
全労済文化フェスティバル事務局
TEL．03-3375-8741（平日10時～17時）
〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-12-10
　　　　　　全労済会館B1

お申し込み・お問い合わせ

※本企画で取得した個人情報については、本企画に関連する
　業務に限ってのみ使用いたします。
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詳細■各作品の詳細は組合員特典ページ
　　　https://www.zenrosai.coop/ss/member2/index.php
　　　をご覧ください。
会場■全労済ホール／スペース・ゼロ

住所・氏名・電話番号・公演名・日時・枚数を明記のうえ、下記「優待係」宛にお送り
ください。折り返し、事務局より代金のお支払やチケット受取方法の説明書などを
ご郵送いたします。

❶組合員特典ページから　https://www.zenrosai.coop/ss/member2/index.php
❷郵便はがき

❶組合員特典ページから　https://www.zenrosai.coop/ss/member2/index.php
❷往復はがき 住所・氏名（ふりがな）・電話番号・希望公演名と希望日時（往復はがき1通につき1公

演2名様まで）を明記のうえ、右記事務局「招待係」宛にお送りください。
■応募締切 …

■申込締切 …

2017年6月15日（木）（ホームページの場合は当日発信有効、はがきの場合は当日消印有効）
■当選発表 … 2017年6月23日頃、eメールか返信はがきにてご連絡いたします。

応募多数の

場合は抽選

応募多数の

場合は抽選

はがきでの申込みはご観劇希望日の14日前までにお申込ください。

販売枚数に
は

限りがあり
ます

販売枚数に
は

限りがあり
ます

50組100名様をご招待いたします
■ミュージカル「青い鳥」
各回に10組20名様（合計90組180名様）をご招待いたします
■第45回 夏休み児童・青少年演劇フェスティバルご招待

全労済ホール／
スペース・ゼロ
公演のみ（ ）

前売りチケット料金の20％引きにて販売いたします
■ミュージカル「青い鳥」

■第45回 夏休み児童・青少年演劇フェスティバル
前売チケット料金の500円引きにて販売いたしますご優待
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（17.05.5,500PP）

組合員の皆さまへの組合員の皆さまへの お得な特典情報お得な特典情報

ノーベル文学賞作家メーテルリンクの「青い鳥」をミュージカル化。愛と涙と感動のこころに
染み入る作品です。美しい音楽と映像が物語を彩り、「幸せの青い鳥を探す」という人々の
永遠のテーマと共に、「生と死」「運命」「幸福」とは何かを問う、哲学とメルヘンの世界。 主催■全労済

劇団ピュアーマリー オリジナルミュージカル

劇団ピュアーマリー
オリジナルミュージカル

2017年8月4日（金）～6日（日）

メーテルリンク作

メーテルリンク作 原作：モーリス・メーテルリンク
脚本：相良まみ
脚色・演出：鈴木孝宏
作詞：保坂磨理子
音楽：はらかなこ

14：30
18：308/4 金
12：30
16：308/5 土
12：30
16：308/6 日

全労済ホール／スペース・ゼロにて公演

4,800円
（全席指定・消費税込）
5月13日（土）より発売開始

クリスマスイブ、貧しい木こりの子、兄のチルチ
ルと妹ミチルの部屋に妖婆がやってきて、「病気
の娘のために青い鳥を探しに行っておくれ」と
言う。過去や未来に行かれる不思議な帽子をも
らった二人は、光、犬、猫、パン、ミルク、砂糖、花、
水、火、スプーン、ナイフの精たちと、「青い鳥」
を探す旅に出る。『想い出の国』『夜の宮殿』『森』
『幸福の国』『未来の国』、色々なところを訪れ様
々な経験をした二人は、果たして青い鳥を捕ま
えて帰ることができるのでしょうか̶̶?

〒152-0003　東京都目黒区碑文谷6-2-3
劇団ピュアーマリー ☎03-3714-5004

http://puremarry.comURL puremarry@ozzio.jpE-mail

主催■日本児童・青少年演劇劇団協同組合
共催■全労済　後援■東京都 他

～笑いと涙と感動をあなたに！～

2017年 第45回2017年 第45回

児童・青少年児童・青少年夏休み夏休み
演劇フェスティバル演劇フェスティバル
ミュージカル・民族芸能・サーカス・パントマ
イム・人形劇など、様々な舞台作品を2017年
7月22日～30日まで、全労済ホール／スペー
ス・ゼロとプーク人形劇場にて開催します。

全労済ホール／スペース・ゼロにて

イ
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り

共同主催■全労済、NPO法人3.11こども文庫、新宿区、新宿クリエイターズ・フェスタ実行委員会

入場
無料!

参加
無料
!

気軽に参加して楽しむことがで
きる、こども向け体験型アート
イベント。今年のテーマは『アー
トアドベンチャー』!
アーティストと一緒に絵を描い
たり、歌ったり、参加型のワーク
ショップを多数用意しています。

（新宿区文化観光産業部文化観光課にぎわい創出等担当）
新宿クリエイターズ・フェスタ実行委員会事務局
☎03-3714-5741

http://www.scf-web.netURL scf.jimu@gmail.comE-mail

こどもアート展
8月2日（水）～6日（日）
全労済ホール／スペース・ゼロ
ギャラリー・展示室にて

こどもアートデー！
8月8日（火）
全労済ホール／スペース・ゼロにて

みんなでたのしむ
アートフェスタ
つくって・あそんで・たのしんで

全労済ホール／スペース・ゼロ
ギャラリー・展示室にて

2017年

8月2日（水）〜6日（日）

こどもアート展
2017年

8月8日（火）

こどもアートデー！

全労済ホール／スペース・ゼロにて

今年のテーマは
『アートアドベンチャー』！

入場
無料!

参加
無料
!

◆児演協へ   ☎03-5909-3064   FAX.03-5909-3065  
　　　　　   5/23（火）～7/29（土） 【AM10：00～PM6：00、土・休日をのぞく】
児演協へ電話・FAX等でご注文頂いたチケットは、各劇団よりご自宅へ郵送いたします。
（チケットお申し込み後のキャンセルはできません）　3歳以上有料。（わくわくワークのお申し込みは直接劇団へ）

◆スペース・ゼロ
　チケットデスクへ
　http://www.spacezero.co.jp/

◆劇団ピュアーマリーへ  FAX 03-3714-5097  http://puremarry.com  5/13（土）～8/5（土）
一般販売
チケットの
お申し込み

90c16W007



ワークショップの申し込みは
直接実施劇団へ

わわくくわわくくワークワーク
えんげきてきたいけん

※チケットのお申し込みに関しては、ウラ面をご覧ください。　※上演作品の内容に関するご意見お問合せ等は、上演劇団もしくは児演協にお寄せください。

14:007/29 土

前売3,000円（税込）　当日3,300円（税込）
団体割引あり　全自由席

http://www.gekidan-nakama.com
info@gekidan-nakama.comE-mail

URL
〒164-0011　東京都中野区中央2-54-10
☎03-3368-4623 FAX.03-3368-6181

（75分　休憩なし　4歳から大人）
原作／ステファﾉ・フォン・ロー（三修社刊）

脚本・演出／鈴木雄太　美術／角浜有香　音楽／芳賀一之

14:007/22 土

前売2,000円（税込）　当日2,500円（税込）
団体割引あり　全指定席

http://www1.odn.ne.jp/̃tomatoza
tomatoza@pop21.odn.ne.jpE-mail

URL
〒180-0011　武蔵野市八幡町2-2-6
☎0422-53-6833 FAX.0422-53-6996

（80分　休憩10分　4歳～一般）

14:007/23 日

前売2,000円（税込）　当日2,500円（税込）
団体割引あり　全自由席

http://www.geiyuza.com
info@geiyuza.comE-mail

URL
〒182-0025　東京都調布市多摩川2-28-4
☎042-489-4555 FAX.042-489-9170

（105分　休憩10分　5歳～大人）

作／有明三太郎
演出／平塚仁郎

村人が大切にしてきた天狗杉という大木を、お金のた
めに切って差し出せと命令する代官。切り倒したら、泉
は枯れ、村では飲み水も無くなり、作物も出来なくなっ
てしまいます。これは一大事! 力を合わせて守ろうと、
あの手この手と作戦を立てるトロッ平たち。はたして…

14:007/30 日

前売2,500円（税込）　当日3,000円（税込）
団体割引あり　全指定席

http://www.gekidan-angel.co.jp
info@gekidan-angel.co.jpE-mail

URL
〒192-0041　八王子市中野上町1-21-5
☎042-628-4848 FAX.042-628-4846
劇団エンゼル

ある日マシュウとマリラの元にやってきたの
は、孤児院からやってきたソバカスだらけのお
しゃべりな女の子、アン・シャーリー。舞台に届
いた大きな贈り物の箱が開くと、夢いっぱい
のアンのドラマが始まります。NHK朝の連続
ドラマで話題になった「花子とアン」とは一味
違った赤毛のアンをお楽しみください。

赤毛のアン-みどりのやねの朝-

原作／L.M.モンゴメリ　脚本・演出／高倉亜矢子
出演／小原春香（元AKB48 元SDN48）他

（110分　休憩10分　6才以上）

10:307/24 月

前売3,000円（税込）　当日3,500円（税込）
団体割引あり　全指定席

http://www.clarte-net.co.jp
office@clarte-net.co.jpE-mail

URL
〒559-0015  大阪市住之江区南加賀屋3-1-7
☎06-6685-5601 FAX.06-6686-3461

なんと! 今度は
宇宙ねこが登場する、大人気シリーズ第5弾!
ある日のこと、11ぴきのねこが魚釣りをしているところ
に、黒い長靴をはいてボロボロの傘をさした水玉模様の
へんなねこが通りかかりました。ねこたちは気になって気
になって仕方ありません。みんなで後をつけますが…。

原作／馬場のぼる（こぐま社刊）
脚色・演出／東口次登

（90分　休憩15分　3歳～9歳）

©馬場のぼる／こぐま社

13:307/25 火

前売2,500円（税込）　当日3,000円（税込）
団体割引あり　全指定席

http://www.pup-popolo.co.jp
ticket@pup-popolo.co.jpE-mail

URL
〒189-0012　東京都東村山市萩山町1-8-39
☎042-344-3389 FAX.042-346-6118

（幼児〈4歳〉～大人）

原作／斉藤洋（講談社刊）
演出／くすのき燕（人形芝居燕屋）
脚色／くすのき燕
　　　大沢愛（表現教育研究所）
音楽／TATSUKI

変幻自在の舞台と生演奏で
楽しさいっぱいの人形劇!
黒猫のルドルフと
イッパイアッテナの
知恵と勇気と友情の物語。

14:007/26 水

前売2,500円（税込）　当日2,800円（税込）
団体割引あり　全自由席（一部指定席）

http://urinko.jp/
info@urinko.jpE-mail

URL
〒465-0018　名古屋市名東区八前1-112
☎052-772-1882 FAX.052-771-7868

（90分　休憩10分　4歳～大人）
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原作／みうらかれん『夜明けの落語』（講談社刊）
脚本・演出／北村直樹

14:007/27 木

前売3,130円（税込）　当日3,130円（税込）
団体割引あり　全指定席

http://www.puk.jp
puppet@puk.jpE-mail

URL
〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-12-3
☎03-3370-3371 FAX.03-3370-5120

脚色／中江隆介
潤色・演出／安尾芳明
美術／若林由美子
音楽／堀井勝美

いつもお腹を空かせている三びきのやぎのがら
がらどん。青い草を求めて遠くの山に出かけま
す。その途中、大きな魔物のトロルがいる橋を渡
らなければなりません。カタン、コトンと橋を渡
る足音に橋の下のトロルは目をさまし…。

（80分　休憩15分　幼児3歳～小学生）併演

11:30
14:007/22 土

前売2,000円（税込）　当日2,200円（税込）
団体割引あり　全自由席

http://www.kazenoko.co.jp
tokyo@kazenoko.co.jpE-mail

URL
〒192-0152  東京都八王子市美山町1320-1
☎042-652-1001 FAX.042-652-1013

作・演出・出演／田中つとむ

（60分　休憩なし　3歳～大人）

田中つとむ
一人芝居
part2

夏休みのある日、田舎のおじいちゃんちの物置で遊ん
でいると、どこからともなく奇妙な声が…さぁ、この声
の正体は？ 会場の子どもたちの力を借りてあつし君は
冒険の旅に出かけます。さてさて、どうなりますやら。

10:30
13:307/27 木

前売2,500円（税込）　当日2,800円（税込）
団体割引あり　全自由席

http://www.pup-popolo.co.jp
ticket@pup-popolo.co.jpE-mail

URL
〒189-0012　東京都東村山市萩山町1-8-39
☎042-344-3389 FAX.042-346-6118

（幼児〈3歳〉～大人）

脚色・演出／山根宏章
人形製作／小島 明
音楽／TATSUKI
装置／三浦のん

大人気 14ひきシリーズの最新作!
森の朝、子ども達は体操をしながら
「今夜はお月見だね」としゃべっていると
風がドォーッと吹いて大あらしの予感…。

14:007/28 金

前売2,000円（税込）　当日2,500円（税込）
団体割引あり　全指定席

原作／小沢昭巳
脚本・演出／木島恭
（95分　休憩15分　幼児～大人）

ミュージカル
土の中から這い出して、たくさんのホタルが
飛び立って行きます。その中に、生まれながら
にして羽が縮れて飛べないホタルが一匹…。
飛べないホタルの光太です。毎晩、夜空を飛
び交うホタル達をうらやましく見上げる光太。
そんなある日、ホタル達の住みかが嵐に襲わ
れます。嵐の中みんなを助けようと、誰よりも
明るい光で、みんなに合図を送る光太、その後
助ける事はできるのでしょうか…。

http://www.poplar21.jp
office@poplar21.jpE-mail

URL

〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-2  
汐留シオサイト・グラディート汐留2F

☎03-5405-0966
FAX.03-5405-0988

11:00
14:007/28 金

前売2,000円（税込）　当日2,300円（税込）
団体割引あり　全自由席

http://www.dentougeinou.com
nakashin@dentougeinou.comE-mail

URL
〒249-0005　神奈川県逗子市桜山8-16-46
☎046-870-6061 FAX.046-872-5159

（90分　休憩なし　3歳～大人）

11:30
14:307/29 土

前売2,500円（税込）　当日3,000円（税込）

団体割引あり　全自由席
子ども中学生まで前売・当日共通1,500円（3歳～中学生）（税込） http://www.showtime-magic.com

info@showtime-magic.comE-mail
URL
〒221-0042　横浜市神奈川区浦島町5-16-608
☎045-453-5911 FAX.045-453-5911

しょうたいむ

笑太夢マジック

えっ!? 旅芸人の夫婦が天国まで旅してショータイム！？奇想天外、涙と笑
い。のマジック・マイムファンタジー。息をのむマジックで魅せて、マイム
で泣かせて笑わせて、ブラックライトでわくわくさせて…。あなたの心
にも笑顔いっぱいの愛の花束を! ご家族で楽しめ、心があったかくなる
作品です。世界マジック銅賞のエンターテイナーがお届けします。

いつも心に花束を
作／林ゆう子
演出／木下隆

（60分　休憩なし　5歳～大人）

パントマイムマジック劇

14:007/30 日
前売2,000円（税込）　当日2,000円（税込）
親子チケット3,000円（税込）
団体割引なし　全自由席

（60分　休憩なし　6歳～大人）

http://www.seikashika.net/polano/
polano@seikashika.netE-mail

URL

〒168-0072　東京都杉並区高井戸東3-20-15
カーロワコー1階1号室

☎03-6240-1153

おかしなはがきが、ある土曜日の夕が
た、一郎のうちにきました。それは、
「めんどうなさいばんをするので来
てほしい」という山猫からの
招待状でした…。

笑いと涙と感動をあなたに！ 2017年 第45回2017年 第45回 児童・青少年児童・青少年夏休み夏休み 演劇フェスティバル演劇フェスティバル
全労済ホール／スペース・ゼロにて公演 380

席

14:007/26 水

前売2,000円（税込）　当日2,500円（税込）
団体割引あり　全自由席

http://www.hanmime.com
info@hanmime.comE-mail

URL
〒173-0037　東京都板橋区小茂根4-2-19
☎03-6905-8908 FAX.03-6905-8909
パントマイム&クラウン 汎マイム工房

プーク人形劇場にて公演 100
席

全労済ホール／スペース・ゼロ展示室公演

スペース・ゼロ：展示室

今日からあなたもマジシャン

一人1,500円　おやこ券2,500円
子ども一人追加1,000円（税込）／材料費一人５００円

笑太夢マジック  ☎045-453-5911  FAX.045-453-5911　携帯.090-3574-3544
http://www.showtime-magic.com　E-mail　info@showtime-magic.com

しょうたいむ

お申込み先

午前

▲

１０：3０～１２：0０
午後

▲

１3：3０～15：0０7/23 日

不思議探険! 心と心を結ぶマジック。
オリジナルなマジックを造ってみんなをアッといわせよう!

対象定員

5歳～大人各回30名

費
用

親子でいっしょに劇あそび「もりのたぬきさん」

おやこ一組二名で1,500円
一人増えるごとに500円増し（税込）

劇団風の子  ☎042-652-1001  FAX.042-652-1013
http://www.kazenoko.co.jp　　E-mail　tokyo@kazenoko.co.jp

お申込み先

午前

▲

１1：0０～１２：0０7/24 月

親子で身近なもの（タオルなど）を使いながらの劇あそびです。
森のたぬきのお医者さんは病気のクマさんを探せるのでしょうか。

対象定員
3歳～小学1年
までの親子15組

費
用

ワクワクドキドキ劇体験

おやこ一組二名で1,700円
一人増えるごとに500円増し（税込）

劇団風の子  ☎042-652-1001  FAX.042-652-1013
http://www.kazenoko.co.jp　　E-mail　tokyo@kazenoko.co.jp

お申込み先

午前

▲

１0：3０～１２：3０7/25 火

みんなで仲間あつめや、楽しい表現あそびを
思いきりしてからの劇体験です。

対象定員
小学1年～6年
までの親子15組

費
用

少年少女名探偵募集！

おやこ一組二名で1,700円
一人増えるごとに500円増し（税込）

劇団風の子  ☎042-652-1001  FAX.042-652-1013
http://www.kazenoko.co.jp　　E-mail　tokyo@kazenoko.co.jp

お申込み先

午後

▲

１3：0０～１5：0０7/26 水

君も今日から名探偵！探偵修行の後は、新宿の町の謎を解き明かそう。

対象定員
小学1年～6年
までの親子20組

費
用

人形を作って友達になろう

2,500 円（税込、材料費込み）
人形劇団ポポロ  ☎042-344-3389  FAX.042-346-6118
http://www.pup-popolo.jp　　E-mail　ticket@pup-popolo.co.jp

お申込み先

午前

▲

１0：3０～１２：0０
午後

▲

１3：3０～１5：0０7/28 金

猫、犬、それとも親しい友達？ スチロールの玉で作って動かしてみよう！
費
用

対象定員
幼児（親同伴）
～大人各回20名

トコトコ歩く、やぎさんをつくろう！

2,570円（材料費込み）
人形劇団プーク  ☎03-3370-3371  FAX.03-3370-5120
http://www.puk.jp/　　E-mail　puppet@puk.jp

お申込み先

午前

▲

１0：3０～１２：3０
午後

▲

１4：0０～１6：0０7/29 土

「三びきのやぎのがらがらどん」公演に合わせて、
親子でトコトコ歩く、やぎさんの人形を作って、楽しみましょう！

費
用

対象定員
４歳以上の
親子、小学生各回25組

み
んな
でチャレンジ
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