●県内の子ども劇場の鑑賞会で観たい作品がありまし
たら直接その団体にお問い合わせください。
●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
・その子どもは1人1,000円
・その他は1人2,000円
（子ども、おとな同額）

舞台
なま情報

第74号別冊

<2014年11月～2015年1月>

舞台劇
団体名

作品名

日程

開演時間

場所

主催団体
船橋

観客対象

◇ なにぬの屋

布でつくった紙芝居！？

11/8 11:00/14:00 船橋市中央公民館

◇ アフタフ・バーバン

にこにこ山はたいへんだ！

12/7

11:15

印西市中央駅前地域交流館 いんざい 全年令

◇ いずみひな

クリスマスツリー少年

12/20

14:45

佐倉市西志津ふれあいセンター 佐倉

◇ 劇団風の子

なんかよーかい

12/21

14:00

新習志野公民館

ならしの 幼児〜小低学年

◇ イッツフォーリーズ

ルドルフとイッパイアッテナ

12/23

17:30

市川市文化会館

市川北

◇ 劇団むう

おこんじょうるり

1/12

16:00

八千代市勝田台文化センター 八千代

◇ 劇団ひまわり

最遊記

1/31

18:00

市川市行徳文化ホールI&I

市川行徳 小4〜大人

◇ 演劇人冒険舎

あらしのよるに

1/31

13:30

浦安市民プラザWave101

浦安

作品名

日程

開演時間

☆ 人形劇団ひぽぽたあむ かえるくん・かえるくん

11/8

15:30

☆ 人形劇団ひぽぽたあむ かえるくん・かえるくん

11/30 11:00/14:00 八千代台文化センター

八千代

☆ 人形劇団じろっぽ

ゆかいなブータくん

12/7

11:20

南行徳市民センター

市川行徳 幼児親子

☆ 人形劇団ひとみ座

決戦！竜宮島 ゲゲゲの鬼太郎

12/7

17:30

成田国際文化会館

成田

小学生～大人

12/13

10:45

袖ケ浦市民会館

袖ケ浦

幼児〜大人

日程

開演時間

1/31

18:00

日程

開演時間

①乳幼児の親子
②幼～小低親子

全年令

3才〜大人
小学生～大人

幼児～小6

人形劇・影絵劇
団体名

☆ 人形劇団ひぽぽたあむ ハリネズミと雪の花

場所
習志野市谷津公民館

主催団体

観客対象

ならしの 未就学児親子
①乳幼児②幼児

音楽
団体名
♪ クリスターズ

作品名
マリンバ＆ピアノコンサート

場所
習志野市民会館

主催団体

観客対象

ならしの 小学生～大人

芸能・他
団体名

作品名

場所

主催団体

観客対象

◎ 松元ヒロ

松元ヒロ・ソロライブ

11/22

17:00

流山市生涯学習センター

流山

中学生～大人

◎ マジックファクトリー

モンブランのマジックショー「モンちゃんパゥワ～！」

11/30

14:00

四街道公民館

四街道

幼児～大人

◎ だるま食堂

だるま食堂の日常音楽コント「暮らしのト長帖」

12/12

18:30

船橋市民文化創造館

船橋

中学生～大人

きらきらわくわく情報
活動

・ 親子deアートファースト
・ 幼児サークル どんぐりクラブ
・ おしゃべりほっとスペース ぶらっとhome
・ おやこの広場 るーぷる
・ 幼児サークル ぴょんぴょん
・ 乳児とお母さんのほっとスペース はっぴぃスペース
・ 乳幼児サークル ぶらんこ
・ 幼児サークル わいわい
・ 親子クラブ プレンジ
・ 乳幼児とお母さんのたまり場 たまごキッズ
・ ママたちのエアロビクラブ シェイク
・ 幼児サークル クレヨンクラブ火曜日
・ 幼児サークル クレヨンクラブ木曜日
・ 1才半～3才の幼児とお母さん親子ふれあい体験遊び
・ 乳幼児とﾏﾏのための体験と交流のひろば まま

日程
11/2.16,12/7.21

2014年11月～2015年1月
場所

主催団体

臼井老幼の館

佐倉

11/4.25,12/2.9,1/13.27 白井市内公園

白井

11/5.12.19.26
11/5.19
11/6.13.20.27
11/6.20,12/4.18,1/15

市川市大野地域ふれあい館

市川北

松戸市柿ノ木台体育館

まつど

市川市信篤公民館

市川中央

千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北

11/7.14.28,12/12,1/9.23 流山市内公民館
11/7.21,12/5.19

市川市駅南公民館

流山
市川中央

11/7.21,12/5.12,1/16.30 市川市曽谷公民館

市川北

11/7.14.21.28,12/5.12.19 四街道市四区集会所

四街道

11/10.17,12/1.8,1/19

市川市曽谷公民館

乳幼児の活動

市川北

11/11.25,12/9,1/13.27 市川市行徳駅前公園研修室

市川行徳

11/13.27,12/11,1/15.29 市川市行徳公民館

市川行徳

11/13.27,12/11.25,1/9.23 千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北
11/13

袖ケ浦市長浦公民館

袖ケ浦

11/14.28,12/5.12

市川市曽谷公民館

市川北

11/15

八千代市市民会館

八千代

11/17,12/1.15,1/19

市川市菅野公民館

市川北

11/18.25,12/2.16

市川市勤労福祉センター

市川中央

11/18,12/16,1/20

千葉西おやこ劇場事務所

千葉西

11/30

谷津コミュニティ-センター

ならしの

市川市大野地域ふれあい館

市川北

12/7

習志野市谷津公民館

ならしの

12/12

八千代市勝田台文化センター 八千代

んべぃび 「赤ちゃんとお母さんのためのｺﾝｻｰﾄ」

・ リラックスココヨガ
・ 体操のお兄さんと遊ぼう！
・ おしゃべりほっとスペース こーひーかっぷ
・ 幼児サークル わくわく
・ お母さんと幼児の居場所ピヨピヨのおうちの日
・ 劇団風の子劇あそびワークショップ「まいごのこねこちゃん」
・ おしゃべりほっとスペース ぶらっとhome
・ 劇あそびワークショップ「うさぎのはらのクリスマス」
・ 乳幼児のための馬頭琴コンサート
・ たのしい音あそび（協力 アミ―チあんだんて）
・ おしゃべりほっとスペース ぶらっとhome
・ 乳幼児とお母さんのたまり場 たまごキッズ
・ 子育て広場 はっぱのおうち
・ SKSダンスアカデミー

12/3.10.17.24

12月上旬

成田市玉造公民館

成田

1/7.14,21,28

市川市大野地域ふれあい館

市川北

1/9.16.23.30

四街道市四区集会所

四街道

こどもユニットWakaba事務所

Wakaba

毎週火・木
10/19.25,11/1.9

・ 未就園児と親のワークショップ 親子リズム体操
・ 「ルドルフとイッパイアッテナ」事前交流ワークショップ
・ 未就園児とお母さんのための遊びの場ぴっぴ 表現遊び
・ 永野むつみさん講演会思春期編
・ 子どもの権利条約学習会
・ 忍者黒マント団～浦安子ども劇場の巻）
・ 子どものおこづかいについて考える（協力 ジブラルタル生命）
・ 未就園児と親のワークショップ 親子リズム体操
・ 北島尚志さん（アフタフバーバン代表）講演会

11/7.13.21,12/4.12

・ 高学年ｸﾞﾙｰﾌﾟ メビウス企画 ナスパァ(Night Sports Party)

11/15

西部地域福祉センター、西志 佐倉
津小学校、八千代市市民会館
千葉市文化センター

千葉中央

11/9

市川市南行徳市民センター

市川行徳

11/27

袖ケ浦市神納コミュニティセンター 袖ケ浦

12/1

八千代市市民会館

八千代

12/4

市川市行徳公民館

市川行徳

12/6

浦安市立富岡小学校

浦安

12/14

成田市内

成田

千葉市文化センター

千葉中央

京成津田沼ｻﾝﾛｰﾄﾞ6F大会議室(予定)

ならしの

船橋市宮本公民館講堂

船橋

1/9.15.23.29
1/18

講演会・学習会
ワークショップ

高学年の活動

活動

・ 100人キャンプ
・ 富里・遠山地区 デイキャンプ
・ ミニ運動会＆やきいも
・ あそびっく ハロウィン
・ バーベキュー＆サバイバルライスづくり
・ 放課後子ども教室 出会い体験夢ひろば
・ あそぶ会 秋 佐倉草ぶえの丘宿泊
・ 子どもの創造表現フェスティバル2014
・ ひみつの森で食べよ！あそぼ！森のピザ窯でクッキング
・ 千葉在来種そばの収穫
・ あつまれ！こども忍者
・ わんぱく広場
いろいろ体験活動 ・ 畑の収穫祭（そば、さつまいも、にんじん）
・ 成田地区 運動会
・ あそびの会 やきいもパーティー
・ ものつくり講習会 飛び出すカード
・ 月例自然遊び体験 パチンコ作り
・ 秋のデイキャンプ
・ 作ってあそぼ！羊毛フェルト・紙粘土で動物作り
・ 耳が聞こえないってどんなこと？手と手で話そう
・ 秋のバザーまつり
・ 親子でわくわく忍者修行
・ げきじょうっ子まつり
・ 放課後子ども教室 出会い体験夢ひろば
・ 忍者修行
・ 忍者 昼の修行
・ あそびの会 クリスマス会 劇団あのね公演
・ そば打ちと年賀状作り
・ あそびっく クリスマス会
・ 月例自然遊び体験 こども忘年会
・ あそびの会 お正月のしめ飾り作り
・ 放課後子ども教室 出会い体験夢ひろば
・ 成人＆1/2成人を祝う会
・ 月例自然遊び体験 まきまきパン
・ くぼた☆まさとさんのわくわく工作ショー
・ ヘルシークッキング手作り豆腐とおからクッキー
・ 日本のお正月あそび、昔あそびをしよう
・ どんど焼きと芋煮会
・ 畑で麦踏と焼き芋づくり

日程
11/1～2
11/2

場所

主催団体

市川市少年自然の家

市川行徳

成田市坂田が池キャンプ場

成田

11/3

習志野市香澄公園

ならしの

11/3

白井市立清水口小学校周辺

白井

11/3

袖ケ浦市今関さんちの畑

袖ケ浦

11/5.7.12.14.19.21.26.28 四街道市四区集会所

四街道

11/8～9

佐倉市草ぶえの丘

市川中央

11/9

八千代市市民会館

八千代

11/9

印西市内森林

いんざい

11/9

千葉市にこにこファーム

緑区

11/15

野田市立北部小学校

野田

11/15

市川市行徳南部公園

市川行徳

11/15

印西市内畑

いんざい

11/15

成田市公津の杜公園

成田

11/16

千葉市100万本こもれびの里

千葉北

11/16

船橋市三咲公民館

船橋

11/16

千葉市山﨑さんちの空き地

Wakaba

11/16

昭和の森フォレストヴィレッヂ

千葉中央

11/24
11/29 2/21

印西市船穂コミュニティセンター いんざい
松戸市みんなんち(ふれあいネットまつど)

まつど

11/30

市川市行徳駅前公園

市川行徳

11/30

佐倉市青少年体育館

佐倉

流山市内公園

流山

四街道市四区集会所

四街道

千葉市立大木戸小学校

緑区

12/13

習志野市袖ケ浦公民館

ならしの

12/14

千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北

11月中旬
12/3.5.10.12.19
12/7

12/21

印西市内公民館

いんざい

12/22

白井市プラザ一番街集会所

白井

12/26

こどもユニットWakaba事務所

Wakaba

12/27

千葉市小中台地域福祉交流館 千葉北

1/7.9.14.16.21.23.28.30 四街道市四区集会所

1/11

四街道

船橋市内公民館

船橋
Wakaba

1/18

千葉市山﨑さんちの空き地

1/23

船橋市民文化創造館きららホール 船橋

1/31

船橋市薬園台公民館

船橋

1月中旬

印西市内公民館

いんざい

1月下旬

印西市内森林

いんざい

1月未定

千葉市にこにこファーム

緑区

子どもと文化 イベント情報
◆ しんけみ広場のキルトカフェで
マイポーチをつくろう～はじめてでもOK～

◆ 松元ヒロ・ソロライブin流山 ◆ 人形劇団ひとみ座公演
11月22日（土）17:00流山市生涯学習センター

「決戦!竜宮島 ゲゲゲの鬼太郎」

11月1日（土）11:00～16:00

対象：中学生以上 参加費：前売りﾍﾟｱ券3,500円

成田市制施行60周年記念事業

場所：千葉市花園中学校前花園公園

前売り1人券2,000円

12月7日（日）17:30～19:05

対象：大人 参加費：1,000円(材料費こみ)

主催/(特)流山おやこ劇場04-7152-0446

当日1人券2,500円

◆ 「にこにこ山はたいへんだ！」ワークショップ
親子舞台
◆ 子育て応援メッセinふなばし
鑑賞「布でつくった紙芝居！？なにぬの

場所：成田国際文化会館大ホール 全席指定

対象：小学生以上(3才未満入場不可)

問合せ/(特)子ども劇場千葉県センター043-301-7262

作ってあそぼ！羊毛フェルト・紙粘土で動物作り

前売り2,500円 当日2,800円 団体・
障がい者割引あり のりいれ1,000円

11月24日（月祝）1部10:00～12:00

主催/成田国際文化会館 子どもプラザ成田

11月8日（土）①11:00乳幼児親子60名

2部14:00～16:00印西市船穂コミュニティセンター

問合せ/(特)子どもプラザ成田0476-29-1387

②14:00幼児～小3の親子80名

対象：子ども～大人（小3までは親子で）

◆ だるま食堂の日常音楽コント「暮らしのト長帖」

場所：船橋市中央公民館 ☆事前申込制

参加費：1人1,000円（材料費こみ）

12月12日（金）18:30～

問合せ/(特)船橋子ども劇場047-424-0851

主催/（特）いんざい子ども劇場0476-46-6287

場所：船橋市民文化創造館きららホール

屋がやってくる」

対象：中学生以上 参加費：1人2,300円

◆ 第10回子どもあそびひろば
お手伝いでエノキ券をゲット、またあそぼう

◆ 上映会「子どもこそミライ」

11月8,9日（土、日）10:00～15:00

11月28日（金）①10:00(ｱﾌﾀｰﾄｰｸｼｮ
—あり)②15:30③19:00

場所：茂原市榎町商店街 参加費：1日100円

場所：市川市文化会館

対象：子ども（中学生以下）

参加費：1,000円

主催/榎町商店街振興組合 (特)ナルク茂原いちごの会

対象：どなたでも

子ども無料

主催/(特)市川子ども文化ｽﾃｰｼｮﾝ北047-339-7744

問合せ/長生茂原おやこ劇場0475-22-3000

12月13日（土）10:45～11:40
場所：袖ケ浦市民会館 対象：幼児～大人

参加費：前売り大人1,800円 子(3才
～)1,000円 親子・大人ﾍﾟｱ券あり

多古町次浦地区を散策、旬の郷土料理を

6才のときにヒマラヤを越えてチベッ
トから亡命した少年の物語

食べ歩き、農家の方と交流するおまつり

11月28日（金）13:00～上映時間108分

12月20日（土）14:45～15:45

11月8日（土）8:00八千代発

場所：船橋市葛飾公民館

場所：西志津ふれあいセンター ホール

参加費：大人4,800円、子ども3,800円

参加費：900円(1ドリンク付)

主催/(特)子ども劇場千葉県センター043-301-7262

◆ 千葉県子どもの人権懇話会＆お
しゃべりカフェ

主催/(特)NPOまちアート・夢虫047-431-2925

◆ 耳が聞こえないってどんなこと？

◆ 舞台劇いずみひな「クリスマスツリー少年」

対象：全年令

参加費：1,000円

主催/(特)NPO佐倉こどもｽﾃｰｼｮﾝ043-487-1655

◆ ｲｯﾂﾌｫｰﾘｰｽﾞ「ルドルフとイッパイアッテナ」

手と手で話そうPart5

NPO法人設立15周年記念ミュージカル

11月8日（土）①10:00～12:30

11月29日・2月21日（日）10:00～11:30

12月23日（火祝）17:30～19:15

「子どもの権利を守るために地域が動
いた!」いじめ防止基本方針について

場所：みんなんち（ふれあいネットまつど）

場所：市川市文化会館大ホール 全席指定

②13:00～16:00情報交流会 個別相談会

主催/(特)子どもっとまつど047-344-2272

3才未満入場不可（託児あり・有料・要申込み）

◆ 人形劇団ひぽぽたあむ「かえるくん・かえるくん」

主催/(特)市川子ども文化ｽﾃｰｼｮﾝ047-339-7744

対象：小学生

参加費：500円(2回分)

（きぼーる11階） 資料代：500円
主催/千葉県子どもの人権懇話会実行委員会

八千代市1%支援事業

Tel:043-266-8419Fax:266-2359

11月30日(日)11:00八千代台文化センター

ちば県民活動フェスティバル2014
ニューフィル千葉などｽﾃｰｼﾞ発表や県民活動紹介

1月18日（日）14:00～（予定）

参加費：大人2,000円子ども（3才以上）1,000円

京成津田沼ｻﾝﾛｰﾄﾞ6階大会議室（予定）

主催/（特）子どもネット八千代047-486-4699

場所：イオンモール幕張新都心グランモール

◆ 忍者黒マント団～浦安子ども劇場の巻～
浦安市市民活動補助金事業ワークショップ

11月9日(日)10:00～14:00印西市内森林

対象：親子

MORIMITSU(佐倉の青年 守田くん）出演

11月16日（日）17:00 大田区民ホール
参加費：前売り4,500円 高校生未満3,500円

申込み/090-9675-1669（守田）

◆ くぼた☆まさとさんのわくわく工作ｼｮ—
1月23日（水）18:30～

場所：浦安市立富岡小学校

場所：船橋市民文化創造館きららホール

参加費未定

対象：年長～小3(年長は保護者同伴)

対象：幼児～小2の親子

主催/浦安子ども劇場080-6651-9175

参加費：子ども800円 大人1,000円

定員200名

主催/(特)船橋子ども劇場047-424-0851

◆ 人形劇団じろっぽ「ゆかいなブ—タくん」
12月7日（日）11:20～南行徳市民センター

◆ 太鼓笑人めでたい公演「狐狂伝来ぞめき」

参加費未定

12月6日（土）13:00～15:00

参加費：1人1,000円

主催/（特）いんざい子ども劇場0476-46-6287

対象：子育てに関わる人

主催/(特)ならしの子ども劇場047-451-3676

問合せ/(特)子ども劇場千葉県センター043-301-7262

ひみつの森で食べよ！あそぼ！森のピザ窯でクッキング

◆ 北島尚志さん(アフタフバーバン代表)講演会

対象：乳幼児親子

11月8日（土）12:00～16:00

◆ 「にこにこ山はたいへんだ！」ワークショップ

対象：3才以上
参加費：前売り2,800円 当日3,000円

場所：千葉市中央区ボランティアセンター

◆

◆ 人形劇団ひぽぽたあむ「ハリネズミと雪の花」

主催/(特)子どもるーぷ袖ケ浦0438-63-2850

◆ 上映会「オロ」
◆ しんのみまつりバスツアー

主催/(特)船橋子ども劇場047-424-0851

対象：幼児親子 参加費：親子券
2,500円 1人1,300円(2才～)
主催/(特)市川子ども文化ｽﾃｰｼｮﾝ行徳047-395-7670

※(特）は特定非営利活動法人を略しています
※参加申込、場所、参加費、時間等の問合せは
各主催団体にお願いします。

◆ 劇団ひまわり公演「最遊記」
1月31日（土）18:00～
場所：市川市行徳文化ホールI&I
対象：小4～18才
参加費：前売り小4～18才1,500円 大人2,500円
主催/(特)市川子ども文化ｽﾃｰｼｮﾝ行徳047-395-7670
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団体名
ＮＰＯ法人 野田子ども劇場
ＮＰＯ法人 流山おやこ劇場
ＮＰＯ法人 市川子ども文化ステーション
ＮＰＯ法人 市川子ども文化ステーション中央地区
ＮＰＯ法人 市川子ども文化ステーション北地区
ＮＰＯ法人 市川子ども文化ステーション行徳地区
ＮＰＯ法人 子どもっとまつど
浦安子ども劇場
ＮＰＯ法人 船橋子ども劇場
ＮＰＯ法人 ならしの子ども劇場
白井子ども劇場
ＮＰＯ法人 ＮＰＯ佐倉こどもステーション
ＮＰＯ法人 子どもネット八千代
ＮＰＯ法人 いんざい子ども劇場
NPO法人 子どもプラザ成田

Ｔｅｌ.
04-7124-8419
04-7152-0446
047-395-7670
047-332-3024
047-339-7744
047-395-7670
047-344-2272
080-6651-9175
047-424-0851
047-451-3676
047-491-2163
043-487-1655
047-486-4699
0476-46-6287
0476-29-1387
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●

団体名
千葉西おやこ劇場
NPO法人 こどもユニットWakaba
千葉北おやこみるあそぶ会
ＮＰＯ法人 緑区子どもサポートセンター
ＮＰＯ法人 千葉中央おやこ劇場
ＮＰＯ法人 四街道こどもネットワーク
やちまたおやこ劇場
長生茂原おやこ劇場
ＮＰＯ法人 子どもるーぷ袖ケ浦
ＮＰＯ法人 いちかわ市民文化ネットワーク
ＮＰＯ法人 子育てネットワークゆっくっく
ＮＰＯ法人 里山会
千葉県子ども核廃
ＮＰＯ法人 市原市こどもセンター
ＮＰＯ法人 子ども劇場千葉県センター

Ｔｅｌ.
043-272-1416
043-232-0045
043-241-1142
043-308-4436
043-251-0142
043-423-5381
043-442-3257
0475-22-3000
0438-63-2850
047-711-8813
04-7129-8089
047-482-4613
047-457-2065
0436-22-5033
043-301-7262

