
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 小さい劇場～ぞうのエルマー～ 4/4 10:45 根形公民館多目的ホール 袖ケ浦 乳幼児〜低学年

◇ 劇団なんじゃもんじゃ ベッカンコおに 4/10 14:00/18:00 全日警ホール
市川中央・
北・行徳 新小1～大人

◇ アフタフ・バーバン ぐぅちょっぱっ劇場！ 5/5 11:15/13:45 千葉市民会館小ホール 千葉北・中央 幼児

◇ 劇団風の子 スクラム☆ガッシン 5/8 17:00 船橋市民文化ホール 船橋・ならしの 幼児～大人

◇ 劇団風の子 小さい劇場〜まるさんかくしかく～ 5/16 11:30/14:00 成田中央公民館 成田 2歳～未就学児

◇ 劇団風の子 小さい劇場〜まるさんかくしかく～ 5/23 11:45/14:30 南行徳市民センター 市川行徳 幼児～大人

◇ 劇団ドクトペッパズ ダンボーレ！ 6/12 16:00 浦安市民プラザWave101 浦安 4歳～大人

◇ オフィス・アートプラン ミュージカル「すてきな三にんぐみ」 6/12 14:30 勝田台文化センター 佐倉 幼児～大人

◇ オフィス・アートプラン ミュージカル「すてきな三にんぐみ」 7/11 14:00/17:00 全日警ホール
市川中央・
北・行徳 幼児～大人

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

☆ 人形劇団ひとみ座
しのざきあきテーブル人形劇
「３びきのこぶた」 4/18 11:00

市川市男女共同参画セン
ター研修ホール 市川北 幼児～大人

☆ ほんわかシアター 三びきのやぎのがらがらどん 4/29 11:00/14:30 千葉市民会館小ホール 千葉北・中央 幼児

☆ 人形劇団むすび座 トッケビ～鬼ヶ島と呼ばれた島～ 6/5 18:00予定 千葉県教育会館ホール 千葉中央・北 小4～大人

☆ 人形劇団むすび座 チト　みどりのゆびをもつ少年 7/10 18:00 流山市文化会館大ホール 流山 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

♪ ビッグホーン・ミュージック おもしろミュージックランド 4/10 14:00 八千代市市民会館小ホール 八千代 幼児・小学生

♪ 石川寛子.川瀬由起子 0.1.2歳児親子のためのクラシックコンサート 7/3 10:30 勝田台文化センター 八千代 乳幼児

♪ イッツフォーリーズ あつまれ！なぞとキッズ 6/27 11:00
市川市男女共同参画セン
ター研修ホール 市川中央 幼児〜大人

♪ イッツフォーリーズ あつまれ！なぞとキッズ 7/10 14:00予定 千葉市民会館小ホール 千葉北・中央 幼児

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

◎ ラストラーダカンパニー ぷれみっくすのコメディ・シアター 5/9 18:00 八千代市市民会館大ホール 八千代 幼児～大人

◎ マジックファクトリー アンディ先生のマジック教室 7/4 未定 未定 成田 3歳～大人

◎ NPO法人ECO体験工房 らんま先生のECO実験教室 7/4 14:00 四街道市文化センターホール 四街道 幼児～大人

◎ けん玉座 けん玉公演～遊びから学ぶ～ 7/11 10:30/14:30 印西市立中央公民館講堂 いんざい 3歳～大人

芸能・他

　　　（子ども、おとな同額）

第96号別冊 <2021年4月～7月>

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 

なま情報 
 



�� �� ������� ��	


������������������� ����  !"�#� $!#�%��&!&����"'()*+ ,-./

�0123456789:;<;<���=>?@A ��#!"���!#��!&�# ,-,BCDEFGH� ,-./

�IJKL�M601N:;O<PO< ��&� �!"��Q!#� ��#!&�&! �IJKL�MRSTUV� RST

�IWXYZ���������[�[789=\?]A ��̂!"�#!#��$!&�̂ _`_abcde3f+ ,-./

���6���g�h
i ��̂�  !"��%� &!#�%��&!&����"jk�LIJKlm+ng�o pq./

���2�rs�6tu6v56���O� ��̂!"��%!#��$!&�̂ wxyz{|}~FGH�� RST

�IWXYZ�������:j�j�789=>?]A��Q� %!"���� ̂!#���� "!&�Q'()*+ ,-./
������

��������:���G��� ���%� &!"���� "!#�̂�  !&�#����)���� ,-��

���2�rs�6tu6v56���O� ��̂!"��%!#��$!&�̂ wxyz{|}~FGH�� RST

�����IWX��������=\?]A ���"!"� $!#��&!&��" ,-,BCDEFGH� ,-./

���6�I6���23456� ���Q!"��&!#� � ���6�� =m¡���¢�UV�Am¡

�£¤¥W:J�¦§��� �� $!"�� � #!#���  !&�#��%¨©,ª)�« ¨©

�IWX¬��O®6��  °̄±²�42 ³´µ�¶ �JK·|�̧ ¹º»º¼ºUV�½�O® ¾¿À¿Á¿

ÂÃÂÃÄÅÄÅÆÇ ÈÉÈÊËÌÍÎÏÍ

ÐÑÒÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞÖßàáâãäÖåæçè×éêëÝâìéíîïÝðñÑò
óôõö÷øïçùÝßàéÑñöúûçùÝüýôþöÿ�é��ïç��ã��æ��	
�
��ï���Ý�òóôõãßàåæ	ïç�ÿ�×����Ý��������åã���Ý
�����æ û×!ï"�ã�åæÝß#ö$û�%&åæç×�'(��	
�Ó)ö*+,
-./01ã åæÝ2ÓÔö��åæçØÙÚÛè34�ù	
�
�56ô789:;�Ü<=>?@ABC.D�ÜEFGHã�Iö�ù	ïçãÝJKL×Mø
�NO×P.DÝQ�èRëST.D×6ô789:;ÜUV×WX��éYXéZ[�\ïÝ]
^áâ_ùßà��	ïç�ÞÖÝÕÖé`açÑÒÑÒÓÔ×bcdY4ÜÝEefPfg�ÝÑÒEÓÔ
fefhÒg×ihj�
ãÝkülmnoïçÓ×pq�Ü���ïr���



�� �� �� ���	


������������������� ��� !�"!�#!�$%&�'!�(�)�*+,�-.*/0�12��-.


3456789:;<= &�''! �$!>�'' ?��5@ABC12� BC


D�EF�GHIJ6KL�M &�'' NOPQCRST UV


W?XY.Z[\��]	^ _̀abcadce_cef�Igh� ijPklmnopVC�q I�rI


stsu*vIw &�'# ijPxyAz\�{�|}p�I�rI


��\~� &��& ����R� ��


�u��~\hM _̀ef�� ��12��P�PxR�
�� P���


5�4J4�������� &��$ ����R� P���


����65 &��$ �� ��


*�I���  &��$ �� BC

¡¢¡¢£¤¥¦ 
�§	^  �'%"� %>��& ¨YPx©ª«¬®¨Y�¯°±²BC


³ °́́ µ4µ6]¶q+M  ��� QC·¸¹�ºwT UV


»¼½?��¾¿���\~��À°65@Á4  ��� ÂÃÄPÅÆR��Ç�² ÂÃÄ


È�ÉÊ�{X�Ëq+ "��> È�ÉÊ�{��65� ÌNÍ


ÎÏÐ(Ï�ËqMÐ?���4Ñ\~� "��> ÒÓÔPSwT ÒÓÔ


�ËÕ�Ö������M×�ËÕ	^M >�'> Ø�Ù¯4± P�ÅÆ


(�)XÚÛÎ	^ ÜÝ IÞ(PÚÛÎ��|}p� UV


ß�à�È�áâã]äå bÝ ß]QCRST UV


»¼½?��¾¿ÐæwI
	^
çèéê ëìí
î ÂÃÄÂVïw� ÂÃÄ

?���]ê]?ðÏñòó�w &�' %"�� (�)�*+,�-.*/0�12��-.

ôõö÷øùö úûüýþÿ�?L��I�,���  �"!$ (�)�*+,�-.*/0�12��-.

������	 0�
�?�\I���,��  �' NOPZ[�6°4À°à3a NOÅÆ

����4����5����ü]I+�Î�� "�'� ÅÆ��p��-T I�rI



�

�

��������	
��	�������������������


������������� !"#

$%&'()*+,-./012345

67��89:�:8;�<=>=

?@ABCDEFGH?

I/JKKLMNOPQRSTUVWXY

.Z[\]^_`2345

VW[abcd*

efghi5jkl3
jm5ni3ol5pqr�stu

pvwxy��@z{G�|}�~�#

�'��������)����

$%&'()*+,�5����

67��89:�9=:��:�;

���*+,B�����

�����'�)������?�����
���,����""�  #

¡¢£[���¤¥�����¦i§¥����

¨©ª&«+,�¬®j{¯X°±

$%&'()²³�x«-.

67��89�<;>;�:8:=

VW[bc?��

����'�)������́ µ

I/JK_`nh¶5·¸¹ºO»%XY

¼½¾O¿�*+,pÀÁÂÃÄ ÅJÆÇX)

/0K}È5���É�¡¢£ÊË

]�«�Ì]ÍÎÌÏÐ�~�p�ÑÒ��ÓÔ

Õ��Öj�×#

ÖjB�Ôd�GØ��Ó+��ZB,ÙG

�Ú-ÔstpÛÜÔ�,{ÝÞßÔ

¡¢£[àáÌâãËä'å�Xæçèw)

.Z[²³K_`éê�ë5F

�Ú-Oì�íî��ïðñòóô#

õö÷nSÔøù�úp�û���?¤����

ü��ýÈÅþÿ��5��3Ôi5jP��+

I/JKKLMNOPQRSTUVWXY

$%&K�*+,_`h�5��3��	

VW[abcÔ
��ÓÕpâ�Ô

VW[ù�?��'¤����.y�)

�����¢Ó²³pwp�µ��#

.Z[I/JKKLéê�ë5F

¡¢£[ÊË'�ÛqËp�5�5Ø��)

��[���¼!�'����� !

��"�Ó����#�«Óu�}~�#

¡¢£[*+,¤¥�������ù¥�����

d*�¼�ü�Ä��$���#

.Z[���KLéê

67��89<�::%�<<99

&'(3)Hif�*p+,�-@B�.ÅH/

VW[bc?��

�~În0Z�+��}}�~1�#

.Z[23Kt4567�	]�È

.Z[89:Û�;

��¤ù�'�)�ù<?

$%&'()*+,®jI/J

*+,G,=>>n??n@Ap*B�

õöSú������?�û���

���~��Â C�,DE#

F³GHp�}I,JKGLM�#N��#

O5kýíÔ�()3PÔQ)5FRóÔ

$%&'()JST«+,®jU5ÿ

�V���~�]�ÈpWXB �Y<Z�#

]üÌ[üG\]��'��&��)#

���^���ù����_

�`	)l3�gi2345MNa

bÁ1cGB��yde�fuØ�~�"#

67��89<�9�>�9>%%

¡¢�,h4®f,¼gBh�iu.Å#

§����'�)���§�́ .������́ µ

VW[bcd*Ô
��Ô���Ô��

67��89:��>:�=��8

�����'�)�����?�û���

.Z[��jë5F

§�¤§�'�)�����?�¤���

VW[�ðk�¡¢£ÊË

��ù�'�)���ù�́ µ

»%&'()K�*+,_`h�5��3

lmRÔnØÕí�+#
oZ8#

VW[bc�i'bc�â�pq)

VW[bc?��

rsptu�rvBýw#"}xÔ

67��89<�9�>�9>%%

$%&'()K�*+,_`h�5��3�`�	

.Z[��jë5F

$%&'()K�*+,_`h�5��3

�����'�)¤y�µ&<z{�

VW[ù��id*ù�|

$%&K���}�~.�8�!é

$%&'()"��"*+,-.

$%&'()*+,®jI/J

���^���ù����_

§���'�)��'�)¤§'�)Ô¤�'�)p"�CÁ

*+,�8�!G��Ó�����~�"#

�ó#�������N�#

-O��MÝ,�MÝ¤�ïðñòóô#

67��89<�::=�:8=9

$%&'()K�*+,_`h�5��3

§�¤��'÷n�)�����?�����

¡¢£[���¥�����*+,ÊË

¡¢£[*+,�¥�������¤¥����

��De�3���*Ô�i���v�*

¡¢£[��y��¤¥����&d*

67��89<>�9>�>=�<

¡¢£[*+,�¥�������¤¥����

�u�5>#��¼P+«B"��H

§����'�)�§���&�����

��jë5F�VW��
����

�3�g3���fl3!�p�µ

67��89<�:%��<><8

67��89<�::=�:8=9

".��ØÕíB��H*+,��u

67��89<�::=�:8=9

.Z[JSTK�`�;

�5�Fpi���~ ÂC��Ú-#

ü�,Å#

¡¢�«~p"£{Ý�Ó¼gB

¡¢£[*+,�¥��������¥����

¡¢£[*+,�¥����'§�?)Ô���¤¥�����

.Z[K�K¤¥»p¡�2345¦§ë5F

��n´��"ØÕíp��ýÈÅH

û�¤��'�)�����?�ù���'��ù�́ .)

nØÕíB��H�>x£�Pp¨G

�©uª«�«¬R.®p??��¯�#

õ��û���?¤����

67��89:�=>>��9;%°±�²�=>>�=:�%

³ µ́¶·µ¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ
È

³ÉÊËÌÍÎÏÍÉÊÐÍÑÒÓÔÕÖ×È
È·ØÙÚÛÜÝÞßÄÂÅÆÇÈ


