プーク人形劇場にて公演（50席）
7/31

7/24

日本の伝統芸能

（土）

（土） 『楽しいタップとクラウンショー』

①
18：00

開 演 時 間

②
10：30

③

14：00
前売2,000円

前売3 ,000 円

当日2,300円

当日3,500円

団体割引あり
全 自 由 席

団体割引なし
全 自 由 席

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

構成・演出/白井博之

対象：3歳～高校生

特別出演/中野章三(中野ブラザーズ)

上演時間：90分（休憩なし）

来年、タップを踊り始めて75周年を迎える日本タップ界の第一
人者、中野ブラザーズ 中野章三先生を特別ゲストに迎え、心躍
るタップダンスショー、おとぼけクラウン(道化師)によるコメ
ディショー、みんな大好きミュージカルショーなど、まさにおも
ちゃ箱をひっくり返したようなとびきり楽しいエンターテイメン
トショーをお届け致します！

G・E-JAPAN エンターテイメント・カレッジ
〒663-8233

兵庫県西宮市津門川町 2-9 兵漬西宮ビル 3F

TEL.072-819-7112 FAX.072-875-4788

URL.http://www.ge-japan.com
E-mail.jeu.one.0713@gmail.com

7/25
（日）

パントマイムマジック劇

「いつも心に花束を」
プーク人形劇場→

音響照明/松田充博

開 演 時 間

①
11：30
②
14：30

前売2 ,500 円

（税込）

当日3,000円

（税込）

子ども：3歳～中学生
前 売・当 日 共 通

1,500円（税込）
団体割引あり
全 自 由 席

↑
スペース・ゼロ

出演/笑太夢・キラリン
対象：４歳～大人

リハーサル室（20人）

上演時間：60分（休憩なし）

8/3 動く人形を作ろう

からだと頭をいっぱい使って、表現あそびと劇づくりを
家族で大いに楽しみます（構成：大澗弘幸）

親子で動く人形を作って楽しみましょう！

火

開催時間● 午前／10：15～11：45
参加費用● １組1,700円 追加１名500円
参加対象● 小学１～６年生の親子
定
員● 先着10組

劇団笑太夢マジック

〒221-0042
横浜市神奈川区浦島町 5-16-608

TEL.090-3574-3544 FAX.045-453-5911
URL.http://www.showtime-magic.com
E-mail.info@showtime-magic.com

7/28 体験版☆ムーラの1人サーカス

8/4 魔法学校・今日からあなたも
マジシャン
水

水

公演チケット割引情報
同じ方が2公演以上お申し込みの場合には、2公演
目からお一人様１公演につき300円割引します。
ただし、児演協窓口でのみ受付ます。参加団体では
受付はしません。

お申込は児演協へ

不思議探検！オリジナルなマジックを覚えて
みんなをアッと言わせよう！

8/5

演劇集団未踏

劇団笑太夢マジック

参加費用●
参加対象●
定

20名

※小学生以下は大人同伴でご参加下さい。

民族歌舞団荒馬座

開催時間●

午前／11：00～12：30
午後／14：00～15：30
参加費用● 一
 人1,500円・おや子券2,500円・子ど
も一人追加1,000円・材料費一人500円
参加対象● 4歳～大人
定
員● 各回20名

申込・問合せ
TEL.03-3962-5942
FAX.03-3962-5021
URL.http://www.araumaza.co.jp/ E-mail.arauma@araumaza.co.jp

第１和室&第２和室（30人）

7/30 カラクリねこをつくろう！
金

開催時間●
参加費用●
参加対象●
定
員●

目が動いて・舌が出て・首が伸びて
あら！あら！うしろをむいたら別なねこ！

午前／10：30～12：00
午後／13：30～15：00
1人 2,500円（材料費込み）
幼児（親同伴）～小学生・おとな同伴は一名まで
15名

人形劇団ポポロ

申込・問合せ
TEL.042-344-3389
FAX.042-346-6118
URL.http://www.pup-popolo.co.jp/ E-mail.pupetpop@pup-popolo.co.jp

●「公演」のお問い合わせ・お申し込み（原則３才以上有料、詳細各劇団へ）
◆各上演劇団へ（なお、「みんなでチャレンジわくわくワーク」の申込受付は実施劇団でのみ取り扱います）
◆児演協へ ☎ 03-5909-3064

●お客様へのお願い

申込・問合せ
TEL.090-3574-3544
FAX.045-453-5911
URL.http://www.showtime-magic.com E-mail.info@showtime-magic.com

5Ｆ

午前／10：00～11：30
午後／13：30～15：00
3,000円（手作り「獅子頭」キット1,000円）
年中児（4～5歳）～大人

員●

木

午前／10：30～12：00
1,900円（材料費込み）
5歳～大人
20名

・日本の各地のいろいろな獅子舞の紹介
・荒馬座で踊っている獅子舞の振りを楽しく体験！
・お家で楽しめる手作り獅子頭の作り方の紹介 など

開催時間●

携帯・スマホで
お申し込みは
こちら！

申込・問合せ
TEL.03-3370-3371
FAX.03-3370-5120
URL.https://www.puk.jp/ E-mail.puppet@puk.jp

ジャグリング、綱渡り、一輪車芸のスゴ技を見て楽しん
で、みんなもパントマイム、バルーンに挑戦！
（バルーンお持ち帰り）

金

徒歩 1 分

午後／14：00～16：00
2,570円（材料費込み）
４歳以上の親子、小学生
20名

人形劇団プーク

申込・問合せ TEL.042-652-1001
FAX.042-652-1013
URL.http://www.kazenoko.co.jp E-mail.tokyo@kazenoko.co.jp

7/30 獅子舞で遊ぼう

新宿駅南口 徒歩５分
JR 新宿駅南口 徒歩５分
京王新線、都営大江戸線、都営新宿線「新宿駅」6 番出口

開催時間●
参加費用●
参加対象●
定
員●

劇団風の子

申込・問合せ
TEL.03-3880-0034
FAX.03-3880-0034
URL.http://www.mitoh-1955.jp/ E-mail.mitoh@mvc.biglobe.ne.jp
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…あなたの心に笑顔いっぱいの愛の花束を！世界マジック銅
賞のエンターティナーがお届けします。

お申込は各劇団へ

7/26 みんなで一緒に劇体験

開催時間●
参加費用●
参加対象●
定
員●

作/林ゆう子
演出/木下隆

B2F

月

（日）

①
10：30
②
14：00

会場：板橋区立文化会館

開 演 時 間

8/1

開 演 時 間

２０２１年 第４９回

※わくわくワークの受付は実施劇団のみ取り扱い

03-5909-3065（HP は 児演協 で検索）

6/8（火）〜 8/4（水）（AM10：00 〜ＰＭ 6：00、土・休日をのぞく）
電話／ FAX 等でお申し込みいただいたあと、各劇団よりお客様にチケットの送付と料金振込のご連絡をい
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）
●児演協代表理事 長田明子 ●チーフプロデューサー 山根起己 ●プロデューサー 鈴木徹／半谷邦雄／田中誠 ●事務局 細川久史 ●イラスト いげたゆかり

芸術文化振興基金助成事業

当日、入場に際して検温をいたします。
受付にアルコール消毒液を設置しております
ので、手指消毒をしてからご入場ください。
体調が悪いお客様につきましては、ご来場を
お控えください。
なお、ご来場の際は必ずマスクを着用くださ
い。（小さいお子様は除きます）
日本児童・青少年演劇劇団協同組合では、新
型コロナウィルス感染症拡大防止対策を徹底
しております。詳しくは中面をご覧ください。
全てのお客様が安心して鑑賞出来るよう、皆
さまのご理解とご協力をお願いいたします。

7月22日 木祝 ～8月5日 木

板橋区立文化会館／プーク人形劇場
主催／日本児童・青少年演劇劇団協同組合（児演協）
後援／東京都・全国公立小学校児童文化研究会・東京都小学校児童文化研究会・（公社）日本児童青少年演劇協会
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