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様々な舞台作品を
2016年7月21日（木）～8月4日（木）まで

全労済ホール／スペース・ゼロ
& プーク人形劇場

で開催します!

90c15W006

2016年
第44回

夏休み夏休み

演劇フェスティバル演劇フェスティバル
児童・青少年児童・青少年

ミュージカル
ミュージカル

民族芸能民族芸能

児童劇児童劇

人形劇人形劇

落語落語

など
など

など
など

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
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

会場

京王新線
都営大江戸線
都営新宿線
「新宿駅」6番出口徒歩1分

新
宿
駅
南
口

徒
歩
5
分

※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。

●パソコン、スマートフォンから　http://www.zenrosai.coop/ss/member/login.php
●携帯電話から　http://www.zenrosai.coop/ss/mobile/member

★ホームページからの、ご応募とお申し込みについて

（QRコードをご利用ください→）

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
詳細●各作品の詳細は全労済ホール/スペース・ゼロ
　　　（http://www.spacezero.co.jp）をご覧ください。
会場●全労済ホール／スペース・ゼロ & プーク人形劇場

各回に10組20名様（合計160組320名）をご招待いたします

応募締切 2016年6月15日（水）（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 2016年6月24日（金）頃、ホームページの場合はeメール、往復はがきの場合は返信はがきにて

ご連絡いたします。

❶全労済ホームページ組合員特典ページから★
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
方法

  

  

文化服装学院●

京王新線６番出口

プーク人形劇場
全労済ホール
 スペース・ゼロ

マクドナルド

カレーうどん屋

ファミリー
　マート

ファースト
　キッチン

ルミネ

タカシマヤ
タイムズスクエア

ミライナタワー改札

至八王子

至四ツ谷

新宿駅

東南口

ご招待 （全労済ホール／スペース・ゼロ公演のみ）
応募多数の

場合は抽選

ご優待 前売チケット料金の500円引きにて販売いたします

申込締切 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。

住所・氏名・電話番号・公演名・日時・枚数を明記のうえ、右記事務局「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全労済ホームページの組合員特典ページから★
❷はがき申込

方法

販売枚数に
は

限りがあり
ます



（16.4.7,000.PP）

◆各上演劇団へ ◆児演協へ   ☎03-5909-3064   FAX.03-5909-3065
　5/10（火）～8/3（水）【AM10：00～PM6：00、土・休日をのぞく】
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）

わくわくワークの
お申し込みは
直接劇団へ

一般販売チ
ケット

のお申し込
み

（3才以上
有料）

5月10日（火
）から

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

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
スペース・ゼロ：展示室

ピエロになろうワークショップ
パントマイムってしってるかい？　先ずは、見てみよう。マイムの特徴
が分かったところで身体を動かしマイム体験。壁や綱引き。無いものだ
んだんあらわれてきます。次はピエロの基本技、ジャグリング体験とバ
ルーンアート体験。最後に赤鼻を作り、ピエロになって御家に帰ろう。

●費用／参加費一人1,500円　おやこ券2,500円
　（ご家族1人増えるごとにプラス1,000円です）（税込）
　材料費（一人）300円
　参加者は、ピエロマイムファンタジー本番５００円割引
●対象／4歳以上　未就学児童は、保護者同伴
●定員／各30名

汎マイム工房  ☎03-6905-8908  FAX.03-6905-8909
http://www.hanmime.com　E-mail　info@hanmime.comお申込み先

午前

▲

１０：0０～１２：0０
午後

▲

１3：3０～15：3０7/22

今日からあなたもマジシャン ●費用／一人1,500円　おやこ券2,500円
　子ども一人追加1,000円（税込み・材料費込み）
●対象／5歳以上～大人
●定員／各回25名

笑太夢マジック  ☎045-453-5911  FAX.045-453-5911
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（5歳～大人）
午後

▲

１3：3０～15：0０（小学3年～大人）7/26

動く人形を作ろう ●費用／2,570円（材料費込み）
●対象／4歳以上のおやこ、小学生
●定員／各回25組

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

夢の自分へ変身! 「なりたい自分をつくってみよう」 ●費用／2,500円（税込、材料費込）
●対象／幼児（親同伴）～大人
●定員／各回20名

人形劇団ポポロ  ☎042-344-3389  FAX.042-346-6118
http://www.pup-popolo.co.jp　E-mail　ticket@pup-popolo.co.jpお申込み先

午前

▲

１0：3０～１２：0０
午後

▲

１3：3０～15：0０7/31

親子で一緒に劇体験 「まいごのこねこ」
●費用／おやこ一組二名で1,500円(税込)、
　　　　一名増えるごとに500円(税込)増し
●対象／4歳～小学3年生　おやこ
●定員／15組

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
▲

１1：0０～１２：158/1

少年少女名探偵募集! ●費用／おやこ一組二名で1,700円(税込)、
　　　　一名増えるごとに500円(税込)増し
●対象／小学生　おやこ
●定員／20組

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

▲

１3：0０～15：0０8/3

金

火

金

日

月

水

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!

親子で動く人形を作って、
楽しみましょう!

スチロール球を使って、なりたい動物や人間、
それとも宇宙人!? をつくってみよう!

新聞遊びをしながらのダイナミックでワクワクする劇体験
さてさて、まいごのこねこちゃんのママはみつかるのでしょうか？

君も今日から名探偵！
探偵修行のあとは、プーク人形劇場の謎を解き明かそう。



全労済ホール／スペース・ゼロ
展示室公演

全労済ホール／スペース・ゼロ
にて公演 380席

プーク人形劇場
にて公演 100席

14:008/2 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.gekidan-angel.co.jp
info@gekidan-angel.co.jpE-mail

URL
〒192-0041　八王子市中野上町1-21-5
☎042-628-4854 FAX.042-628-4846

※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。

10:30
13:3021 木 11:3022 金

前売3,000円（税込）　当日3,000円（税込）
団体割引あり　全指定席

7/

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ぶされそうになる。さあ、ゾロリはどうなってしまうのか？

http://www.haikyo.co.jp
ghaikyo@jade.dti.ne.jpE-mail

URL
〒161-0034　新宿区上落合1-17-9
☎03-3950-5705 FAX.03-3951-3638

いたずらぼうけんミュージカル

原作／原ゆたか　脚本／西川徹
演出／増田敦　作曲／外山和彦

（90分　休憩なし　3歳～小学生）

うたって
  おどって
    おおあ

ばれ!!

©原ゆたか／ポプラ社

14:007/23 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

旅の途中、次々と襲いか
かる妖怪たち。
軽快にダンスや激しいア
クションにドキドキ・ワク
ワク!  レッツゴー!

原作「西遊記」より
演出／だんいっせい

（80分　休憩10分　4歳～一般）

13:307/27 水

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）

））

））

14:007/29 金

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

14:007/31 日

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

やさしい女の子に拾われた3人のお人形さん。みんな幸せになって欲し
いという女の子の願いを叶えるため、楽しいマジックやパントマイムで
ショーをする事にしました。世界中から集まった人々を笑顔にする! やさ
しくて、おもしろくて、不思議! あなたにも招待状は届きましたか？

パントマイムマジック劇

不思議なおもちゃ箱
作／林ゆう子　演出／木下隆　出演者／笑太夢・キラリン・宮崎岳

（75分　休憩なし　5歳以上）

14:008/3 水

前売2,600円（税込）　当日3,000円（税込）
団体割引あり　全指定席

http://hitomiza.com/
puppet@hitomiza.jpE-mail

URL
〒211-0035　神奈川県川崎市中原区井田3-10-31
☎044-777-2225 FAX.044-766-0249

人形
劇団

脚本／岡本三郎・西上寛樹
演出／西上寛樹

人形美術／横田左千子
舞台美術／乗峯雅寛（文学座）

音楽／雨宮賢明

原作：「ズッコケ時間漂流記」

　　　　　　　　　　　　ハチベエ、ハカセ、モーちゃん ―おなじみ
「ズッコケ三人組」と呼ばれる花山第二小学校の6年生。ひょんなこと
から、江戸時代にタイムスリップ！あやういところを助けてもらったの
が、なんと発明家の平賀源内。時間とは？ 自由とは？笑いあり涙ありロ
マンスありの大冒険が始まる。はたして、三人は現代に帰れるか!? （90分　休憩10分　4歳～大人）

作／立川雄三　演出／熊谷章

14:008/4 木

前売2,000円（税込）　当日2,500円（税込）
団体割引あり　全指定席

〒121-0816　東京都足立区梅島1-5-3
☎03-3880-0034 FAX.03-3880-0034

みとう演劇集団未踏

むかし話じゃない今のこと ハラハラドキドキそして感動

（90分　休憩10分　4歳～大人）

「子どもたちが危ない!」 アイヌの神様が飛んで来た! うた、ダン
ス、マジックもある。深いテーマを明るく楽しくリズミカルに。

12:457/30 土

前売1,000円（税込）　当日1,000円（税込）
団体割引なし　全自由席

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

URL
〒358-0023　埼玉県入間市扇台4-4-3
☎042-960-6000 FAX.042-960-6000
劇団 鳥獣戯画

エコロジーってなぁに？小さな子どもたちにもわかるエコロジーを元気で愉快でちょっとお間抜けな海賊ふたり
が子ども達にクイズを出しながら宝島を目指します。本当の宝物って、なんだろう？ お芝居の後は、ペットボトル
空気砲を皆で作ろう！クラウンサーカスの前に、お楽しみください♪

作・演出・振付／知念正文
出演／樋口春香・市川絵梨
原案／石出知・清水祐佳

－ペットボトル空気砲
　ワークショップ付き!－

ワークショップを入れて60分
3歳～小学校低学年

（保護者の方もご一緒に!）

11:30
14:008/4 木

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

構成演出／岸功
出演／菅原武人・森恭次郎・坂田如

（60分　休憩なし　3歳～小学生親子）

みんなあつまれあそぼじゃないか
ゆかいなあそび　たのしいはなし
ぴっぴっぴーひゃらどん
おまつりぴーひゃらどん
劇団風の子の遊び組がくり広げる
「伝承遊び」「昔ばなし」の数々

11:007/30 土

前売1,800円（税込）　当日2,000円（税込）
団体割引なし　全自由席 info@art-hidamari.orgE-mail

〒182-0007　東京都調布市菊野台3-15-6-101

一般社団法人 アート企画
☎042-446-0676 FAX.042-446-0676

（45分　3歳～小学2年）

作／堀切リエ　演出・出演／高坂さとし　美術／小峯三奈

11:008/2 火

前売2,000円 おやこ3,000円（税込）　
当日2,300円 おやこ3,500円（税込）
団体割引あり　全自由席

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

URL
〒171-0033　東京都豊島区高田1-12-17
☎03-6907-2731 FAX.03-6907-3812
オペレッタ劇団 ともしび

働き者のお百姓のごんべえじいさんが丹精こめたすいかが
実り、もう食べ頃。その夜、「日本一の偉い泥棒」がおじいさ
んのすいか畑に忍び込み、すいかを盗んでしまいます。さて、
そこから始まるおじいさんと泥棒の智恵くらべ…

オペレッタ「ごんべえかかし」狂言「瓜盗人」より

第１部　「みんなでうたおう」
第２部　オペレッタ「ごんべえかかし」

（60分　休憩なし　3歳～大人）

脚本／山岡まさる　作曲／井上正志

10:30
14:008/4 木

前売3,130円（税込）　当日3,130円（税込）
団体割引あり　全自由席

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

〈併演〉
原作／加古里子
　　　（福音館書店刊）
潤色・演出プラン／野田牧史
演出／早川百合子
美術／有山由美子

きょうも元気いっぱいのだるまちゃん。ころころころがってドスンと木
にぶつかった。木の上からドスンと落ちてきたのが、赤い顔をして高
い鼻のてんぐちゃん。てんぐちゃんのもっているものはなんでもほし
くなるだるまちゃん。ながぁいおハナもほしいよう…だけど父さんだ
るまが用意してくれるものは、おおまちがいのとんちんかんばかり。（85分　休憩15分　幼児3歳～小学生）

13:00
15:007/28 木

前売2,700円（税込）　当日3,000円（税込）
団体割引あり　全自由席

http://acephale.Jp
isshiza@gmail.comE-mail

URL
〒187-0045　小平市学園西町2-14-21-３F
☎042-201-5811 FAX.042-403-0653
糸あやつり人形  一糸座

橋弁慶：京都五条の大橋に毎晩くせものが出るという噂を聞いた弁慶は大橋に
やって来ます。そこへやって来た牛若丸を、くせものと間違え、立ち廻りになりま
すが、弁慶は牛若丸に負けてしまい、家来になる約束をします。弁慶と牛若丸が
初めて出会う、有名なお話しです。本格的な人形浄瑠璃でお楽しみ下さい。
田能久：旅役者の田能久さんは、旅先でお母さんが病気だという知らせを聞きま
す。急いでお母さんのところに帰る途中、田能久さんは十返峠で、うわばみに出
会ってしまいます。落語を元にした楽しいお話しを人形芝居でご覧頂きます。

親子で楽しむ古典人形芝居

「橋弁慶・田能久」
（60分　休憩なし　3歳～大人）

監修／結城一糸
出演／結城一糸・結城民子・結城敬太　他

13:307/26 火

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

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

名探偵!
　　山田コタロウ
山田コタロウくんは、名探偵を夢見る小学生。ある日、「謎の
館」に迷い込んでしまったコタロウたちは、さらにアヤシイ
「謎の男」と鉢合わせしてしまう。謎の男に捕らわれたコタロ
ウ達は、老人を守ろうと「探偵団」を結成、事件に立ち向かう! （65分　休憩なし　4歳～大人）

脚本・演出／西田豊子
キャスト／宮腰裕貴・内田成信・大谷勇次

ほか

14:007/25 月

前売2,700円（税込）　当日2,700円（税込）
団体割引あり　全指定席

http://www.atomw.co.jp
atomw@pop12.odn.ne.jpE-mail

URL
〒161-0032　東京都新宿区中落合4-23-22-A102
☎03-5983-8228 FAX.03-5983-8229

今日の〈あとむの森〉は? 始めに♪「ア・ニ・メ・タ・イ・ム」♪
次のお話は、音楽劇で素劇! 「走れメロス」（原作／太宰治）
子ども達に、大人達に、
大切に読みつがれてきたお話です。

音楽劇で素劇で舞踊劇、そして人形も!
ちいさい人も楽しい。大人だって楽しい。

アトムの世界へようこそ。

（70分　休憩なし　3歳～大人）

構成・演出／関矢幸雄　音楽／クニ河内

14:007/24 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

山奥の小さな村。戦争孤児のロビンとリッ
キーは、ジャコブ爺さんに兄弟のように育
てられていました。ある日、遠い町の名門ブ
ロー家で行方不明の孫を探しており、それ
がロビンかもしれないと聞かされます。さ
て、それは真実なのか…おじいさんに送り
出され二人の大冒険が始まります!

（105分　休憩10分　5歳～大人）
鈴木弘子・池田文則・早坂恵理・他

14:008/1 月

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@gekidann-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

からかわれた小さい“つ”は五十音村を飛び出してしまう。す
ると人間の世界はおかしなことに! 弁護士が「うったえます
か? うったえませんか?」と言おうとすると「歌えますか? 歌
えませんか?」となって依頼人はプンプン。横綱も「はけよい
、のこた」では力が入らず負けてしまい日本語は大混乱!

音にならない文字なんて必要ない!

14:007/30 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

http://www.pleasure-p.co.jp
ppc@pleasure-p.co.jpE-mail

URL
〒453-0804　名古屋市中村区黄金通3-27-1
☎052-483-5959 FAX.052-483-4447

（90分　休憩10分　幼児～大人）
出演／K  Chang  LONTO

なっつ　じーにょ

5人の個性豊かなクラウンがお届けす
るコメディーサーカス! クラウン達は舞
台上を所狭しとと駆け回り客席に遊び
にいくことも!? ジャグリング、パントマ
イム、サーカス芸あり、ワクワクドキド
キで笑いがいっぱい! 
観終わった後、
元気になれる作品。

14:007/28 木

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://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

原作／アラビアンナイト
演出／木島恭

（95分　休憩15分　幼児～大人）

シンドバットの初航海。ある夜、突然の嵐に襲われ船
乗りたちは次々と海の中へ…。シンドバットは、流れ
着いた島からロック鳥の脚につかまり脱出します。降
り立った先は、小さな村。盗賊にさら
われた孫娘サイーダを助けてくれと、
村長から頼まれます。偶然にこの村に
流れ着いていたラシード船長と共に、
サイーダを救出する事が出来るのか!?

10:30
14:007/29 金

前売2,500円（税込）　当日2,700円（税込）
団体割引あり　全自由席

http://www.pup-popolo.co.jp
pupetpop@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

（55分　休憩なし　幼児～小学生）

脚色・演出　山根宏章

ぶーなしの実おちるし、
魚もとれる

へっこき嫁さは宝もの
とへっこきゃどっさりこ

日本の昔話より


