
  

 2014 年 1 月 6 日 

 

 

 
 

 全労済（全国労働者共済生活協同組合連合会 代表理事 理事長・中世古 廣司）では、3月 16 日（日）～4 月

13 日（日）の期間、全労済ホール／スペース・ゼロにおいて、「こくみん共済」誕生 30 周年を記念し

て、『全労済 文化フェスティバル 2014』を開催いたします。 

 

『全労済 文化フェスティバル』は、「次代を担う子どもたちとそのご家族に、良質な文化芸術に触

れ豊かな心を育んでいただきたい」という願いを託し、“ご家族皆さまで楽しんでいただける”をキャ

ッチフレーズに毎年開催している舞台公演です。 

 

今回は、映画・ミュージカル・コンサート・演劇など、多彩な７作品を上演します。 

 

 

『全労済 文化フェスティバル 2014』日程と演目 

３月１６日(日) 映画「じんじん」 

３月２１日(祝)～２３日(日) 

 
宮沢賢治の写し絵劇場「注文の多い料理店」 

３月２８日(金)～３０日(日) 

 

ＳＨＯＷ-ＣＯＭＰＡＮＹオリジナルミュージカル 

「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｍｙ Ｓｏｎｇ」 

４月１日(火) 親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本」 

４月３日(木)・４日(金) 山崎バニラの活弁大絵巻２０１４ 

４月５日(土)・６日(日) 
東日本大震災復興支援公演 

「3.11 を忘れない－子どもの今と舞台の力－」 

４月１１日(金)～１３日(日) 劇団仲間「空の村号」 

 

会  場：全労済ホール／スペース・ゼロ（ＪＲ新宿駅南口徒歩５分） 

          〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-12-10 全労済会館１階 

          TEL：03-3375-8741 

          http://www.spacezero.co.jp 

企画制作：(株)スペース・ゼロ 

主  催：全労済 

 

No.389 

＜本件に関する問い合わせ先＞  
全労済文化フェスティバル事務局 担当：馬場（ばば）・高村（たかむら） 
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-12-10 全労済会館 B1 

TEL 03-5371-2697（平日 10：00～17：00） 

～こくみん共済誕生30周年記念～ ご家族皆さまで楽しんでいただける 

『全労済 文化フェスティバル 2014』が 3月 16 日より開幕します 

－1－



『全労済文化フェスティバル 2014』各演目の日程と概要 

 

  

■あらすじ 

   56 歳、立石銀三郎（大地康雄）は、伝統芸能を伝える大道芸人。よくなついていた一人娘は、

銀三郎が毎晩のように聞かせる話が大好きだったが、妻と別れてからは会うことが許されず、そ

の娘との思い出は彼女が 6歳のまま止まっている。 

   そんなある日、銀三郎が幼なじみの高峰庄太（佐藤Ｂ作）が北海道で営んでいる農場に、農業

研修として女子高校生 4 人がやってくる。年に一度そこで手伝いをすることが約束事だった銀三

郎もちょうど里帰り。大自然に抱かれ、土に触れ、町の人々と触れ合ううちに、彼らとの距離は

次第に縮まってゆくが、ただ一人、日下部彩香（小松美咲）だけは心を開かない。 

   いぶかる銀三郎はある夜、そんな彩香の秘密を知ることになる・・・。 

 

■企画・主演 ／ 大地康雄 

 

■脚   本 ／ 坂上かつえ 

 

■監   督 ／ 山田大樹 

 

■出 演 者 ／ 大地康雄・佐藤Ｂ作・中井貴恵 

村田雄浩・中田喜子・若村麻由美 

板尾創路・手塚里美・小松美咲 他 

  
■公演スケジュール・開演時間（開場は開演の３０分前） 

３月１６日（日） １２：３０ ／ １６：００ 

※１２:３０の回の上映終了後に、出演者の一人中井貴恵さんの対談と、 

映画の中に登場する絵本の読み聞かせがあります。 

 

絵本の里が紡ぐ、心優しい人々の無償の愛。広大な大地に染みわたる親子の絆 

映画「じんじん」 

 

＜チケット取り扱い＞ 

■料 金（全席自由・消費税込） 

一 般：1,000 円 ／ 学 生：800 円 

一般ペア券：1,600 円 

（※一般ペア券はスペース・ゼロチケットデスク、CN プレイガイドのみで取扱い） 

 

■チケット発売日：１月２０日(月)  

・スペース・ゼロチケットデスク http://www.spacezero.co.jp 

・CN プレイガイド  TEL 0570-08-9999（10：00～18：00） 

          http://www.cnplayguide.com/（パソコン・携帯） 

・カンフェティチケットセンター TEL 0120-240-540 （平日 10:00～18:00） 

＜お問い合わせ＞ 

全労済ホール／スペース・ゼロ TEL 03-3375-8741 
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■内容 

  光と影で描く妖しの「写し絵」と人形たちとの饗宴のはじまり！！ 

舞台はレストラント「山猫軒」。 

ちょっと怖くて楽しい幻想的な結城座版賢治ワールドが炸裂します。 

第一部「賢さんのトランク」では、宮沢賢治の人となりを芝居仕立てで紹介しながら「ひのきと

ひなげし」「祭りの晩」を、第二部では賢治の代表作「注文の多い料理店」を上演します。 

人気画家寺門孝之の描き下ろしによる何百枚もの絵が、劇場中をダイナミックに駆け巡ります。

暗闇から極彩色のガラス絵が色鮮やかに映し出される結城座ならではの幻想的な世界は、2006 年

の初演以来人気演目として全国各地で上演され、東京では久しぶりの上演となります。 

 

■原作  ／ 宮沢賢治 

 

■台本  ／ 山元清多 

 

■演出  ／ 山元清多 

 

■出演者 ／ 十二代目結城孫三郎・結城千恵、他  

結城座人形遣い 

 

■公演スケジュール・開演時間（開場は開演の３０分前） 

３月２１日（祝）１４：００ 

     ２２日（土）１４：００ 

     ２３日（日）１４：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮沢賢治の写し絵劇場 

「注文の多い料理店」 

 

＜チケット取り扱い＞ 

■料 金（全席指定・消費税込） 

大 人：4,500 円 ／ 子ども・学生（高校生まで）：2,500 円 

※3 歳以上のお子さまはチケットが必要です。 

（2歳以下のお子さまでも席が必要な場合はチケットが必要です。） 

 

■チケット発売日：１月６日（月）  

   ・スペース・ゼロチケットデスク  http://www.spacezero.co.jp 

・カンフェティチケットセンター  TEL 0120-240-540 （平日 10:00～18:00） 

＜お問い合わせ＞ 

 公益財団法人 江戸糸あやつり人形結城座  TEL 042-322-9750 

E-mail info@youkiza.jp 
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ＳＨＯＷ-ＣＯＭＰＡＮＹ オリジナルミュージカル 

「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｍｙ Ｓｏｎｇ」 

 

■あらすじ 

小さな南の島、アレアレア島は世界一、夕日の美しい島。この島に住むジョイのもとに、ある日

＜光の精＞が現れ、この世を旅立つまで、あと三日と告げる。 
次に浜辺に現れたのは、伝説の＜ミミタコ爺＞。 
「あきらめたらあかん。悲しいときにもてっぺんを見て生きるんやで。」 
夢を忘れるな、友情を忘れるな、さあ、旅に出よう！！ 
 

南の島「アレアレア島」で起こる奇跡の物語 

 

■作・音楽  ／ えーぱん 

 

■脚  本  ／ えーぱん＆めいこ 

 

■プロデュース・演出 ／ 阪上めいこ 

 

■出 演 ／ 阪上めいこ・阪野 登・石川由希野 

一瀬裕実・山崎真美 他 

 

■公演スケジュール・開演時間（開場は開演の３０分前） 

３月２８日（金） １９：００ 

２９日（土） １４：００／１８：００ 

３０日（日） １２：００／１６：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜チケット取り扱い＞ 

■料 金（全席自由・消費税込） 

前 売：4,500 円 ／ 当 日：5,000 円 

※3 歳以上のお子さまはチケットが必要です。 

（2歳以下のお子さまでも席が必要な場合はチケットが必要です。） 

  

■チケット発売日／２０１３年１２月２５日（水）  ※チケット販売中 

・ＳＨＯＷ-ＣＯＭＰＡＮＹ         http://www.musical.co.jp 

・スペース・ゼロチケットデスク     http://www.spacezero.co.jp 

・カンフェティチケットセンター   TEL 0120-240-540（平日 10:00～18:00） 

＜お問い合わせ＞ 

ＳＨＯＷ-ＣＯＭＰＡＮＹ  TEL 072-948-0132    FAX 072-948-5975 

E-mail  angel@ musical.co.jp 

http://www.musical.co.jp 
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親子のためのクラシックコンサート 

「音楽の絵本」 

 

■内 容 紹 介  

『ズーラシアンブラス』は子ども達の音楽への興味を沸き起こし、これから花開く可能性を持っ

た素晴らしい感性の導火線に火をつけることを目的に、よこはま動物園 ズーラシアのマスコット

キャラクターとして制作されました。 
動物園が生命やその営みへの興味や関心・感動を動物を通して伝えていくように、『ズーラシアン 
ブラス』は音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきます。 

 

■出 演 ／ ズーラシアンブラス 
 

■公演スケジュール・開演時間（開場は開演の３０分前） 

４月１日（火）１４：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜チケット取り扱い＞ 

■料 金（全席指定・消費税込） 

 一 般：2,000 円 

子ども：1,000 円（3歳～小学生） 

親子券：2,500 円（スペース・ゼロチケットデスク、CN プレイガイドのみで取扱い） 

（※2歳以下のお子さまでも席が必要な場合はチケットが必要です。） 

 

■チケット発売日／１月２７日（月） 

・スペース・ゼロチケットデスク http://www.spacezero.co.jp 

・CN プレイガイド TEL 0570-08-9999（10：00～18：00） 

         http://www.cnplayguide.com/ （パソコン・携帯） 

・チケットぴあ  http://t.pia.jp/ 

TEL 0570-02-9999（P コード：218-675） 

・ローソンチケット http://l-tike.com/ 

TEL 0570-084-003（L コード：39186） 

・カンフェティチケットセンター TEL 0120-240-540（平日 10:00～18:00） 

・Walkerplus ticket    http://ticket.walkerplus.com/ 

＜お問い合わせ＞ 

全労済ホール／スペース・ゼロ TEL 03-3375-8741 
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古の無声映画を活弁にのせて 
「山崎バニラの活弁大絵巻 2014」 

 

■公演スケジュール・内容 

４月３日（木）  １９：００～ 「大船に乗ったつもりが」 

『居酒屋の一夜』  昭和 11 年 村田安司監督 

職のない若者が宝船引き上げ出資のチラシを拾い、海底の宝船を

引き揚げようと一攫千金を夢見て孤立奮闘する。 

『月世界旅行』1902 年 ジョルジュ・メリエス監督 

おじいさんたちが人類初の月世界旅行へ。世界初の本格ＳＦ映画。 

『キートンの蒸気船』 1928 年 

ＮＹから故郷ミシシッピーに帰京した貧弱で軟派な都会のモダンボーイが、父の船で助手

として働くようになり、やがては意外な底力を飄々と発揮してみせることに。後半の暴風

雨のスペクタクル・ギャグは大いに見どころ。 

 

４月４日（金） １４：００～ 「ちびっこも大人もサイレント三昧」 

   『活動写真いまむかし』 2014 年バージョン 

『日の丸太郎～武者修行の巻～』  昭和 11 年 漫画映画  

日の丸太郎がおばあさんと娘さんを救うため悪者と奇想天外に戦う痛快活劇。 

『茶目子の一日』  昭和 6年 

小学生の茶目子さんが、朝起きて学校に行き、帰宅後、活動写真を観に行く日常をとても

かわいらしく描いた作品。 

『ちびっこギャング～ドッグ・デイズ』 1925 年 

ちびっこギャングシリーズの初期作品。子供たちが大活躍。 

『キートンの警官騒動』  1922 年 

サイレント喜劇作家に共通してあった、警官への畏れと嘲笑をアナーキーに笑い飛ばす、

短篇期のキートンの、どこか“わらしべ長者”を思わすような物語展開の快作。 

 

■出   演 山崎バニラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜チケット取り扱い＞ 

■料 金（全席指定・消費税込） 

一 般：2,700 円 ／ 子ども：1,350 円 （5 歳～小学生） 

親子券：3,500 円 （スペース・ゼロチケットデスク、CN プレイガイドのみで取扱い） 

（※4歳以下のお子さまでも席が必要な場合はチケットが必要です。） 

 

■チケット発売日／１月２０日（月） 

・スペース・ゼロチケットデスク  http://www.spacezero.co.jp 

・CN プレイガイド  TEL 0570-08-9999（10：00～18：00） 

          http://www.cnplayguide.com/（パソコン・携帯） 

・チケットぴあ   http://t.pia.jp/ 

TEL 0570-02-9999（P コード：433-936） 

・ローソンチケット  http://l-tike.com/ 

TEL 0570-084-003（L コード：39187） 

・カンフェティチケットセンター TEL 0120-240-540 （平日 10:00～18:00） 

・Walkerplus ticket    http://ticket.walkerplus.com/ 

＜お問い合わせ＞ 

全労済ホール／スペース・ゼロ TEL 03-3375-8741 
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東日本大震災復興支援公演 
「3.11 を忘れない ― 子どもの今と舞台の力 ―」 

 

あの大震災禍を風化させない。 

3 年目を迎えた被災地で、あるいは避難先で子どもたちはどんな思いで暮らしているのだろう。 

納得いかない復興行政、フクシマ、風評被害。家族は、我が家は、故郷は。 

望まぬ生活の中で辛さを吐き出せない子どもたちの心に思いを馳せ、上演や演奏を通して私たちに 

出来る舞台芸術の役割、被災地の「子どもたちの今」を考えて行きたいと思います。 

 

■内容・出演 

 ４月５日(土)１７：００～「～演奏とトークセッション～」 

    【演奏】たまっ子座（太鼓とトーク）／趙 雲華（ジャズピアニスト） 

【トークセッション「今、支援とは何かをつかむために」】 

        パネラー：戸井田敦(福島民報社) 

                       佐藤雅通(福島県立大沼高校演劇部 顧問) 

                       牧野隆三(福島県いわき市・劇団ポポ) 

                        里美栄美(宮城県・気仙沼市キッズルームおひさま 理事長) 

                        岩崎義純(岩手県・宮古めんこいわらし座) 

                        末永桂子(太鼓と芝居のたまっこ子座) 

 

４月６日(日)１２：００～「～震災と向き合う連続公演～」 

    特別公演「シュレーディンガーの猫」（福島県立大沼高校演劇部） 

 ※福島県高演連最優秀賞受賞 作品 

        社会福祉法人かがやき神戸(クラウン) 

        鳥獣戯画(舞台劇)／だるま森(人形劇) 

        マーガレット一家(紙芝居) 

おとぎのいずみ(人形劇)  

たかはしべん(歌手) 

ナターシャ・グジー(歌手) 他 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜チケット取り扱い＞ 

■料 金（全席自由・消費税込） 

5 日券：1,500 円  6 日券：2,000 円  2 日間通し券：3,000 円 

※4 歳以上のお子さまはチケットが必要です。 

（3歳以下のお子さまでも席が必要な場合はチケットが必要です。） 

 

■チケット発売日／２０１３年１２月１日(日)  ※チケット販売中 

・東日本大震災子ども舞台芸術支援対策室 事務局 TEL＆FAX 03-3349-4744 

・スペース・ゼロチケットデスク  http://www.spacezero.co.jp 

＜お問い合わせ＞ 

東日本大震災子ども舞台芸術支援対策室 事務局 

TEL＆FAX 03-3349-4744  E-mail  playforchildren2011@yahoo.co.jp 

ナターシャ・グジー（撮影：広河隆一） 
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福島の美しい農村に暮らす小学 5 年生とその家族の物語 
「空の村号」 

 

■あらすじ 

「夢がいっぱいで、ＳＦで冒険でフィクションで、ホントのことなんかひとっつも入ってない 
映画を、今、作る！」 

  福島の美しい里山の酪農一家で暮らす楠木 空は小学５年生。２０１１年３月１１日に東日本を 
襲った大震災と原発事故で家族も村も大きく揺れ動くなか、空は取材に来ている映画監督から 
本当のことを映すのがドキュメンタリーであることだと教わる。しかし、「空」は家族や友達の 
震災からの様子を見ていると本当のことなんて面白くないと感じてしまう。そこで「空」は夢 
に生きる男になることを決意し本当のことがひとつも入っていない映画を撮ることにした。 
タイトルは「宇宙海賊船・空号の冒険！」 
 

～震災と原発事故を経験した村と家族の忘れてしまいたくない物語～ 

 

■作     ／ 篠原久美子 

 

■演   出 ／ 松野方子 

 

■出 演 ／ 村井裕・前田承生・小林利也 
片桐雅子・山神友恵・詩織 

  

■公演スケジュール・開演時間（開場は開演の３０分前） 

４月１１日(金) １９：００ 

１２日(土） １４：００ ／ １９：００ 

１３日(日） １４：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜チケット取り扱い＞ 

■料 金（全席自由・消費税込） 

前 売 3,000 円 ／ 当 日 3,300 円 

 

■チケット発売日：２月１７日（月） 

・劇団仲間 TEL 03-3368-4623 （10：00～18：00／日祭休) 

        FAX 03-3368-6181 

http://www.gekidan-nakama.com 

・スペース・ゼロチケットデスク http://www.spacezero.co.jp 

＜お問い合わせ＞ 

劇団仲間 TEL 03-3368-4623 （10：00～18：00／日祭休） 

E-mail  info@gekidan-nakama.com 

－8－




