
団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

◇ 劇団俳協 かいけつゾロリ まほうつかいのでし 8/31 14:30 市川市文化会館小ホール 市川北 低学年

◇ 劇団風の子 風の子バザール 9/29 未定 成田市内か富里市内 成田 幼児～大人

◇ 劇団風の子中部 ギャング・エイジ 10/27 未定 千葉県教育会館ホール 千葉中央 小1～大人

◇ 諸岡塾 ビューティフルドリーマー 11/10 未定 南行徳市民センター(予定) 市川行徳 高学年～大人

◇ けんけんくじら おはなしくじらのおもちゃばこ 11/23 未定 南行徳市民センター(予定) 市川行徳 幼児～大人

◇ 青年劇場 あの夏の絵 11/24 15:00 佐倉市民音楽ホール
こどものあし
たﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 小4～大人

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

☆ ほんわかシアター トラックとらすけ 8/31 13:30 千葉市民会館小ホール 千葉北 幼児

☆ 江戸糸あやつり人形 ショ・ジョ・ジ 9/28 18:30 新習志野公民館 ならしの 小4～大人

☆ 人形劇団ののはな ともだちげきじょう 10/3 10:30 千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北 0123歳児とその親

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

♪
石川寛子　石川早苗
川瀬由紀子 012歳のためのバイオリンコンサート 8/25 11:00 八千代台文化センター 八千代 乳幼児親子

♪
石川寛子　石川早苗
川瀬由紀子 夏休みファミリーコンサート 8/25 15:00 八千代台文化センター 八千代 幼児小学生親子

♪ ざ　ちょんだらーず ざ☆ちょんだらーずライブ 11/9 未定 市川市内 市川北 高学年

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

◎ JIN OFFICE
ジン・マサフスキーの「サイレント・コメ
ディー・マジック」 9/7 18:00 八千代市市民会館小ホール 八千代 小1～大人

◎ 三遊亭遊子 落語 9/29 17:00 袖ケ浦市民会館中ホール 袖ケ浦 小1～大人

芸能・他

　　　（子ども、おとな同額）
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舞台劇

人形劇・影絵劇

音楽

●県内の子ども劇場の鑑賞会で観たい作品がありまし

●下見等については千葉県内の申し合わせ

　・役員の下見は5名まで無料

　たら直接その団体にお問い合わせください。

　・その子どもは1人1,000円

　・その他は1人2,000円
舞台
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活動 日程 　　　　　場所 主催団体

・ おやこ文庫 わっくぶっく 8/7,9/4.18,10/2.16,11/6.20 子どもるーぷ袖ケ浦事務所 袖ケ浦

・ おしゃべりほっとスペースぴよぴよひろば(0歳〜) 8/8,9/12,10/10,11/14 市川市鬼越鬼高地域ふれあい館 市川中央

・ えほんのひろば わいわいキッズ(0歳～) 8/19,9/9,10/21,11/18 市川駅南公民館 市川中央

・ 絵本とあそびのひろば わくわくキッズ(1歳～) 8/20,9/3,10/1,11/19 市川市勤労福祉センター 市川中央

・ 乳幼児とお母さんのための遊びの場　ぴっぴ 8/20,9/12,10/10,11/14 神納コミニティセンター他 袖ケ浦

・ おしゃべりほっとスペースきらきらひろば(1歳～) 8/23,9/13.27,10/11.25,11/8.22 市川市信篤公民館 市川中央

・ 乳幼児おやこサークルぴょんぴょんキッズ 8/29.9/5.19,10/3.17 市川市信篤公民館 市川中央

・ 乳幼児おやこ体験遊びアクティブキッズ 8/29,9/12.26,10/3.31,11/14.28 千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北

・ 青空保育どんぐりクラブ 9/3.24,10/1.22,11/5.26 白井市内公園他 白井

・ 幼児サークルぶらんこ 9/6.20,10/4.18,11/1.15 流山市内公民館 流山

・ 乳幼児とお母さんのほっとスペース はっぴぃスペース 9/5.19,10/17,11/7.21 千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北

・ おやこサークル クレヨンクラブ 9/10.24,10/15.29,11/12.26 行徳駅前研修室・行徳公民館 市川行徳 乳幼児の活動

・ つながる子育て ままカフェ 癒しのヨガ 9/10 子どもネット八千代事務所 八千代

・ 乳幼児のおやこリズム体操 9/12.26,10/10.24,11/7.21 千葉市子ども交流館多目的室 千葉中央

・ 幼児親子体験ひろば はぴはぴクラブ絵本講座 9/15 新習志野公民館 ならしの

・ ままんべいび 赤ちゃんとお母さんのためのコンサート 9/24 袖ケ浦市長浦公民館 袖ケ浦

・ つながる子育て ままカフェ ハンドマッサージ 10/8 子どもネット八千代事務所 八千代

・ つながる子育て ままカフェ お茶席体験 11/19 子どもネット八千代事務所 八千代

・ 子育て広場　はっぱのおうちwithおそと 毎週火・木 こどもユニットWakaba事務所 Wakaba

・ 乳幼児とお母さんのたまり場  たまごキッズ 毎週金 四街道四区集会所 四街道

・ 高学年キャンプ 8/10～12 東京都奥多摩市中茶屋キャンプ場 市川行徳

・ 第33回子どもキャンプ 8/11～14 埼玉県中津川村キャンプ場 流山

・ サマーキャンプ 8/16～18 埼玉県中津川村キャンプ場 八千代

・ 夏の交流会 8/17～19 富士吉田青年の家 ならしの

・ 子どもキャンプ 9/13～15 千葉北事務所・奥養老バンガロー村 千葉北

・ 子ども縁日打ち上げ 未定 印西市内飲食店 いんざい

・ こんにゃく座の「タング」事前ワークショップ 10/14 流山市内 流山

・ ミニいちを語ろう 10/20 行徳公民館(予定) 市川行徳

・ アフタフ・バーバンによる表現あそび 10/24 袖ケ浦市長浦公民館 袖ケ浦

・ ワークショップ 梅八さんと江戸文字の世界 10/27 印西市そうふけ公民館 いんざい

・ ワークショップ 本埜太鼓さんと和太鼓ではっちゃけよう！ 11/9 印西市本埜公民館 いんざい
ワークショップ

・ 物語と遊ぼう！佐竹美保トークライブ＆ワークショップ 11/10 市川市勤労福祉センター 市川中央

・ 表現劇遊び「まいごのこねこちゃん」劇団風の子 11/17 船橋市内公民館 船橋

きらきらわくわく情報 2019年8月～11月

講演会・学習会

高学年の活動



活動 日程 場所 主催団体

・ 親子キャンプ 8/2～4 埼玉県秩父市橋立川キャンプ場 市川行徳

・ 子どもキャンプ 8/2～5 山梨県平野田休養村 佐倉

・ 親子プレキャンプ(低高合同キャンプ) 8/4～6 東京都奥多摩市中茶屋キャンプ場 市川中央

・ 千葉大のお兄さんたちとダブルダッチをして遊ぼう！ 8/4 千葉市誉田公民館講堂 緑区

・ 子どもがつくるオリンピック広報誌 8/5,9/7 習志野市役所内会議室 ならしの

・ 流しそうめん 8/20 白井市平塚 白井

・ ドキドキ科学ワールド 8/21 千葉市内　パル☆ひろば　ちば 千葉中央

・ みんなあつまれ！夕涼み会 8/24 行徳駅前公園研修室 市川行徳

・ 流しそうめん 8/24 船橋市上山公園 船橋

・ 子どもたちの夏まつり 8/25 流山市民活動推進センター 流山

・ 大納涼祭～森で工作ショー～ 8/25 船橋市大神保キャンプ場 船橋

・ ピザがまの森オープンデー(花火・星空観察) 8/25 印西市内　ピザがまの森 いんざい

・ 月例自然遊び体験 わくわく実験 8/25 こどもユニットWakabaはらっぱ Wakaba

・ きもだめし＆流しそうめん 8/28 船橋市宮本公民館と周辺のお寺 船橋

・ デイキャンプ 8/29 浦安市少年の広場 浦安

・ 森deキャンプ 8/31 船橋市大神保キャンプ場 船橋

・ 子どもがつくるまちミニ☆いちかわin昭和学院短期大学 9/7.8 昭和学院短期大学 市川中央

・ おやこキャンプ 9/14～15 奥養老バンガロー村 千葉北

・ 小学生親子対象　運動会 9/21 習志野市香澄公園 ならしの

・ お月見どろぼう 9/22 八千代市村上興和台 八千代

・ 月例自然遊び体験 折り染め 9/22 こどもユニットWakabaはらっぱ Wakaba

・ すてきなガラス細工つくり 9/29 あすみが丘プラザ工作室 緑区

・ ピザがまの森オープンデー(栗拾い) 9月中旬 印西市内　ピザがまの森 いんざい

・ 子どもがつくるまちミニいちかわ2019 10/5.6 行徳駅前公園 市川行徳

・ みんながつながるふれあいハロウィン2019 10/9.22 原木中山駅周辺、大洲防災公園周辺 市川中央

・ 秋キャン 10/12～13 佐倉市岩名青少年センター 佐倉

・ お月見会 10/14 白井市内公園 白井

・ みんなあつまれ！ハロウィン 10/19 行徳公民館(予定) 市川行徳

・ ハロウィーン 10/26 白井市清水口小学校近辺 白井

・ 月例自然遊び体験 ウォークラリー 10/27 こどもユニットWakabaはらっぱ Wakaba

・ みんなでドローンを飛ばしてみよう 10月日にち未定 千葉市内 緑区

・ 親子キャンプ2019 11/2～3 千葉県立君津亀山少年自然の家 八千代

・ 秋のデイキャンプ 11/4 佐倉市草ぶえの丘 千葉中央

・ 小学生あつまれ！クッキング 11/9 行徳公民館(予定) 市川行徳

・ 月例自然遊び体験 うどんつくり 11/17 こどもユニットWakabaはらっぱ Wakaba

・ わんぱく広場 11/24 行徳南部公園(予定) 市川行徳

・ 放課後子ども教室「出会い・体験・夢ひろば」 毎週水・金 四街道四区集会所 四街道



対象：小学校高学年～大人　参加費未定

主催/(特)市川子ども文化ステーション中央地区

8月25日(日)15:00～16:00 八千代台文化センター

Tel&Fax 047-424-0851

主催/(特)市川子ども文化ステーション行徳地区

(終了後茶話会予定)　船橋市内公民館

11月17日(日)15:00～16:00

場所：四街道市文化センター大ホール

親子ペア5,500円(親子ペアに追加の子2,000円/1人)

8月31日(土)14:30開演 市川市文化会館小ホール

Tel.043-487-1655(NPO佐倉こどもステーション内)

対象：小学4年生～大人

主催/千葉北おやこみるあそぶ会

Tel.047-332-3024

対象：幼児～大人　参加費：500円程度(未定)

材料費：300円(２日間有効)

10月9日(水)、22日(火)

9月29日(日)17:00～18:00

場所：袖ケ浦市民会館中ホール　対象：小学生以上

11月10日(日)時間未定　南行徳市民センター(予定)

対象：幼児から小学生の親子、中高生、青年、大人

参加費：親子ペア券2,800円をファミリー応援1,500円で

対象：乳幼児親子　参加費：大人1,500円

10月３日(木)10:30開演

8月4日(日)～6日(火)奥多摩中茶屋キャンプ場 10月14日(月祝)時間と場所未定

Tel.047-332-3024

対象：小学生以上参加費ひとり3,500円

Tel.047-395-7670

参加費：大人3,000円、親子3,500円、

主催/(特)市川子ども文化ステーション行徳地区

kita@kodomobst.orgかTel.047-339-7744

Tel.047-395-7670

対象：幼児～小2の親子　参加費：ひとり300円　

場所：印西市そうふけ公民館視聴覚室

主催/(特)船橋子ども劇場

11月24日(日)10:00～15:00

場所：行徳南部公園(予定)

主催/(特)市川子ども文化ステーション行徳地区

対象：0歳～大人　参加費：無料

11月24日(日)15:00～16:55

10月27日(日)14:00～15:30

対象：小学生以上の親子　参加費：ひとり500円　

Tel.047-332-3024

11月9日(土)1部10:00～ 2部13:00～

材料費：500円(1日につき)

場所：佐倉市民音楽ホール

対象：小学生以上の親子　参加費：親子1,800円、

9月7日(土)、8日(日)

主催/(特)市川子ども文化ステーション中央地区

小学4年以上ひとり参加の場合1,000円

Tel.0476-46-6287

主催/(特)いんざい子ども劇場

場所：印西市本埜公民館音楽室

主催/子どもネット八千代マンドリンクラブ047-486-4699

子ども・学生1,500円、障がい者1,000円

主催/こどものあしたプロジェクト

9月18日(水)18:00開演 八千代台ライブカフェ凡

対象：小学1年〜18歳まで

～0番線の汽車に乗って～四街道駅ものがたり

8月31日(土)、9月1日(日)13:30開演

場所：行徳駅前公園　対象：4歳～18歳

場所：原木中山駅周辺・大洲防災公園周辺

Tel.090-7205-5204(羽鳥)

主催/四街道市民ミュージカル実行委員会

対象：小学生～大人

主催/(特)市川子ども文化ステーション北地区

Tel.047-395-7670

10月5日(土)10:00～15:30、6日(日)10:00～15:00

対象：幼児～大人　参加費：3歳以上３,000円

主催/(特)市川子ども文化ステーション中央地区

Tel.047-332-3024

Tel.090-9157-3521(大越)

主催/(特)子どもネット八千代047-486-4699

大人2,000円　小中高生・障がい者1,000円

対象：幼児小学生親子　参加費：3歳以上2,000円

11月10日(日)10:00～14:30対象：0.1.2.3歳児とその親

場所：千葉市小中台地域福祉交流館

市川市勤労福祉センター大会議室(予定)主催/(特)子どもネット八千代047-486-4699

8月25日(日)11:00～11:40 八千代台文化センター

対象：幼児～大人　参加費：500円(予定)

対象：幼児～大人　参加費未定

主催/(特)流山おやこ劇場

参加費：大人1,300円、子ども800円

主催/(特)市川子ども文化ステーション中央地区

主催/(特)子どもるーぷ袖ケ浦0438-63-2850

Tel.04-7152-0446

参加費：幼8,000円、小中高9,000円、大人18,000円(予定)

※(特）は特定非営利活動法人を略しています

※参加申込、場所、参加費、時間等の問合せは

各主催団体にお願いします。





団体名 Ｔｅｌ. 団体名 Ｔｅｌ.

● ＮＰＯ法人　流山おやこ劇場　 04-7152-0446 ● みはま舞台芸術を楽しむ会～子どもから大人まで～ 080-1138-1635

● ＮＰＯ法人　市川子ども文化ステーション 047-395-7670 ● NPO法人　こどもユニットWakaba 043-232-0045

● ＮＰＯ法人　市川子ども文化ステーション中央地区 047-332-3024 ● 千葉北おやこみるあそぶ会 043-250-4120

● ＮＰＯ法人　市川子ども文化ステーション北地区 047-339-7744 ● ＮＰＯ法人　緑区子どもサポートセンター 043-377-8490

● ＮＰＯ法人　市川子ども文化ステーション行徳地区 047-395-7670 ● ＮＰＯ法人　千葉中央おやこ劇場 043-251-0142

● 浦安子ども劇場 080-6651-9175 ● ＮＰＯ法人　四街道こどもネットワーク 043-423-5381

● ＮＰＯ法人　船橋子ども劇場 047-424-0851 ● やちまたおやこ劇場 043-442-0084

● ＮＰＯ法人　ならしの子ども劇場 047-451-3676 ● ＮＰＯ法人　子どもるーぷ袖ケ浦 0438-63-2850

● 白井子ども劇場 047-491-2163 ● ＮＰＯ法人　いちかわ市民文化ネットワーク 047-711-8813

● ＮＰＯ法人　ＮＰＯ佐倉こどもステーション 043-487-1655 ● ＮＰＯ法人　子育てネットワークゆっくっく 04-7129-8089

● ＮＰＯ法人　子どもネット八千代 047-486-4699 ● 千葉県子ども核廃 047-457-2065

● ＮＰＯ法人　いんざい子ども劇場 0476-46-6287 ● ＮＰＯ法人　子ども劇場千葉県センター 043-301-7262

● ＮＰＯ法人　子どもプラザ成田 0476-29-1387


