
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 9/4 14:00 四街道市文化センター大ホール 四街道 幼児～大人

◇ 劇団仲間 給食番長 9/19 14:00 プラッツ習志野市民ホール ならしの 小学生

◇ けんけんくじら おはなしくじらのおもちゃばこ 11/13 11:00 四街道市わろうびんぐホール 四街道 乳幼児親子

◇ 劇団ドクトペッパズ パカ-PAKA- 11/23 未定 千葉市民会館小ホール 千葉北・中央 低学年

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

☆ 人形劇団ひぽぽたあむ かえるくん・かえるくん 8/31 11:00/14:00 袖ケ浦市民会館中ホール 袖ケ浦 幼児〜低学年

☆ 人形劇団プーク 死神 9/25 18:30 市川市文化会館小ホール 市川 小4〜大人

☆ 人形劇団京芸 火よう日のごちそうはひきがえる 11/6 未定 市川市全日警ホール 市川中央 幼児〜大人

☆ 人形劇団ひとみ座 ごきげんなすてご 11/23 未定 南行徳市民センター(予定) 市川行徳 低学年

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

♪ kajii kajiiの日用品楽器コンサート～食器はうたう～ 9/10 13:00/18:00 千葉市文化センターアートホール 千葉中央 幼児〜大人

♪ スタジオ・イヴ 糸の森の音楽会 10/22 未定 成田市もりんぴあこうづ 成田 3歳〜小3

♪ スタジオ・イヴ 森の記憶 10/22 未定 成田市もりんぴあこうづ 成田 小4〜大人

♪ サウンドポケット ピアニカの魔術師 10/29 15:00 船橋市二和公民館 船橋 幼児〜大人

♪ サウンドポケット ピアニカの魔術師 10/30 13:30 千葉県教育会館ホール 千葉北 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

◎ 民族歌舞団荒馬座 ぴーひゃらどん 8/7 10:30 勝田台文化センター 八千代 0〜3歳児親子

◎ 松元ヒロ 松元ヒロ・ソロライブ 8/13 17:00 船橋市民文化創造館きららホール 船橋 中学生〜大人

◎ パントマイムプラネット リトルピーシーズ 8/28 18:20 成田市中央公民館 成田 小4〜大人

◎ TAP DO！ スペシャル・パーティタイム♪ 9/4 15:00 八千代市市民会館 八千代 幼児〜大人

◎ こまのたけちゃん事務所 こまのたけちゃんのあそぶあそび！ 9/10 14:00予定 市川市グリーンスタジオ 市川行徳 低学年

◎ 蒼い企画 いつでもどこでも　びりとブッチィー 10/2 14:00 南流山センターホール 流山 幼児〜大人

◎ 田楽座 田楽座いんざい公演　おまつり福袋 10/10 15:00 印西市文化ホール いんざい 3歳〜大人

◎ TAP DO！ エキサイティング・ショータイム！ 11/26 18:00予定 プラッツ習志野市民ホール ならしの 小4〜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100号別冊 <2022年8月～11月>

舞台劇

人形劇・影絵劇

音楽

舞台
なま情報



�� �� ������� ��	


���������������������� !"#$%"&$'(")$''"' *+*,-./0123 *+45

�6789:;<=>?@ !"#$%"'AB#C$'(")B'!"''"AB'DEF*GHIJ EF

�KLMN3>O��P��>?@ !"#$%"'A$'("''$''"'! QR*GS9�T U;VU

�W:XY3Z��[��\�]\� !"AB#)$%"CB#'$'("DB'%$''"#B'&W:XY3Z^_`ab� ^_`

�c?�>deefg !"DB'%B%"#B'&$'("CB#'$''")B'!*+*G *+h

�KLM�ijk;�lm�n����o\o !"!$%"!$'("'A$''"'( ^_`*pqerstuv0123w ^_`

�x;yzW9{|}~}~������� !"'!$%"'D$'("#($''"'C*+*���������� *+45

�ijk;�uv32���~3�3�\Z���� !"##$%"'#B#&$'("#)$''"')B#!*+h��ab�� *+h

�KLMi�~N3>O�o�;o�;��� !"#D$%"!B##$'("&B#($''"'(B#)*+*��H�� *+45

�i�~���U�����>uv@��� !"#D$%"!B#%$'("'ABA($''"'(B#)��*����4 �¡./¢£� ��h ¤¥¦§¨©
�iPª«=¬\�d3d® ®̄ �̄������ !"#&$%"%$'("')B#!$''"''B#D*+*��H�� *+45

�h��i�~N3>O°±²1³ !"#&$%"%BA($'("')B#!$''")B#D*+h��ab� *+h

�:´µ�¶��·µ̧¹º»¼½N3>O¾ !"#C$%"#)$'("#%$''"#&*+*G ¿̧À��¾ *+h

�KLM�ijk;�¬\�d3d�Á\oÂd3d %"'B'D$'("&B#($''"'C ��*����4 �¡./¢£� ��h

�i�~c��
Ã %"'B'D$'("&B#($''"'(B'C��*W:X¢£��c3Ä ��45

�KLMÅW�Æ��ÇÈÉÉÊË~Ì\� %"D$'("A$''"C ��Í*ÎÏÐH�� ��Í

�i�~N3>O�>²f1>?@ %"&B#($'(")B'!$''"'B'D ÑÒÓÔHIÕÖ× *+ÑÒ

�iPª«=¬\�d3do´o´������Ø %"!$'("'A$''"'( *+*ÙÚÙÛ�¡���U�*+45

�LMN3>O] ;̄~ %"%BA($'("')B#!$''"''B#D�£Ü�ÝHI �̧ÞYHI¾ £Ü

�ßà�áálâ�fgN3>Oãc?�>deefgã %"'($'("!$''"'# äËÈåæçèéêæëëìíÈÉåîËïïðñË�{ ò̄ *+h

�óâª;�ijk;�lm�e1N3ôõõ;«Â� %"#% ^_`*ö`H��÷�ø× ^_`

�Áùm{�ú�û3ü�23ý��*þÿ±�³�>ô���� '("'!$''"'#B#(B#D ��*Gerstuv30123��45

�W9{���Á\��iµâ�ÈÉ�i�� ����� ~:X	t�ô
ð�ð�ðab� �����

�LMÅW
�����ÁoÁo>?@ �ý��� �̄�ÿ ��¿*GH���*GHI y P̄�

�W:X�~���W9{�������]�®=;� !"'$%"&$'(")$''"' £Üi�~��ab� £Ü

�Ð� !3>ü"�±#W$
�| !"C QR*%&'3O÷�ø× U;VU ()*+,-*

�./�O0?�1��1Ô2 %"# ��*45�e3±±?3�� ��40123 56789:;

��¡�Æ���Þ;<���� !"#B'&$%"&B#($'(")B'!$''"'B'D*+h��ab� *+h

�=��ÿ>�¢£� ?ý��? ��¿*@ABÐ6»�C y P̄�

�=��ÿW:X�/1± ?ý����� DE*4F+G�/1±� £Ü

�Ûº»�/1± ?ý��Ø�H I÷JKLMN�/1±� *+ÑÒ O,P§¨©
�>��/1±���� ?ý�Q��� �RS*ÎRT�U�C ��Í

�W:X<��YW:X�õâ�W:XVWd2���X �ý��� �̄?ÿ ��¿*GH�� y P̄�

YZYZ[\[\]^ _̀ __Pabcddb



�� �� �� ���	


�� ��� ��������� ��


������ !"#$% &'�()*+,- ./0


123��� !"4$! 56789:;<��� � �=>?


@ABCDEFCGHICJKJK��� !"%$L 5678M;<��� � �=MN


OAPQRSTUVOW ���X >?YZ��[\]^ �=>?


_ �̀�� ���X abcd,e� ab


fgh���i^
j�	k ���l ./0�mn2R,o ./0


JApKqRrIRs ���t uv�wxyz{�|} uv


~��R,-B�RsT !"�%������ ����i�,- rA�r


JApKe� !"�!����L"�� �=������ �=>?


����@�	k8�@� ���� ���������p � ¡ ¢ 


�,_ �̀�� £�¤ ¥¦�§¨©ªcd��� � ¥¦


1�«W £�lX ��������� ��


¬�®A ¬̄°±²T £�ll ³´�µ¶·8³´¸¹§y6º»^ ³´¼

½¾½¾ 
�³´�¿ÀÁ�8��3Â�2 £�ltÃlX�lÄÃll�l£ �³´YZÅKn²e� ³´MN

ÆÇÈÉ 
����@�	k8Ê�Ë�3 £��Ä ���������p � ¡ ¢ 


ÌvBwÍÎÏÐ$ÑÒGHÓ²T$ lX�� ÔÌ��¨Õ'��Ö� ×Ø


����sKIRÙÚrÛJ�Ü�� lX�lÄÝlÞ >?YZ�� �=>?


����sKIRßÙÚàrÛJ�Ü�� lX���Ý�á �=�§âãä�� �=MN


���,ØA±8µå	k lX��� �������,ØA± rA�r


Ñ,-B¬°±²T lX��á ¥¦�§¨©ªcd��� � ¥¦


æ�§ç,-B¬°±² lX��á è³é�æ�§ç,-��� � è³é


����@�	kßêëì}í lX��á ���������p � ¡ ¢ 


OAPQRSTîïðñ� lX��£ >?YZ��[\]^ �=>?


~��R,-Bò�W lX�áX ����i�,- rA�r


îïðñ}� ll�á ���������ó ��


ÑôT���õAö ll�Þ �=�÷øùú���ûü����=¼


�ý¿þ����sKI���,RßP�ÿ,3R ll�Þ Õ'ß�,�����Ö� P�ÿ,


����@�	kß��Ë�3 ll��X ���������p � ¡ ¢ 


��M ll��á �=�Ì«�� �=¼


���,���	
��ñ���Ü�� ll��t è³é��+W�§�}� è³é


ì
|}_ �̀�� ýý� ��=�=� �=MN


�Ü�[ýÜ�[��������Ü�dÒ�²W ýý� ¥¦���+� ¥¦


 !}�"#Ò$�FC@±²T ýý� ¥¦���+� ¥¦


fgh���i^
%� &'�
( ./0�.·QW� ./0


ªd @̄±² &����Á )v*·QW�ß�A+,-, ./0


���,ØA± &� �������,ØA± rA�r



������������	
�������

�

�



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

./0123	

4560	
������ !"7���

����������128����9:

��;<:=>?@A�B�C

���������DE��F�F

��������EFE��������������GD��F��

HIJKLMHNOPQRS'T'UV

WXYSZ'R[\]^_`JaJbcde

7;f7g�g���?��3�8?���9hg�;ig��

�����jklmn=opqrs

tuvw*x'y'z./?123	


��;fg�g��i?��3�8?���{=�|?i8��

�4560}~�|��������e�f�����

./012�����	


����_����[�����_�JM��

45����y'^}'�M�����

�������� !"#$%&'()*p�,-

���
��"����!�� 

./?12�	
456?	
|�����

=>0¡¢£�#$w*x'	y'z

¤¥¦��§s¨	y'z�./?123	


=>0©ª«¬

®��?��3��?8��̄ �i?��3�i?8�

7;|�g�g�®¯�"{=��8I°

���������±F��FGG

./0�²�	
456³´

������ !"µ'¶·¸¹

�;ig�g��i?��{=�8?��{º

�������F��F�F�±�

�;ig�g��i?��{º��8?|�»º ���������GD��F��

������ !"¼X½¤¥¦

4560|²¾¿i������}~�À�����

p�Á°¬./?��3�7²

./0�3|²JÂ 

Ã´608�����gO�Ä�

���������GD��F��
�������� !"#$%&'()*p�,- ¥Å�ÆÇÈÉÊ&Ë'w*x'

����7Ì����fÌ���f�Ì���f8

��;ffg�Í�Îf|g�g�

��;fÀg�g��|?|�3�Ï?��

	ÐÑÒ¬./?��3�7²

4560������

 !"�|²3�ÎÓÔ�Õf�����

4560|�����fgÖ×Ø�

4560Ù=Õ���e�Ï���

Ú��TÛÜ'Ý*%�Þ'U()XR 

�������`�J !"ß=

���ÆB�CMàáâã

��;Ïg�g���?��3�8?���9hg�|g�g�

äåæJç¬9:./?���

¤¥¦��§s¨	y'z�./?123	


�������� !"#$%&'()*�+,-

���������±F��FGG

 !"èc%xXÛ��8���éê³´

������ !"¼X½¤¥¦
����������������

	
f�����ëg8���ì�

4560Â �f�8����� !"������

íî�#$y'z��./?|²3	


4560 !"�|²3�ï����8���

������¥ÅðñòóôµdõQs

��;��g�öÎ;��i?�8{=��8?��{º

÷øùú���û��8Àû|8f��	ü�

��;�8g�Í�Î�Ïg�g�

¬ºopqrs�÷øùú�i|ûif|û8|7�

\�'*%x�ý�456?��8���

�;��g�Í��i?��{º9:

����������������

�������� !"#$%&'()*�+,-

=>0���#$s¨	y'z

�;fig�Í���?���þR[��Ï?���ÿR[

12Â ����Â ��������	


7;Àg�g�3�g���

���������_j�§#$¼X½Þ'U

=>0����	
W�*R=

ëgf���ì���:

4560þf�7����ÿf�����

456012�i3Ï²�7�����

��������_j�§ÈÉ'��zopqrs

÷øùú�iÀû|Ï�ûÀ8ff�%}'%OjOj�

��;f�g�Í��8?��{º

®��;ffg�Í���?����|?|�

¯��;8g�Í���?����|?|�

=>0¤¥¦�Æ�

����������E���F�

������ !"ß=¥Å�w*x'

=>0¡¢£�+¬
����=�

./012����456³´

4560�	
��7���� !"À���

������ !"R]Z��

�ñ��J¿Jf²<��³´�

��;|�g�g��|?|�{º

������F��G�E�±�

�������k�� !"ß=

��;7g�Í������äå�9:

�������� !"ß=

�������±�F���±D�

=>0·¸¹�§s¨�y'z

�������������±DE

�ëg����e�JôMf�8���

./?|²3�|��Ö�456<:

������uvñòóß=

4560�²_`��e8���

��� !¬§¨./?123	


4560f������ !""	
"�

������¥Å�+ñòóß=

���������DE��E��

./0123"��

¥Å�#$s¨y'z./?123	


���������	
f�����ëg8���ì�

%&'()'*+,-./012345678

%9:;<=>?=9:@=ABCDEFG)

HIJKLMNO6478P



�


