
団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

◇ ナラティブシアター土の子 あらしのよるに 12/11 18:30 南行徳市民センター 市川行徳 小3～大人

◇ アフタフ・バーバン ゆらとまぁばぁちゃん 12/18 13:30 成田市中央公民館 成田 小学生～大人

◇ アフタフ・バーバン ゆらとまぁばぁちゃん 12/25 14:00 志津コミュニティセンター 佐倉 幼児～大人

◇ 劇団そらのゆめ 宮澤賢治のたからばこ 2/5 18:00 千葉県教育会館ホール 千葉中央・北 小学生～大人

◇ 冒険舎 あらしのよるに　完全版より 2/25 17:00 浦安市民プラザWave101 浦安 4歳～大人

◇ フットプリンツ どうぞのいす 3/5 未定 未定 成田 未就学児

◇ 劇団うりんこ わたしとわたし、ぼくとぼく 3/12 18:00 船橋市民文化ホール 船橋・ならしの 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

☆ ぱぴぷぺぽ劇場 のそのそにょろにょろ 12/4 11:00 新習志野公民館 ならしの 幼児親子

☆ 人形劇団プーク 死神 1/15 16:00 勝田台文化センター 八千代 小4～大人

☆ 人形劇団ひぽぽたあむ かえるくん・かえるくん 2/19 11:00/14:00 流山市おおたかの森センター流山 幼児から大人

☆ 人形劇団京芸 へんてこ劇場 2/19 11:15 千葉市民会館小ホール 千葉北・中央 幼児

☆ 人形劇団ひとみ座 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2/26 14:30 習志野文化ホール ならしの 幼児～小学生親子

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

♪ 蒼い企画 なっちゃんとコージーのバオバブライブ 12/2 11:15 都賀コミュニティセンター 千葉中央 0～3歳の親子

♪ ロバの音楽座 ポロンポロン 12/4 11:00/13:00 穴川コミュニティセンター 千葉中央 0～3歳の親子

♪ X-jam シモシュの赤ちゃんコンサート 12/13 10:30 高洲コミュニティセンター 千葉中央 0～3歳の親子

♪ X-jam シモシュとあそぼ♪ 12/18 11:00 流山市平和台幼稚園 流山 幼児～低学年の親子

♪ X-jam シモシュのクリスマスコンサート 12/18 14:30 流山市平和台幼稚園 流山 小学生～大人

♪ 石川寛子 川瀬由紀子 石川早苗 012歳児親子のためのクラシックコンサート 12/18 10:30 勝田台文化センター 八千代 012歳児親子

♪ 石川寛子 川瀬由紀子 石川早苗 クリスマスファミリーコンサート 12/18 14:00 勝田台文化センター 八千代 乳幼児～大人

団体名 作品名 日程 開演時間 場所 主催団体 観客対象

◎ TAP DO！ ポケのひとり舞台 12/10 15:00 市川市文化会館小ホール 市川北 幼児～大人

◎ ラナハウス ジャンク・アート・サーカス 12/10 15:00 習志野台公民館 船橋 3歳～大人

◎ TAP DO！ ポケのひとり舞台 1/15 14:30 四街道市文化センター 四街道 幼児～大人

◎ JIN OFFICE ジンマサフスキーのキエルセルマゴ 1/22 14:00/17:00 全日警ホール 市川中央・北 幼児～大人

◎ スタジオエッグス ダメじゃん小出ソロライブ 2/4 14:00 美浜文化ホールリハーサル室 みはま 小5～大人

◎ オフィス・タカパーチ なつパーチのわくわくシアター 2/12 未定 全日警ホール 市川行徳 低学年

芸能・他

　　　（子ども、おとな同額）

第101号別冊 <2022年12月～'23年3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
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