
団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

◇ 劇団風の子 とんからり 4/10 14:00 宮本三百人劇場 船橋 幼児～大人

◇ リーディングユニット５つのぽけっと ３びきのかわいいオオカミ他 5/22 13:30 行徳文化ホールI&I大会議室 市川行徳 幼児～低学年

◇ 劇団うりんこ きみがしらないひみつの三人 7/3 15:00 勝田台文化センター 八千代 幼児～小学生

◇ 劇団鳥獣戯画 ありこさんの紙芝居ミュージカル てじ 7/3 未定 未定 四街道 幼児～大人

◇ 演技集団 朗 Sky ～あの空の向こうに～ 7/24 17:30 千葉県教育会館ホール 千葉北・中央 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

☆ 劇団かかし座 分福茶釜 4/24 14:00 市川市グリーンスタジオ 市川中央 幼児～大人

☆ 人形芝居 燕屋 グリムのかばん 6/4 未定 未定 市川北 幼児～大人

☆ 人形劇団とんと どろぼうがっこう 6/5 未定 千葉県教育会館ホール 千葉中央・北 幼児～低学年

☆ 人形劇団ひとみ座 9月0日大冒険 6/25 14:30 全日警ホール 市川 低学年

☆ 人形劇団ひぽぽたあむ チップとチョコ 6/25 11:30 未定 成田 3歳～小3

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

♪ ロバの音楽座 カテリーナ古楽合奏団「中世・ルネサンス音楽会」 4/17 18:00 全日警ホール 市川 小4～大人

♪ 高嶺紀子＆荒川銀龍会 S・T・A～至福の時をあなたに～ 5/7 17:00 全日警ホール 市川北 幼児～大人

♪ ビタシカオフィス アフリカンパーカッションコンサート＆ワークショップ 5/22 14:00 四街道市文化センター 四街道 幼児～大人

♪ kajii 食器は歌う 7/9 14:00 プラッツ習志野市民ホール ならしの 3歳～大人

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

◎ マジックファクトリー アンディ先生のマジック＆イリュージョンショー 4/23 17:00 流山市生涯学習センター 流山 幼児～大人

◎ 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3「キエルセルマゴ」 5/7 18:00 プラッツ習志野市民ホール ならしの 小4～大人

◎ 蒼い企画 いつでもどこでもびりとブッチィー 5/14 2st 時間未定 市川市文化会館大会議室 市川中央 低学年

◎ マジックファクトリー アンディ先生のマジック教室 6/4 14:00/17:00 浦安市民プラザWave101大ホール 浦安 4歳～大人

◎ マジックファクトリー 大人気！アンディ先生の【まじっくしょー！】 6/5 15:00 東部公民館 船橋 幼児～大人

◎ おおまる企画 ヘルシー松田パントマイムソロライブ 未定 未定 行徳文化ホールI&I(予定) 市川行徳 高学年

◎ 空転軌道 音と空間のジャグリング 7/10予定 未定 市川市文化会館大会議室 市川中央 幼児～大人

●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

芸能・他

　　　（子ども、おとな同額）

第99号別冊 <2022年4月～7月>

舞台劇

人形劇・影絵劇

音楽

舞台
なま情報
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