
●こどもまつり2016　
　4/29(金・祝)　　
　亀山公園ふれあい広場

●こどもキャンプ
　8月上旬

●8月のLove＆Peace
　鑑賞例会
　「今、伝えたいこと（仮）｣
　を兼ねる　8月下旬

●あっちこっちdeアート
　7/11(月)～18(月)　
　市内各所

●「子どもの
　　　権利条約」学習会
　　7月下旬

●こどもステージ る･リ･フリー
　2月上旬

◎各地区ブロックではそうめ
　ん流し､ おもちつき､ クリ
　スマス会などを随時開催

◎幼児クラブ モコナ
　毎月1回開催

松元ヒロ・ソロライブ2016
6/12（日）
山口市民会館小ホール
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市内あっちこっちの身近な会場で生の舞台に出会えるアートウィーク ！
あっちこっち de アート2016

で

□掲載している公演の日程・会場は変更することがあります。
　直前のチラシ等で確認の上、おでかけください。

□ほとんどの公演に、小さなお子さんをお預かりする託児サービスを行なっています。
　　※利用料：会員＝無料　一般＝子ども1人につき500円　公演１週間前までにお申し込みください。

11/19(土)
｢チェンバロ コンサート」

1/12(木)～22(日)
 ｢下瀬信雄写真展」
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舞台鑑賞例会 作品ラインナップ
会員になるとご覧になれる1年間のラインナップです。

・ 年間５回の舞台公演(鑑賞例会)が無料で鑑賞できます。
　※一般券を購入して入場することもできます。

・ 選んだコース以外の公演を観たい時、のりいれ券＝1300円を購入して入場すること
   ができます。　※おとな･子ども同額

・ 広報紙など、子どもと文化に関する情報をお届けします。
・ 子どももおとなも友だちの輪が広がります。
・ 学校や家庭ではできないさまざまな体験活動に参加できます。
・ 会員証を提示すると各種優待割引の機会があります。
・ 正会員には年度始めに家族招待券をプレゼント。
・ 新しい会員をお誘いいただくとのりいれ券をプレゼント。
・ 正・準会員ともご家族が一般券を購入される場合は10％割引に。

舞台公演（鑑賞例会)はおよその年齢別にふたつのコース に分かれています。
　　↓入会されるときにコースをお選びください。　※年に2回の切り替え時に、変更が可能です。

　低学年コース (幼児～小学低学年)　
　　　※ 同じ時期に 幼児 と小学生 の公演がある場合は、対象年令によってどちらかを選んで参加してください。
　高学年コース (小学高学年～中･高校生、おとな）　

■活動には参加できないけれど、応援してくださるのなら…

会員になるには…

ご連絡
ください

会員登録

コース
選択

入会！

お申し込み・お問合せ

こどもステーション山口 事務局

入会申込書はホームページからもダウンロードできます。

TEL/FAX→
e-mail→ co26station@yahoo.co.jp
URL→ http://blog.canpan.info/kodomo_s_y/

083-925-1486

■子どもと舞台を観るなら

■おとなひとりの参加なら

 《正会員》

 《準会員》
子どもの登録はできません

子どもを登録できます
月会費 2500 円

月会費 1300 円

18歳以上の方、家族で2人目のおとな などが対象

  ・子どもは０～ 18 歳まで
  ・自分の子どもでなくてもOK
  　( 子どもの保護者が登録できない場合）

  ・子ども登録料 ：1 人 400 円 / 年間
　 ( 保険料を含みます）

「11ぴきのねこ どろんこ」
原作◇馬場のぼる 《人形劇団クラルテ》

《相馬高校放送部》

「空の村号」
作◇篠原久美子　演出◇関根信一 
　　　《アート企画 陽だまり》

ドラマ・リーディング

5月13日(金)
山口市民会館大ホール

5月6日(金)
山口市民会館小ホール

コンサート「森のオト」
《ロバの音楽座》

10月14日(金)
山口県教育会館ホール

「ポロンポロン」
《ロバの音楽座》

10月15日(土) 

人形劇

《人形劇団ののはな》

12月10日(土)  C・S赤れんが

舞台劇

《TAP DO！》

3月20日(月・祝) 会場未定

原発事故後の福島。
変わっていく村、そして家族。
酪農一家の長男、明るくてひょうきんな 5 年生の空が考えたこととは？

映画7/11(月)~18(月)
山口市内の地域交流センターなど9会場　

8月(日にち未定)  C・S赤れんが

5月13日(土) 会場未定

音楽

芸能

《だるま食堂》

3月10日(金)

12月18日(日) 山口市民会館大ホール

《こまのたけちゃん》

「こまのたけちゃんの
　　　　　あそぶあそび！」

低学年コース 高学年コース

高学年コース低学年コース

低学年コース（幼児）

低学年コース（幼児）

低学年コース 高学年コース

「ちいちいにんにん
　　　　　～やわらかく、あたたかく」

演じられる 5 つの小さなお話が子ど
もたちの創造性をくすぐります。
おうちに帰って人形劇の続きをし
たくなる、そんな舞台です。

大人気 11 ぴきのねこシリーズ、最終話！
11 ぴきのねこがどろんこ大好きの恐竜の子に
出会います。
みんな、なかよく遊べるのかな ?!

コマ・けん玉・ヨーヨーなど、たけちゃんのすごワザがさく裂！　
ワークショップでは、たけちゃんの指導でみんなも名人になれるかも？

1部
2部

C・S赤れんが

まるで広場で音楽に出
会うようなやわらかで
温かな雰囲気の中、お
母さんのおひざの上の
赤ちゃんもにっこり。

森のオトに耳をすませてみよう。ロバ
の楽器は、森から生まれた森の楽器…。
それは木々や花々、小さな動物たちが
ウフッと笑いだすような心地よさ。

「いまから
　いえでにいってきます」

お母さんに赤ちゃんが生まれる？　
…4 歳のあっくんは最近ちょっとご機嫌ななめ。
おとうさんに叱られて、じいちゃんのところへ家出
しちゃった！

ニューメディアプラザ山口 多目的シアター

老若男女、抱腹絶倒！！
「だるま食堂｣は女 3 人のコントグループ。
“お笑い” だけど、そのハーモニーの良さは折り紙つき！

「だるま食堂の
　日替わりコント定食」

人形劇

原作◇手塚治虫　 《人形劇団クラルテ》
火の鳥をめぐる悲惨な戦いのドラマが「この世界
はどうして生まれたの？人間は何のために生まれ
たの？」と問いかけます。
山口の子どもたちで結成された合唱団の歌声がも
りあげてくれます。

「火の鳥 ―黎明編―」

「タップダンス・エンターテイメントショー
　～リズム&コメディ～」

赤れんが事業

赤れんが事業

入会するとこんないいことが…

[賛助会員]　個人:１口　5000円/年　団体:１口 10000円/年

[ご 寄 付 ]　3000円以上の寄付をされた方は、税金の控除が受けられます。
　　　　　　　　　　　　　　　　※2013年2月、認定ＮＰＯ法人の認定を受けました。

こどもステーション山口法人化15周年記念公演

低学年コース（小学生）＋高学年コース

低学年コース（小学生）＋高学年コース

低学年コース＋高学年コース

子ども
の

会費
は

無料！
入会金
不要

◎どなたでもいつからでも入会できます。 6ヶ月以上の在籍が原則です。

タップダンスに太鼓のリズム、ジャグリングやパント
マイムでつなぐゆかいなコント。
次から次へとくりひろげられる華やかなショーは、
年齢を問わず観るものをひきつけます。

入会されるときに低学年コース（幼児　 小学生　 )または高学年コース 　のいずれかをお選びください。

そして小
さな
虫の
鳴き
声
が
。

楽器から風
の音が

きこ
えて
きま
す。

鑑賞例会以外のイベント

怒りながら、笑わせなが
ら社会と政治をまな板に
のせる。熱く人を語り、
軽妙に映画を演じる。通
算 16 回目となる山口の
ステージ。

《劇団風の子九州》

ぼく、

大きく
なりた

くなー
い！？

「今 伝えたいこと（仮）」ほか

3.11 の震災直後から高校生の視
点で震災を伝える活動を続けて
きた相馬高校放送局。
演劇・ドキュメンタリー・ドラ
マなどの映像作品を通して、福
島県の高校生の声を伝えます。

誰
か
私
の
話
を

　
　
聞
い
て
く
だ
さ
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！

私
の
目
を
見
て
答
え
て
よ
！

人形劇

芸能

コンサート


