
舞台
なま情報

●県内の子 ども劇場の鑑賞会で観たい作品があ りまし

たら直接その団体にお問い合わせください。

●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
。その子 どもは1人 1,000円

・その他 は1人 2,000円

(子 ども、お とな同額 )
〇畠曰

弔72号別冊 く2014年5月～7月〉

舞台劇
団体名

◇ 劇団あとむ

◇ 劇団俳協

◇ 劇団鳥獣戯画

◇ 劇団むう

作品名

あとむの時間はアンデルセン

おれたち、ともだち :

狂言ミュージカル 入間川

ぶたさんとねずみさん

日程  開演時間

5/11     14:00

7/5  未定

7/12    14:00

7/12    15:00

場所

行徳文化ホールI&

市川市グリーンスタジオ

浦安市民プラザWave101

イオン稲毛文化ホール

主催団体  観客対象

市川行徳 幼児～大人

市川北 幼児～大入

浦安  幼児～大人

千葉中央 低学年

☆ 人形劇団どむならん

☆ くゎえ・ぱぺっとステージ

☆ よろず劇場とんがらし

☆ 劇団かかし座

☆ 人形劇団ひとみ座

☆ ひと組

☆ ひと組

影絵劇
作品名

いかりのギョーザ

ら、くろうばうやと月夜のぼうけん

ごんぎつね

魔法つかいのおとぎばなし

賢治のカバン

さんさん劇場

さんさん劇場よせ鍋寄席

形劇・
団体名 日程  開演時間

5/25    13:30

6/1     11:15

7/5     17:00

7/6     13:30

7/12    18:00

7/12  未定

7/12  未定

場所     主催団体

イオン稲毛文化ホール   千葉北

白井市冨士センター    白井

船橋市高根台公民館   船橋

習志野市民会館     ならしの

八千代市市民会館小ホール ノヽ千代

日吉合コミュニティーセンター (予 定 )力支田

日吉台コミュニティーセンター(予 定)'文田

観客対象

幼児

幼児～小低学年

全年令

幼児～小低学年

小学生以上

幼児～小低学年

小4以上

♪

♪

♪

♪

立
日

団体名          作品名

和太鼓集団KOGMIX ハレとケ

左手のビアニスト嗜内威雄 左手のピアニスト・智内威雄

ロバの音楽座    ポロンポロン

ロバの音楽座    森のオト

日程  開演時間

5/17    15:00

6/29    13:30

6/29    11:00

6/29    14:30

場所

八千代市市民会館小ホール

四街道公民館

袖ケ浦市民会館

袖ケ浦市民会館

主催団体  観客対象

八千代  幼児～大人

四街道  幼児～大入

袖ケ浦  o123才 とその保護者

袖ケ浦  3才～大人

0他能

跡

士
バ

◎ スタジオエッグス

◎ 松元ヒロ

◎ だるま食堂

◎ マーガレットー家

作品名       日程

ダメじゃん4ヽ 出ソロライブ      5/24

松元ヒロ・ソロライブ        5/25

だるま食堂の日常音楽コント「暮しの卜長帖」 6/22

たつちやんの紙芝居        7/19

開演時間      場所

19ЮO 市川市文化会館小ホール

19100  佐倉市志津コミュニティーセンター

18ЮO  イオン稲毛文化ホール

未定  佐倉市旧増田邸

主催団体  観客対象

市,l!北  小学生～大人

佐倉  中学生以上

千葉西  小4～大人

佐倉  3才 以上



さらきらわ<わ <情報 2014年5月～7月

日程 場所      主催団体

母と子 (早L幼児)のほつとスペース はっぴぃすペーす  5/1.150/5.197/3,17 千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北

乳幼児とお母さんのたまり場 たまごキッズ   5/2,9,16,23,306/6,13,20,四 街道市四区集会所    四街道
277/4,11,18

おしやべりほつとスペースぶらつとhome    5/7,14,21,286/4,11,19,25市川市大野地域ふれあい館 市川北
7/1,8,15,22,29

5/8,226/5,197/10,24

5/8,256/12,267/10,24

5/8,266/12,237/3,14

5/9,236/13,277/11,25

5/9,236/137/4,11

5/9,23

5/13,276/10,247/8,22

5/13,276/10.24_7/8

5/13,206/3,17

5/15,296/12,26,7/10

5/15,296/12,267/1

5/156/197/17

5/196/2,167/7

5/206/10,247/1,15

5/22

5/236/13.277/11

5/276/3,247/8,19

5/286/25

毎週火・木

毎月 12回 月曜

市川市信篤公民館 市川中央幼児サークル ぴよんぴょんキッズ

1才半～幼稚園前の幼児とお母さんの活動アクティブキッズ

入園前の親子のあそびの場 ぴつぴ

幼児サークル わいわいキッズ

親子クラブプレンジ

幸L幼児サークルのびのびキッズ福祉館

幼児サークル わくわくキッズ

幼児サークル クレヨンクラブ火曜日コース

季L幼児サークルのびのびキッズえべす

幼児サークル クレヨンクラブ木曜日コース

1～ 2才親子ワークショップ ミユぴょんぴょん

手L幼児とママのための小さな居場所 ほわりん

おしゃべりほつとスペースこ―ひ一かつぷ

2～ 3才親子ワークショップ ぴょんぴょん

手L幼児とママのための体験と交流のひろば
ままんべぃび 親子でリトミック

幼児サークル ぶらんこ

幼児サークル どんぐリクラブ

親子体操&てあそびうた

子育て広場 はつぱのおうち

幼児の親子遊び(7月 は流じソーメン)

千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北

主に神納コミュニティーセンター 袖ケ浦

市川市駅南公民館

市川市曽谷公民館

成田保健福祉館

市川中央

市川北

成田

成田市江弁須区民館

市川市行徳公民館

成田

市川行徳

八千代市市民会館リハーサル室 ノヽ千代

袖ケ浦市代宿児童館    袖ケ浦

市川市菅野公民館     市川北

八千代市ふれあいプラザ   八千代

袖ケ浦市長浦公民館    袖ケ浦

流山市市内公民館     流山

白井市市内公民館     白井

習志野市屋敷公民館     ならしの

こどもユニットWakaba事務所  Wakaba

人街市キヤンプ場      やちまた

市川市勤労福祉センター   市川中央

市りi:市行徳駅前公園研修室  市川行徳

乳幼児の活動

未就園児と親のワークショップ おやこリズム体操

未就園児と親のワークショップ おやこリズム体操

永野むつみさん講演会 感動すること,育つこと

嶋村仁志さん学習会

劇団かかし座による影絵あそびワークショップ

5/9,15

5/23,29

5/22

6/12

6/21

千葉市文化センター     千葉中央

千葉市きば―る子ども交流館 千葉中央

八千代市市民会館     八千代

千葉市民会館       県センター

1回 目 新習志野公民館 2回 目

東習志野コミュニティニセン  ならしの

ター

講演会・学習会

ワークショップ



活動      ‐

・ 木工で素敵なアイテムを 1

・ 放課後子ども教室 出会い体験夢ひろば

・ おまつり 、ヽわふわうちゆうフェスティハ
゜
ル

|きらきら春の夢ひろば

・ あそびの会いも苗植えといかりのギョーザスープ作り

・ くばた☆まさとさんわくわく工作ショー

ロママたちのエアロビクラブシェイタ  |

・ ぐんぐんキッス
゛
応援団宝さがし段ホ

・―ルすべり

・ バザーまつり

・ 段ボールあそび

:地引き網          ‐

・ 忍者修行

・ 放課後子ども教室 出会い体験夢ひろば

・ 親子キヤンプ

ロデイキャンプ

ロデイキャンプ

ロわくわく子どもフェスティバルhそでがうら

・ こどものまち スマイルグリーンシティ

F放課後子ども教室 出会い体験夢ひろば

・ クラフト飛行機をつくつて飛ばそう

・ 子ども縁日

・ めざせ森の料理人

・ デイキヤンプ

ロ会員交流活動 あそばの会

5/9,14,16,21,23,28,30四 街道市四区集会所

5/10(予 備日11)市′:I市大洲防災公園

場所

千葉市誉田公民館

船橋市本町通り

千葉市100万本こもれびの里

流山市生涯学習センター

印西市アルカサール中庭広場

南房総市岩井海岸

佐倉中央公民館=堀田邸

四街道市四区集会所

印西市 ピザがまの森

船橋市立大神保青少年キヤンプ場

船橋市立大神保青少年キャンプ場

袖ケ浦市民会館

千葉市あすみが丘バーズモール

四街道市四区集会所

野田市立東部小学校校庭

印西市アルカサール中庭広場

千葉市昭和の森

市

":市

内公園、江戸川河川敷等

流山市市内公民館

‐ 5/25

5/31

6/1

0/4,6,11,13,18.20,25,27

6/14～ 15

6/22

6/29

6/29

6月 上旬

7/4,11,18,25

7/5

7/19

7月上旬

7月 未定

毎月1～ 2回

主催団体

緑区

四街道

市川中央

船橋

千葉北

流山

市川北

成田

市川行徳

いんざい

いんざい

佐倉

四街道

いんざい

船橋

船橋

袖ケ浦

緑区

四街道

野田

いんざい

緑区

市川行徳

流山

日程

5/6

5/10

5/11

5/14

5/16,306/6,207/4,11市 川市曽谷公民館

5/17 成田市赤坂公園

5/13(予 備日25)市川市行徳駅前公園広場

いろいろ体験活動

このア ドカードが必要な方は子どもZll場千葉県センターにご連絡<ださい

あなたをひとりにしない。させない !「ママババライン」

てママババラインちfJJ.① ヅ

子どもをもつママ・パパ・家庭の子育ての悩みや不安な気持ちを電話でお聴

きします。なまえ住所などはおききしません。安心してゆつ<り おはなし

ください。電話だからこそ何でも言える。気軽にダイヤルを !

一手

後援:文部科学省・厚生労働省・黙務省



子どもと文化 イベン ト情報

◆ いも苗植えと

「いかりのギョーザ」スープ作り

5月 11日 (日 )10:30～
場所 :千葉市100万本こもれびの里

対象 :幼児～大人

参力0費 :800円
主催/千葉北おやこみるあそ6ヽ会

Tel.&Fax 043-241-1142

くばた☆まさとさんワクワクエ作ショー

5月 14日 (水)①13:30～ 14:10

②15:∞～15:40
場所 :流山市生涯学習センター

対象 :幼児親子

参加費 12才～大人、1人 1,∞0円

主催/(特 )流山おやこ劇場

Te1 04-7152-0446(090-7175-6318)

和太鼓集団KOGMiX
特別/Ak演

「ハレとケ」
八千代高校鼓組OBによる禾0太鼓公演

5月 17日 (上 )15:00～
場所 :八千代市市民会館小ホール

対象 :幼児～大人

参加費 :1,000円

主催/(特)子どもネット八千代

Te!.047～ 486-4699

松元ヒロ・ ソロライプ
5月 25日 (日 )19:00～
場所 :志津コミュニティーセンターホール

対象 :中学生～

参力0費 :1,500円

主催/(特 )NPO佐倉こどもステーション

Te1 043-487-1655

◆ 上映会「 生まれる」

6月 6日 (金)①l l100～

②14:00～③19:∞～

場所 :松戸市民all場

対象 :幼児～大人

参力0費 :大人1,200円

小中学生600円 未就学児 無料

主催/(特)子どもつとまつど

Tel.047-344-2272

◆ l18村仁志さん (lPA日本支部

TOKYO PLAY代表)学習会
～子どもの権利委員会「子どもの権利条約

第31条」に関するジェネラルコメント

から学ぼう～           ◆

6月 12日 (木)10i30～
場所 :千葉市民会館特別会議室

参加

『

1人 1,0∞円

主催/(特 )子ども劇場千葉県センター

Tel.043-301-7262

◆ 劇団かかし座による

影絵あそびワークショップ
6月 21日 (■)① l Oi00～ 11130(予定)

新習志野公民館

②15:∞～16:30(予定)東習志野

コミュニティーセンター

対象 :幼児～小学校低学年    ◆

参加費 :未定

主催/(特)ならしの子ども劇場

Te1047-451-3676

:※ (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。        :

◆ わ<わく子どもフェスティバル

inそでが うら

(第 10回子育て応援メッセ)

～おいでよ !あそびの森べ!!～

鑑賞、ワクショッフ
゜
、体験、講座、

情報発信など盛りだくさん

6月 29日 (日 )9:45-16:00
場所 :袖ケ浦市民会館

対象 17t幼児～大人

参加費 :無料 (参加費や材料費が
必要なコーす―もあります )

主催/(特)子どもる一′S袖ケ浦

Te10438-63-2850

子ども縁日&お宝流 し

子どもが自分で考えて出店、

お店は現金でのやり取りです

&竹のそうめん台に野菜やお粟子、

スニノヾ―ボールなど流します

7月 19日 (土)時間未定

場所 :印西市アルカサール中庭広場

対象 :乳幼児～六人

参加費 :無料 (お宝流し参加者は

子ども1人 100円 )

主催/(特)いんざい子ども濠」場

丁e10476-46-6287

まめつこフェスティバル
7月 21日 (月祝)時間未定

場所 :野田市野田公民館

対象 :事L幼児の親子

参加費 :親子500円
主催/まめっこフェスティバル実行委員会

間含せ/(特)野田子ども劇場

Tel_04-7124-8419

◆

◆

◆

O④黎③O④⑬⑬o①黎③o⑤⑬③O④黎③O④⑬③O④黎

団体名

●  NPO法 人 野田子ども劇場

●  NPO法 人 流山おやこ劇場

●  NPO法 人 市川子ども文イじステーション

●  NPO法 人 市サ1子ども文化ステーション中央地区

●  NPO法 人 市り1子 ども文化ステーション北地区

●  NPO法 人 市川子ども文化ステーシ ョン行徳地区

O NPO法 人 子どもっとまつど

●  浦安子ども慮」場

●  NPO法 人 船橋子ども劇場

●  NPO法 人 ならしの子ども劇場

●  白井子ども劇場

●  NPO法 人  NPO佐 倉こどもステーシ ョン

●  NPO法 人 子どもネ ット八千代

●  NPO法 人 いんざい子ども劇場

● NPO法人 子どもプラザ成田

団体名

● 千葉西おやこ劇場

● NPCl法 人  こともユニ ットWakaba
● 千葉北おやこみるあそぶ会

●  NPO法 人 緑区子どもサポー トセンター

●  NPO法 人 千葉中央おibこ 劇場

●  NPO法 人 四街道こどもネ ッ トワーク

● やちまたおやこ劇場

● 長生茂原おやこ劇場

● NPO法 人 子どもる―′ざ袖ケ浦

O NPO法 人 いちかわ市民文化ネ ットワーク

●  NPO法 人 子育てネッ トワークゆっくつく

● NPO法 人 里出会

● 千葉県子ども核廃

●  NPO法 人 市原市こどもセンター

●  NPO法 人 子ども劇場千葉県セ ンター

Tel
04-7124-8419
04-7152-0446
047-395-7670
047-332-3024
047-339-7744
047-395-7670
047-344-2272
080-6651-9175
047-424-0851
047-451-3676
047-491-2163
043-487-4655
047-486-4699
0476-46-6287
0476-29-1387

Tel
千
葉
県
内
子
ど
も
と
舞
台
芸
術

・
文
化
団
体

一
覧

043-272-1416
043-2320045
043-241-1142
043-308-4436
043-251-0142
043-423-5381
043-442-3257
0475-22-3000
0438-63-2850
047-339-7809
04-7129-8089
047-482-4613
047-457-2065
0436-22-5033
043-301-7262


