＼奉加†1時顧Jl啓如け
掬成2：晦感

覿覿率

主催◎参加・体験・感動！ふれあいこどもまつり実行委員会◎東京都◎公益財団法人東京都歴史文化財団
【構成団体】日本児童・青少年演劇劇団協同組合、公益社団法人日本児童青少年演劇協会、NPO法人日本青少年音楽芸能協会、
一般社団法人全国専門人形劇団協議会、NPO法人子ども劇場東京都協議会

共

催（公財）品川文化振興事業臥NPO法人品川こども劇場

後

援

品川区／品川区教育委員会

協力東京都小学校児童文化研究会、全国公立小学校児童文化研究会、一般財団法人六行会、NPO法人ふれあいの家−おばちゃんち、

直画壇要塞］実行垂員会事務局（児演協内）TELO3−5909・3064FAXO3・5909．3065
NPO法人品川こども劇場

FAXO3−3799−1700メール：info＠shinageki・Org

参加・体験・感動！ふれあいこともまつりに寄せて
品川区長

「ふれあいこどもまつ
り」が、品川区で初めて
開催されますことを嬉し
く思います。文化芸術に
は、私たちの心に楽しさ

や喜び、充実感を与え、

濱野

健

品川区教育委員会教育長

中島

豊

自然に触れたり、舞台

理事長

など生のパフォーマンス

息人生を豊かにする力があります。この「ふ

ショップ、アウトリーチなどがたくさん

用意されており、様々なジャンルの芸術
に触れることができるチャンスです。多
くの子どもたちに参加していただき、感
動や体験を通して豊かな心が育まれるこ
とを願っております。

中尾根

を見たりした「感動や体
験」は、子どもの豊かな

「参加・体験・感動lふ
れあいこどもまつり」が、

感性を育み、一人一人の

ワーとなります。そのような、わくわく、

ドキドキを届けてくれる多彩なプログラ
ムがぎっしりと詰まった「ふれあいこど
もまつり」が品川にやって来る。なんて
素晴らしいチャンスでしょう！子どもだ
けでなく周りにいる大人も一緒に楽しん
でいただき、心に枯れない花を咲かせま

はじめて品川区でも開催
されます。私ども品川文化振興事業団が、

実行妻員会の皆さまと協力して「こども
まつり」を共催させていただくことがで
きまして、まことにうれしく思し、ます。

こどもたちをわくわくさせ、大きく夢

を広げるプログラムによって、豊かな感
受性をはぐくみながらこどもたちが成長
していくことを心から願っております。

しょう。

申込開始日

2015年

NPO法人品川こども劇場

剛

12回の開催実績を持つ、

個性と可能性を大きく伸ばしていくパ

れあいこどもまつり」では、舞台鑑賞や
芸術家と交流しながら体験できるワ冊ク

公益財団法人品川文化振興事業団
理事長

巻島

淳子

品川こども劇場は地域の
子どもたちに舞台鑑昌や表
現体験、遊びの体験を通し ′−
て感性を育てる活動を継続

ィ、

的につくってまいりました。今年で40年
になりますが、その中で前向きに生きるた
めに必要な体験である、感じること・共有・
共感することを大切にしてきました。しか
し現在では子どもたちが体験する時間が少
なくなってきています。このふれあいこど
もまつりを実施することで少しでも多くの
体験できる場をつくり、子どもたちの豊か
な時間が増えていくことを願い、開催し、た
します。一人でも多くの子どもたちや地域
の方の参加をお待ちしております。

10月25日し日1

メール：info＠shinageki．org
国正逗田（実費がかかる場翫纏傭真野NPO法人品川こども劇場

※参加人数や参加対象に限りがありますのでお問い合わせください。

FAX：03−3799−1700

相月から1調にかけて芸術卦パフォーマーが直接、近隣の学校、幼稚臥保育臥児童館等へ出かけていって、芸能や音数．な形作りなどの
アウトリーチを行い、子ともたちとふれあいの唱を仲」ますし

1￣0月−25日（日）しゅるるるガムランを

k云主乞喜望…藍憲漂諾凋 ノー定員：20人顧訂慧讐￠＄

やってみよう 11月18日（水）0〜き才の子どもと聴く

会場：冨士見台児童センター 時間：10：30ト11：30 ．，′月雷雲…≡蒜才の親子 姐J■■rVべ J▲…i▲lOH ○帆■恕日本サロンコンサート協会

11月6日（金） 0〜3才の子どもと聴く

17月23日網・祝）えんげき、たいへん？たいけんっ♪

はじめてのオ岬ケストラ

会場：きゅりあん小ホール
・y烏

はじめてのオ陶ケストラ

栗じ裾こふまじめ爛子でいたずらの修行をしょう！

時間：11：00ト11：30 ●貰1 ∈一撃 諾…2品忘才の親子 諾際笥 書芸；琵壷−ル

，▲，竺〜岬些些t敷m日本サロンコンサート協会

一面撃たか／ポプラ社

定員：30人

劇団顧

11・月6日（金）びりのどたばた 嗣壷拓蒸 し一J 12号右目（別親子でいっしょに劇ごうこ 「カバさんのマス勿 会場：六行会ラウンジ 時間：11：00ト12：00 対象：0−2才の親子 定員：20組◎醜㌶

門月日−0日（火）0〜3才の子どもと聴く はじめてのオ鵬ケストラ 会場：東大井児童センター 時間：10：30ト11：30 1ソ．屋雷雲…；蒜才の親子 血も些竺塁望遠還。麺＝▲仙Hhl。冊哺丁如別冊日本サ。ンコンサ＿ト協会 12月弓2日（土）あそびの出前や 〜表現遊びを楽しもう〜 会場：三ツ木児童センター 時間：13：00ト14：00 対象：5才〜小学生 定員＝30人◎朋乱諺

11月1−1日（水）びりのどたばた F㌘■ 璽霹悪霊 12月22日（火）0−〜−3才の子どもと聴く はじめてのオ馴ケてトラ 会場：東五反田児童センター 時間：10ニ30111：30 り′屋雷雲三g蒜才の親子 もrこき・三‡一州〜州 叫馳日本サロンコンサート協会

※駐車場はございません。
ご来館には公共の交通機関をご利用ください。
l

＿．

一束帝王磁∵

●JR京浜東北線、東急大井町線、りんかい線「大井町駅」

より徒歩1分

いたずらぼうけんミュージカル

かいけつり日ソ

敵

うたっておどっておおあばれ〃
原作／原ゆたか

（ポプラ社「かいけつゾロリ」
シリーズより）
ll

t

ニ

■ざ

15：00ト16：忍◎
（休憩ない

前売：3，000円
全席指定
対象年齢：3才〜小学生

・で曲

出演／サロンオーケストラジャパン（クロード・小林ほか）

⑥原ゆたか／ポプラ社

脚本／西川徹 演出／増田敦 作曲／外山和彦
振付／市川ともみ 美術／高橋あや子 音響／岸智美
衣裳／山村エナミ 舞台監督／伍堂哲也
制作／ときとしおみ 協力／株式会社ポプラ社

■dO：30ト11：4番
楽器体騒〜 2日◎）

諭売：2，500円

ゾロリの発揮するユーモアと冒険心、そして想像力を子ともたちに！

ゾロリって誰なんだ！それはいたずらの天才！子分のイシシとノ
シシを引き連れて今日もいたずらの修行に出かける。何があってもあ
きらめない、真面目に不真面目なゾロリ。魔法使いの弟子になって、魔
法を手に入れようとするが、巨大になった魔法使いに踏みつ．主唱れそ
うになる。
さあ、ゾロリはどうなってしまうのか？

全席自密

封盆辱齢：忍者軸決裁

笑いと感動のクラシックコンサート！
音楽の世界を探検するように楽しめるコンサート。
迫力の演奏、生の感動、楽しいトーク、あっと驚く
様々なアイディアがいっぱいつまっていて絶対飽き
ないコンサートでも

】禦憮日本サロンコンサート協会

℡03−3950−5705

FAXO3−395ト3638

℡03−6457−8684

ghaikyo句jade．dti．neJP

アンデスの笛ケーナを作り演奏
南米アンデスの民族楽器ケーナを
作り演奏しよう
領空：3⑬汐瑠4：3㊦

真野企画

FAXO50−6860−5286
Sal0n＠art−muSic．net

「びりとプッチイ「」と一緒にJVレーン体験
動物を作るだけでなく、
風船で楽しく遊んじゃおう！
亡83：3⑳沙瑠4：38

【7Fイベントホール】

EヲFイベントホール】
喜金：1，500円

料金：1，500円

守無年霜：6才〜犬、，具．

新発年新二小学生〜大人

℡056ト73−7176
FAXO567−73−7776

℡042−367・3995

baruo40000＠yahoo．coJp

鞠XO42−367−3982
∂0トk舶ku◎space・OCn・咄P

空事琵漂芸っ岬は簸、′
￠あいき？

「ふれあいこどもまつり」はおかげさまで12年目をむかえるこ

夢IIJ −

とができました。東京都をはじめ多くの方々のお力添えをいただ
き、1会場から始まったこの「ふれあいこどもまつり」は、東京各
地の子どもたちの生活する場、都内7会場で開催する運びとなりま

■

した。

「ふれあいこどもまつり」は、舞台をたのしみ、参加し、体験す

J

料金

総合プロデューサー
大野 幸則
日本児童・青少年演劇劇団協同組合
代表理事

ることで子どもたちの豊かな感性の育成をめざして取り組まれて
います。舞台公演、ワークショップ、アウトリーチをぞんぶんにお
楽しみください。

チケット料金（前売料金）につきましては、各公演欄をご参照ください。
なお、当日料金はすべて300円増です。（満席の場合は当日券はございません）

ワークショップ参加費

3公演以上観劇の方は割引になります。（1公演あたり2，000円）
※但し、大ホール公演とおやこ券は含みません。
お申し込みお問い合わせは事務局へ。
団体割引もありますので、お申し込みお問い合わせは出演団体へ。

3才以上有料
（税込）

参加費 （＝引 1500円
2回

スペシャルチャレンジ企画

セット割引

『生アテレコに挑戦！』

参加費2，000円（4日間通しの料金〉 会場（江東区）t戸文化センター

∴3回

2，800円：3，900円

※最終日は発表会。 入場料は500円（当日）

また、お申し込み後のキャンセルはできません。

重し込み方法′雷宝島遠雷漂深苫器び各団体にご連絡の上、ご予約ください0

（お申し込み・お問い合わせは平日午前10時〜午後5時。年末年始を除く○他の時間帯はFAX・ホームページをご利用ください）

J実行委員会事務局（児漬協内）℡03T5909・3064FAXO3・5909・3065http：／／WWW誹enkyo．9r．jp／
〒160−0023

乗京都新宿区酉新宿6−12−30芸能花伝舎2＿4

平成27年度 参加・体験・感動！ふれあいこともまつり砲会場の企画（実施は平成28年1
江戸博・江東区地域企画

匝田区卜実相立声熟知細線セ016年3月8日（日））（墨田区棚ト4−1）

方正JR総武績、都営大江戸線「両国駅」より徒歩3分

月日l会場

内容

時間

団体名

諾い−ル公演14二00劇団ポプラ
ヾ・・

′ン、

5−

ホール（2016年2月21日（日

ヨ））（東大和布頑 東大和市乳よ噌

行き方＝西武拝島線職

会場l内容l時間

月日
産歩矛㊨

団体名

2／21 （日）

公

演

11

大ホール

会議室1 ワーク 10：00

公

30

演

劇

15

団

00

風の子

劇

団

なんかよ−かい

東京芸術座

カメリアプラザ

会場

夏の康一The

ホール

第3研修室
Friends−

3ノ75 （日）

公

演

ワーク

①1 ②14

①10 ③13

第3研修室

／＼

ーモニー

団体名

作品名

ワーク

00 50

00 30

①10 ②13

劇団

乗少

演技集団

00 30

朗

演技集団

ミュージカル「シンデレラ」

生アテレコに挑戦！（2コース1日目）
朗

生アテレコに挑戦！（2コース2日目）

つくろう！南の国の癒やしの楽器 〜パイプチャイム〜
大研修室

公 演

10：30

公 演
3／20 （日）

lJ岩岳訪

）ルミニー

月日

会壌

日本サロンコンサート協会

公

公
公

日本サロンコンサート協会

14：00

ホール

第1，2研僧室

演

演

14：00

11：30

演

0〜3歳の子どもと聴く はじめてのオーケストラ

オーケストラ探隕コンサート 「ウィーンの森の物語」

人形劇団

人形劇団

1〕：00

劇団

第3研修室

ワーク

14：00

人形劇団

第1会議室

ワーク

①10：00 ②は30

ポポロ

ひばばたあむ
俳協

ルドルフとイッパイアツテナ

ハリネズミと雪の花

おれたち、ともだち！

ひばばたあむ

これであなたも人形遣い

演技集団

生アテレコに挑戦！（2コース3日目）

朗

レ府中（2016年3月13日はH（府中市府中町2−24）

行き方＝京王線r府中駅Jより徒歩6分
内容

時間

団体名

大研修室

13：00
コンペンシ］ン ホール （A、B） 公 演

15：00

劇団 風の子
小さい劇場「ぞうのエルマー」
11：00
ビッグホーンミュージック ミュージックボックスの おもしろミュージックランド

世界は友達！アサンテプラン

公 演

作品名

公
3／21 （月祝）

ホール

第3研修室

ワーク

13

10

00

00

人形劇団

劇団

ワーク

スタジオエッグス

15：00
15：00

10：00

ワーク

バリ島のガムランと舞踊 「スカル・ジュプン」

オペレッタ劇団ともしび
善い企画

マジックファクトリー
74：00

ともしびバラエティ劇場

シアタークラウンフェスティバル 〝モクゲキ〝

モンちゃんのまほうの時間＆ スプーン曲げ体験【

演劇集団

未踏

役者になって大ひよ〜げん

コンゴの伝統苦楽＆ ダンスエンターテイメントリンゴマ

プーク

員の火

11：00
演

公 演

第1．2研修室
第1∫2会議室

行き方＝髭武綾、東武亀戸線r撒北口より徒歩2分

時間

総 だ 合工作芸術家 るま森＋えりこ だるま森のおもしろ楽器教室 〜風船サックスで本格」AZZなバイブ レーション〜月
13：00

3／13 （日）

椚

内容

作品名
3／72 （土）

小ホール

ミュージカル「シンドバットの大冒陳」

戻＠幸†l》駿東区）亀戸文化センター伽6年3月朋（土用日（臥20日（臥21日明視）

匝妄区亀戸2−1払1
岬
月日

作品名

和紙ぎつねを作ろう

ウレタン怪獣を作って遊ぼう！

ワーク

ワーク

9：30

演技集団

13叫演技集団朗

朗

生アテレコに挑戦！（合同リハーサル）

生アテレコに挑戦【（合同発表会）

※「生ア丁レコに挑戦！」は4日間（午前の部又は午後の部）通える方が対象です。 最終日はリハーサル終了後、発表会を行います。

ふれあいこどもまつり実行委員会の構成団体の紹介
●日本髄・青少年演劇劇団協同組合（児演協）
●NPO法人日本青少年音楽芸能協会（青首齢
●NPO臥子ども劇場東京都協議会
児演協は＼児卦青少年を観客とする専門劇団のネットワーク0子とも 青苗協は「生の舞台芸術を子どもたちに」をコンセプトに作品を企画・「子どもの文化権の保障のために断な文化芸術活動を地矧こつくるこ
たちによ。良い舞台芸術を届けようと1975年弧6渦団が旭 制作・上演しているプロの音楽・芸能創造団体で徽1弼年結成、と」を師とする都内の子どもの文化団体が、より勤＼な活動を作り出
●公益社団法人日本児鮪少年湖協会

2000年NPO法人となる026団体が偲

すために交乱ている団触27の子ども劇場が旭

「児童演劇地方巡回公演」等の各種の公演事業＼「児童演劇」の毎月発 ●「股社団法人全日本等門人形劇団協諌会偉人協）
行＼「幼児の劇あそび夏季講習会」他の開催＼各種の謂彰、研究会の関 全人協軋人形劇の普及と芸術性の向上をは机、人形劇表現の独自性
催篭悌8年設立

への理解と支持をひろげることをめざし、1997年に発足。現在人形劇団

侶団体が加盟。

参加・体験・感動！ふれあいこともまつり実行委員会
●船プロデューサー・実行委員長大野幸則●副実行委員長石坂慎二●実行套員大森ちづえ／苗柴秀樹／永野むつみ／翫真也子／新垣理恵／長谷語末／新井浩介／山根起己●監事
●チーフプロデュ1サー馴久史●プロデューサー大森ちづえ／新井浩介／山根起己／宮原登志子／田中誠●軍務局長馴久史●弼局員田退幸江／糾みゆき
●イラストレーション

やまね凱＼●デザイン

橋本絵美

