップ

●開催時間／ 午前／１０：００～１２：００　午後／１：3０～３：3０
●費　　用／ 一人1,800円　 おやこ券2,800円
 子ども一人追加1,200円（税込・材料費込）
●対　　象／ 未就学児童の場合は、親同伴。
●定　　員／ 各回30名

汎マイム工房
TEL.03-3993-9418　FAX.03-3993-9559
http://www.hanmime.com　E-mail　info@hanmime.com

パントマイム、バルーンアート、ジャグリング、そして
赤鼻つくり。ピエロに大変身。

親子でいっしょに劇ごっこ
　　　　　　「もりのたぬきさん」

●開催時間／ 午前／11：00～12：00
●費　　用／ 親子1組1，500円（大人、子ども一人増えたら５００円）
●対　　象／ ３才～6才の親子
●定　　員／ 20組

劇団風の子
TEL.03-3466-8339　FAX.03-3466-0237
http://www.kazenoko.co.jp　E-mail　tokyo@kazenoko.co.jp

タオルを使って、親子で参加する劇あそび。病気のクマさ
んをたぬきのお医者さんや動物たちが助けるおはなし。

親子でドンドン！　和太鼓ワークショップ8/4・5
（日・月）

民族歌舞団荒馬座 TEL.03-3962-5942　FAX.03-3962-5021
http://arauma@araumaza.co.jp　E-mail　arauma@araumaza.co.jp

2時間で太鼓の叩き方の基本と簡単なお囃子を体験
します。

7/22
（月）

TEL.03-3466-8339　FAX.03-3466-0237
http://www.kazenoko.co.jp　E-mail　tokyo@kazenoko.co.jp

7/26
（金）

スペース・ゼロ　展示室 スペース・ゼロ　展示室 プーク人形劇場
7/28
（日）

■お申込み先 ■お申込み先 ■お申込み先

7/29
（月）

●開催時間／ 午前／10：00～12：00　午後／1：30～3：30
●費　　用／ 一人2，000円
●対　　象／ 小学生以上
●定　　員／ 各回20名

「杉並子育て応援券」
ご利用できます。

(一部除く）

(お申込、お問合せは児演協へ )
ＴＥＬ．03－ 5909－ 3064

●児演協代表理事　大野幸則　●チーフプロデューサー　山根起己　●プロデューサー　石川明／高倉亜矢子／清水治信／ちばたもつ／坂場秀夫　●総合舞台監督　藤永隆　●事務局　細川久史

主催／	日本児童・青少年演劇劇団協同組合（児演協）
	 〒 160‐0023　新宿区西新宿 6‐12‐30　芸能花伝舎 2‐4

	 TEL.	03‐5909‐3064	 FAX.	03‐5909‐3065
	 ホームページアドレス　http://www.jienkyo.or.jp/
	 メールアドレス　info@jienkyo.or.jp

共催／	全労済
後援／東京都・全国公立小学校児童文化研究会・東京都小学校児童文化研究会・（社）日本児童演劇協会・NPO法人日本子ども文化学会
	 	千代田区教育委員会・中央区教育委員会・港区・新宿区教育委員会・文京区教育委員会・台東区教育委員会・墨田区教育委員会・江東区教育委員会・品川区教育委員会・目

黒区教育委員会・大田区教育委員会・世田谷区教育委員会・渋谷区教育委員会・中野区・杉並区教育委員会・豊島区教育委員会・北区教育委員会・荒川区教育委員会・板
橋区教育委員会・練馬区教育委員会・足立区教育委員会・葛飾区教育委員会・江戸川区・八王子市教育委員会・立川市教育委員会・調布市教育委員会・小金井市教育委員会・
小平市教育委員会・日野市教育委員会・東村山市教育委員会・国分寺市教育委員会・国立市教育委員会・東大和市教育委員会・清瀬市教育委員会・東久留米市・多摩市教
育委員会・稲城市教育委員会・西東京市教育委員会・奥多摩町教育委員会

児演協 で検索

携帯電話からお申し込みの方はこのQRコードをお使いください。
内容欄には　①日付・時間　②作品名　③枚数　④お名前　⑤ご住所　⑥電話番号　
⑦「杉並子育て応援券」ご利用の有無をご入力ください。
こちらからお申し込み内容の確認メールを送ります。その後お申し込み完了となります。
（※満席の際はお断りする場合がございます。）

【指定席公演 お申し込みのお客様へ】
QRコードから申し込みを頂いた後、事務局より担当団体へ申し込み内容を連絡します。
お申し込み段階で座席の確認はできませんので、ご了承ください。

プーク人形劇場

JR新宿駅南口徒歩5分
京王新線、都営大江戸線、
都営新宿線「新宿駅」6番出口徒歩1分

京王新線、都営大江戸線、
都営新宿線「新宿駅」6番出口

芸術文化振興基金助成事業

●お問い合わせ・お申し込み（原則３才以上有料、詳細各劇団へ）

◆各上演劇団へ（ワークショップ受付は実施劇団のみ取り扱い。）

◆児演協へ	 ☎ 03-5909-3064　 03-5909-3065
	 	 5/13（月）〜8/6（火）（AM10：00 〜ＰＭ 6：00、土・休日をのぞく）
	 	 	電話／ FAX等で、ご注文頂いたチケットは各劇団よりご自宅へ郵

送いたします。代金は後日郵便局より送金頂きます。
	 	 （チケットお申し込み後のキャンセルはできません）

◆スペース・ゼロチケットデスクへ
　https://www.spacezero.co.jp/ticket/（PC・携帯）



全労済ホール/スペース・ゼロにて公演（400席）

7/20
（土）

14：00

前売2,000円
（税込）

当日2,500円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

7/21
（日）

14：00

前売2,000円
（税込）

当日2,500円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

7/23
（火）

14：30

前売2,700円
（税込）

当日3,000円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

7/24
（水）

14：00

前売2,500円
（税込）

当日3,000円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

7/25
（木）

14：00

前売2,000円
（税込）

当日2,500円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

7/26
（金）

14：00

前売2,700円
（税込）

当日3,000円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

7/27
（土）

11：00
14：00

前売2,500円
（税込）

当日3,000円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

7/28
（日）

15：00
大人
前売2,800円

（税込）
4才～中学生
  2,000円

（税込）

当日200円増し
団体割引なし
全 指 定 席

7/29
（月）

14：00

前売2,000円
（税込）

当日2,500円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

7/30
（火）

14：00

前売2,700円
（税込）

当日3,000円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

8/1
（木）

14：00

前売2,700円
（税込）

当日3,000円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

8/2（金）
14：00

8/3（土）
10：30
13：30

前売2,700円
（税込）

当日3,000円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

8/4
（日）

14：30
大人
前売4,000円

（税込）
高校生以下

3,000円
（税込）

当日各500円UP
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

8/5
（月）

14：00

前売2,500円
（税込）

当日2,800円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

8/6
（火）

14：00

前売2,500円
（税込）

当日2,800円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

8/7
（水）

14：00

前売2,000円
（税込）

当日2,500円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

全労済ホール/スペース・ゼロ　展示室公演
7/27
（土）

11：30

前売2,000円
（税込）

当日2,200円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

プーク人形劇場にて公演（100席）

7/27
（土）

11：00
14：00

前売2,000円
（税込）

当日2,200円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

7/28
（日）

14：00

前売2,300円
（税込）

当日2,500円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

7/29
（月）

11：00
14：00

前売2,000円
（税込）

当日2,300円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

7/30
（火）

11：00
14：30

前売1,800円
（税込）

当日2,000円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

7/31
（水）

11：00

前売1,800円
（税込）

当日2,000円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

8/1
（木）

10：30
14：00

前売2,700円
（税込）

当日3,000円
（税込）

団体割引あり
全 指 定 席

8/3
（土）

14：00

前売2,000円
（税込）

当日2,500円
（税込）

団体割引あり
全 自 由 席

「三年たてばたらふく
食える」牛のとっつあ
んの言葉を信じ、せっ
せと育てあげ、やがて
三年たった、ある雪の
夜。とっつあん包丁
とりだして「赤いほっ

ぺがうまそうじゃ」。じろきちおおかみ目ん玉とびでるほどおどろ
いた・・。
(75分　休憩15分　幼児（3才）～小学生

上演作品の内容に関するご意見お問合せ等は、上演劇団もしくは日本児童・青少年演劇劇団協同組合にお寄せください。

作・演出・出演／あらい汎

原作／岩佐めぐみ（偕成社刊）
脚本／安田由美子
演出／松野方子　音楽／青木渉	 	
	 	 	 	

作／森治美・かめおかゆみこ
構成･演出／香川良成
音楽／小椋佳･岡田和夫

原作／蓑田正治
脚色・演出／石川明
音楽／渡辺博也

作・演出／かとう知恵理
出演／樋口春香・竹内くみこ

作・演出／平塚直隆　人形美術／福永朝子　
出演者／木村好江・髙橋浩時

作／平塚仁郎
演出／村田里絵
出演者／池田文則・西田廉義・丸橋真樹

作／サン＝テグジュペリ　訳／内藤濯（岩波
少年文庫刊）　脚本／安田由美子　
演出／すずむらしもん　音楽／萩京子

原作／白金ゆみこ　脚色／松下哲子
演出／ふじたあさや　出演／里村好美・
山口乃里衣・杉山詩織　他

原作／レフ・トルストイ
構成･演出／関矢幸雄　音楽／クニ河内

作／多田徹　演出／内藤克紀　美術／有賀二郎・小峯三奈　
音楽／岸功・菊池大成　振付／桐山良子　制作／宮原登志子

演出／西川恵美子　衣裳／浅野井優子　制作／近藤和美
キャスト／森野紀冶・山口舞・飯塚翔平　

あらい汎ソロマイムコンサート

「汎・マイム・ひとり旅」

〈併演〉だるまちゃんとてんぐちゃん

あらい汎が演劇に出会い、パントマイムに出会い、クラウン
に出会う事になった40数年の旅を語りながらマイムして
ゆきます。旅立ち、光、マイム『風船』、マイム詩集『薔薇』、マ
イム『道化師』、マイム詩集『雨ニモ負ケズ』、次への旅立ち。
(75分　休憩なし　小学生以上）

アフリカにすむ一頭のたいくつ
なキリンが、手紙を書きました。
配達をするのは、やはりたいくつ
なペリカン。「地平線のむこうで
さいしょにあった動物」あてに書
かれた手紙は、だれにとどいたか
というと…。リズミカルな展開
と素敵な音楽。楽しくて心温ま
る舞台です。
(50分　休憩なし　3才～大人）

ゾロリはいたずらの天才！
子分のイシシとノシシを引き連れて今日もいたずらの修行に出かける。
魔法使いの弟子になって、魔法を手に入れようとするが、
巨大になった魔法使いに踏みつぶされそうになる。
ゾロリはどうなってしまうのか…？
(90分　休憩なし　４才～大人）

健太郎は自分勝手で乱暴
な小学校４年生。日曜
日、近所の公園で友達の
麻梨子の弟卓也とゲーム
機をめぐってケンカにな
り、卓也のペットのケロ
を踏み潰してしまう。気

持ち悪さに気を失う健太郎…。気がついた時、健太郎はゲーム機の
中にいた。そして、怪獣ドラゴンが目の前に現れる…。
(70分　休憩なし　5才～小学生）

ここは虫たちの楽園…ペペ（バッタ）、キキ（テントウ虫）、ケケ（ホタ
ル）、ブラ（ハチ）、ララ（チョウ）…みんなちいさな幼い虫です。虫
たちは日ましに成長し、自由に飛ぶことへの憧れは強くなっていき
ます。ある日みんなは恐ろしいクモがいる外の世界に飛び出して
いくのです…。
(80分　休憩10分　5才～小学生）

ファニイでパワフルな　はーちゃん・くみちゃんの二人の女優
が、ぶっとばす笑えるパフォーマンスの連続！だけど　しっかり
伝わる人の体の大切さ。一緒に出来るカンフー体操は男の子に
も、大人にも大人気！ (50分　休憩なし　3才～ 8才）

きょうは、おばあさんの
誕生日。おじいさんは、
おばあさんの大好物の
かぶの料理をしようと
思いました。はたけで
見つけたのは、ちいさな
かぶでした。

ねことネズミが「かぶって大きくなるの？」すると　おおきなかぶが　は
えてきました。おじいさんは「よっこらしょ」っとひっぱりました。とこ
ろが　かぶは抜けません。カラスやモグラ、クマも出てきました。「おー
い、みんな手伝ってくれ～」。はたして　かぶは　抜けるのでしょうか。
ちょっとふしぎなかぶのはなし(45分　休憩なし　2才以上）

とんちで名高い一休さん、掃除だ、修行だ、いたずらだ！いつか会い
たいお母さん、だから僕は頑張ります！ご存知一休のとんち話に、
「母上との別れ」などオリジナルストーリーを加え、大人を相手に三
人の小坊主が大活躍！楽しい歌を織り交ぜた笑いと感動の物語で
す。
(80分　休憩10分　5才～大人）

[世界中で読み継がれているファンタジーを舞台化]
砂漠に不時着した飛行士は、不思議な格好をした少年と出会う。彼
は、遠い星に一人で住んでいた王子さまだという。そこでバラの花
とケンカして星を出てきたことや、他の星で出会ったさまざまな人
達の話を聞くうちに、飛行士は王子さまの悲しみと希望を知ってゆ
く。
(80分　休憩なし　4才～大人）

夏休みを田舎のじい
ちゃんの家で過ごす
5年生の大和。だれ
も近づけないという
ふしぎな島の謎を解
くため、将太と２人
でコッパ島に！果た

して二人は無事コッパ島にたどり着くことができるのか？コッパ
島の秘密とは！？大和と将太の熱くたくましい冒険の夏がはじま
る！ (90分　休憩10分　4才以上）

レフ・トルストイおじいさんが、子どものために書いた！
親子で出会う楽しいトルストイ！詩情ゆたかな「音楽劇」
短い童話、「三匹のくま」「めうし」「フィリップぼうず」
と、民話「人は何で生きるか」の四つのお話。
(80分　休憩なし　4才～小学生・中学生～大人）

ある日、いかけやハンスが、井戸ばたで泣いている女の子の話を聞
くと、この娘は朝から夜までケチンボな夫婦にこき使われ、給金も
もらえず、その上、夜になるとオバケが出る水車ごやに行かされる
らしい。それを知ったハンスは・・・。
生楽器と客席中央の八角形の臨場感あふれる舞台です。
(70分　休憩なし　4才～12才）

手あそび・紙あそび・ダンボールシアター「ぞうのエルマー」

小さな子どもでも、ちょっと手をのばせばふれることができ
る身近なものを使ったお芝居。子どもたちが想像力を広げた
り、ふくらませたりできるあそびがいっぱいです。
(60分　休憩なし　0才～8才　3才以上有料）

陽気なハンス

小さい劇場

　　「ぞうのエルマー」

http://www.hanmime.com
E-mail　info@hanmime.com

〒176-0003　東京都練馬区羽沢3-39-6
☎03-3993-9418　 FAX  03-3993-9559

原作／原ゆたか　脚本／西川徹
演出／増田敦　音楽／外山和彦

劇団 鳥獣戯画

ごあいさつ
　みなさんこんにちは！今年で 41回をむかえた夏休み児童・青少年演劇フェスティバル（通称　夏フェ
ス）は昨年に引き続き全労済のご支援のもと全労済ホール／スペース・ゼロ会場と、おとなりのプーク
人形劇場のご協力をいただき、２会場でのフェスティバル公演となりました。いろいろなスペースを活
かし、大型公演や人形劇、ワークショップなどが夏休みに新宿でくりひろげられます。夢がつながる、
楽しさいっぱい、感動の夏フェス・新宿子どもワクワクランドでお待ちしています。

児演協代表理事　大野　幸則

〒202-0005　東京都西東京市住吉町3-7-14-103
☎042-423-4444　 FAX  042-423-5888

〒202-0005　東京都西東京市住吉町3-7-14-103
☎042-423-4444　 FAX  042-423-5888

http://www.geiyuza.com/
E-mail　info@geiyuza.com

〒182-0025　東京都調布市多摩川2-28-4
☎042-489-4555　 FAX  042-489-9170

http://www.gekidan-nakama.com
E-mail　info@gekidann-nakama.com

〒164-0011　東京都中野区中央2-54-10
☎03-3368-4623　 FAX  03-3368-6181

http：//www.gekidan‐tanpopo.com
E-mail　tanpopo＠gekidan‐tanpopo.com

〒435-0015　静岡県浜松市東区子安町323-3
☎053-461-5395　 FAX  053-461-6378

http://www.puk.jp/
E-mail　tpuppet@puk.jp

人形
劇団

〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-12-3
☎03-3370-3371　 FAX  03-3370-5120

http://www.chojugiga.co.jp
E-mail　info@chojugiga.co.jp

〒358-0023　埼玉県入間市扇台4-4-3
☎04-2960-6000　 FAX  04-2960-6000

http://www.hi-you-can.com
E-mail　ttm-mr@ss.iij4u.or.jp

〒460-0008　名古屋市中区栄1-22-17
☎052-203-8721　 FAX  052-203-8729

http://atomw.co.jp
E-mail　atomw@pop12.odn.ne.jp

〒161-0032　東京都新宿区中落合4-23-22-A102
☎03-5983-8228　 FAX  03-5983-8229

http://www.kazenoko,co.jp
E-mail　tokyo@kazenoko.co.jp

〒155-0031　東京都世田谷区北沢4-21-19
☎03-3466-8339　 FAX  03-3466-0237

http://www.kazenoko,co.jp
E-mail　tokyo@kazenoko.co.jp

〒155-0031　東京都世田谷区北沢4-21-19
☎03-3466-8339　 FAX  03-3466-0237

作･演出／宮河伸行
美術／下野正晃　　

http://www.araumaza.co.jp/
E-mail　arauma@araumaza.co.jp

〒174-0053　東京都板橋区清水町81-4
☎03-3962-5942　 FAX  03-3962-5021

作／立川雄三　演出／原田一樹
作曲／和田啓　振付／知念正文
イラスト／スズキ・コージ

http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~mitoh/
E-mail　mitoh@mvc.biglobe.ne.jp 演劇集団未踏　 みとう

MITOH

〒121-0816　足立区梅島1-5-3
☎03-3880-0034　 FAX  03-3880-0034

http://www.haikyo.or.jp
E-mail　ghaikyo@jade.dti.ne.jp

〒161-0034　新宿区上落合1-17-9
☎03-3950-5705　 FAX  03-3951-3638

～ロシア民話より～

http://www.gekidan-nakama.com
E-mail　info@gekidann-nakama.com

〒164-0011　東京都中野区中央2-54-10
☎03-3368-4623　 FAX  03-3368-6181

©原ゆたか／ポプラ社

他テコちゃんのウソは、なんだかとっても気になるウソなんです。
ついに、ウソかホントか決めてもらうため、サイバンにかけること
に。パッと現れたサイバンカンたちは、なんとサイにオオカミにネ
ズミ！　楽しい歌、躍動するダンス、あっと驚くマジック・・・
　やがて深い深い愛の世界へと。
(95分　休憩10分　5才以上）

民族芸能は心のふるさと、人と人をつなぐ希望。
東北の復興を願い、
　　　今に生きるすべての人々のよりよき明日を願って。
第一部「獅子舞」「荒馬踊り」「浜獅子祓い太鼓」
第二部「七頭舞」「虎舞」「竿灯」「秩父屋台囃子」
(90分　休憩15分　4才以上）
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