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九州沖縄子どもと舞台芸術出会いの広場曲gy

朝倉市内地域巡回公演･ 2月1日(日)～3月27日(金)詳細はお問い合せ下さい

メイン会場‥ 3月28日は) ･29白く日)朝倉市杷木地区周辺9つの会場
3/28.29の2日間いくつでもみられるフリーパスバッジ　子ども700円　おとな3.000円　おやこ3.500円

主催/九州沖縄子どもと舞台芸術出会いの広場実行委員会

杷木国際子ども芸術フェスティバル実行委員会

共催/朝倉市教育垂昌会､矧まき子ども文化ゆめ基金

助成/朝倉市､芸術文化振興基金､ ㈱はき子ども文化ゆめ基金

後援/福岡県､福岡県教育委員会､久留米市教育妻員会､小都市教育委員会､

うきは市教育委異会､筑前町教育妻員会､大刀洗町教育委員会､

棄峰村教育委員会､日田市教育委員会､ FM FUKUOKA

九州朝日放送､ R KB毎日放送､ TNCテレビ西日本

協力/El本児童　青少年演劇劇団協同組合､陶日本青少年音楽芸能協会､

全国専門人形劇団協議会､九州沖縄地方子ども劇場連絡会､

㈲九州沖縄子ども文化芸術協会　にどもあーと) ､

㈲N I CE (日本国際ウークキャンプセンター) ､

ホテルパーレンス小野屋､道の駅原鶴､杷木物産館｢バサロ｣

¢8由愈①i八,コル②主な対象年令③上演時間

lIしまものがたりI ｢リムイヤギ海女の話｣ ～済州烏の民話より～
ll lJH, LリIll!lこ,･l　　　　･

蔓　ている剤H島を象徴する代表的な民謡です.このおし
ぱいlま､人形劇､遊び､ハントマイム､歌などで,刺.ILt

島の姿と島の情緒をいろんな姿でお見せします｡俳優

雲たちの面白い身振りと独特な音は観客を禁L/ませてく
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子とも未来館･はき内
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顧魯曲窃①i,i,⊃ル②主な対象年令③上演時間

El Buddyトあいぽう-
ましゆaKel (長野県)

自転車とリアカーで旅する凡帳面なましゆと大稚

把なKel｡二人の違いが様々なハプニングを引き

起こして｡沢山笑って､ちょっぴりほろり､でも､

なんだか元気が出てくる｡そんなハートウオー

ミンクコメディーです｡

■llTlTltmli汀..I

Elぴ-かぶ一　劇団風の子九州(福岡県)

但し､円形の舞台をクルリ取り巻いた中には､いろいろな顔があE)ます｡

子ともと子ともたちを見守るお母さんたちも､実に穏やかで優しい微

笑みを浮かへていますD 3人の俳優たちが登場し､いつの問にか楽し

い遊びの公′如く始まります.親子でゆつftリとくつろぎながら､喜び

の一時を共有してほしいと思います｡様々な出会いの中で､しなやか

な情感あふれる子ともたちが､育ってくれることを願っています｡

;≡;ヨ　　　l日Il　一由　　Bl　日白,E d日　y l-

El風の舌朗読会　演劇きやらはん☆劇列車(福岡県)

地域に生きた作家たちから生まれた童話朗読ハフォーマ

ンス｡岩手に生きて夢を紡いだ宮沢賢治の童謡集から｢月

夜のでんしんばLJら｣ D　この朝倉の地に生きてかたr)継

<べき記憶を未来へ継承しようとしている飯田よしひこ

の童話｢シイの木はよみがえった｣ ｡この2つの童話朗

読パフォーマンスを音楽でつなぎます｡
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El京フィルとあそばう!はじめてのウうiJツウコンサート
(特)京都フィルハーモニー室内合奏団(京都府)

子どもは未来の聴衆です｡芸術に触れ､親しむことは創造力を

養い､自主性を育てますo創立36年の積み重ねから生まれたプ

ログラムは楽しいIもちろんクラシックもあr)､楽器でない楽

器を演奏したり､楽器のお話があったり､子どもに楽器体験を

してもらったり､最後はみんなで歌います｡ 0歳児もオーケーですl

J■! tDtlEZn-)･Jn∴

たかはしべんコンサート｢君に贈る歌｣
たかはしへん音楽事殉所(埼玉県)

小学校高学年､中学校公演のプログラムに新曲

を交えて笑いの中に｢令｣を歌います｡高学年

のみなさんに､生きる力になるコンサートをl

Elマイ･ウロ･ iJアクー(0-3才親子対象)
OH7rつイス(北海道)

～～そうぞうりよくのたねバージョン～-

幼いこともの心にとんなたねをまくり見て聞いて､何を感じるつ何を見つけるつ

親子でゆつくrjかみしめて､心に花がひらきます. 2007年度芸王グランプ

リに輝くシャクリンクパフォーマーkuroによる積み木ショーをメインにし

た乳児向けのプロクラムです.終′寅後は積み木体験コーナ-もあります.
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GB畠歯窃①iJ･ヤ⊃ル②主な対象年令③上演時間

(社)落語協会(東京都)寄席演芸(落語､太神楽曲芸､肝切り)

洩赫些ll郎社中(木伸輔曲華

YEN TOWN FOOLS-ぴLJとプッチイーのウうり二つクiJアうー-

著し1企画(東京都)

クラウン(道化師)の舞台作品は本宋子どもから大人までのすべて

の世代が一絹に笑って楽しめるものです.しかし､ Ej本にはこのク

ラウン(道化師)による舞台作品はとても少ないのです｡ YEN

TOWN FOOLSはこのクラウン(道化師)の素晴らしく楽しい世界

を日本にも広めたいと考える日本人の本格派クラウンの二人潤みです

EEl清水きよしのパ二J r-マイム｢幻の蝶｣

第1部(午前) ･第2部(午後)善い企画(東京都)

1979年に初演LJて以来､国内外で117回という日本人のマイムとしては異例の再

演数を数える作品｡第一部/オーソドックスなマイムq第二部/E]本人の生活

や文化に根ざした独自の風合いによる作品.光が､風が,色彩が､そして舌や

香までが観客の心に溢れるように姑がっていく｡演じるものと見るもののお互

いの想像力が紡ぎ出す吉葉のない空間の詩､それが清水きよしの｢幻の蝶｣です

字　　≡　=　　　l l　　　　　､　.　　　　　　　　　　　　　≡ i

ー　Elゆめみちやリ

まロJ I:の耳　人形劇場だ,I,f=ぶ(東京都)

発　東ヨーロッパの古い昔話として･おなじみの物熟やl)た

g L;警三三霊宝…買f是芸忘JLミ三吉言…誓≡器警言霊書
にしてしまいます｡さあ王さまは大慌て.お士劇こ呼ばれfE

一謡二言:チ.~憲謹言_一三二二iLl;il:-I:.;J上意

｢村-香のしあわtf者｣劇団Fリームカ⊃) eニー(福岡県)

三年の初演以来､各地で上溝を重ねている作品ですb

∃年に音楽　振l)付けを一新してさらに現代に合った作

致しました｡作品のテーマは｢おもいやり｣です｡コン

ックスを感じたりいじめを受けた主人公が新しい友達と

い心の傷を乗l)越えて強く生きていく姿を描きます｡母

の秤も涙をさそう作品です｡

Eヨペッカココおに　劇団えるむ(東京都)
滑稽な顔だからと笑いものにされる心優しい鬼と､盲目ゆ

えに村の子とも達からいじめられる娘､そしてその父親｡

三者三様の愛がいつしか鬼の形に変わっていく　｡鬼って､
一体なんだうう9 1979年の初演以来4500ステ-ジ､国内外､

世代を問わず､人間の本質に迫る作品として多くの方々に

支持され続ける劇団えるむの代表作l

≡　　三　=　　　　　　　　　､  '●　　　_　妻IL盲　　..　川　,　.

匹lかえるくん･かえるくん　人形劇団びばばにあむ(東京都)

原作はオランダの絵本作家マックス　ベルジュイス｡オランダでは

かえるくんはミツフィーちゃんと並ぶ2大人気音だそうです｡たく

さんのシリーズの中から｢とくへつな日｣と｢あたらしいともだち｣

の2円をもとに2本立ての人形劇にしました｡美しいピアノの苦楽に

のせて､ 2歳児からおとなまでにも心が届きますようにと､穏やか

なしみじみとした､片手使い人形劇ならではの世界にしたてました｡

;l=r生!l;FJ;ltllEllJJZZLFfl171%JWy_<】沌証甜

Eヨ長靴をはいたねこ　劇団かかし座(神奈川県)

この作品には手影絵､俳優のボTJィーシル=ツトに

よる演技､ハンカチ人形から2人遣いの大聖人形まで､

あF)とあらゆる影糧表現が詰まっています｡なかで

も人喰い鬼がライオンからソウ､ゴリラへと巨大な

猛獣に変身するクライマックスは､迫力満点の見所F

かかし座しかできない変幻自在の愉快な舞台です｡

:=　●≡　=　　　□　●r-　　L' L-

Eヨ津軽三味線ユニット｢あんみ遇｣古典空間(棄京都)
津軽三味線刊莞召妙全国大会等で次々に上位入賞を果たした野中由佳(ユカ)

と金田一公芙(クミ)が1999年にユニットを結成｡ g]いころからはじめ

た三味線と民謡を､決まl)きった型にこだわらず､ dダの感性で自由に

表現してみたいとの想いで活動している元気な二人乱一度聴いたら"と

りごになるあんみ通ワールド｡親しみやすく味わい深いサウンドと､覗

るく集しいステーシは.世代や国境を超えて大手ヲ評を博しています｡

iI三rBl=Fl=LJllXlTlヨ■FJIIlヨ■[-J=3{%=mn_dB封員雌湖

｢カッパのパッカとはるかの夢｣

劇団わらV座(秋EEl県)

小学生のはるかは近くの川にカツハ机､るとあきらにうそをついた.あきらが半信半疑

で川をのぞくとちょっとしたはずみで川に落ちてしまう｡はるかはカッパをネタにいた

ずらをした罰としてカツ/ilこされてしまうdそして恐ろしいことがいい下される.あき

らの命をたすけるために､はるかとカッパの冒隈がはじまるI水を通して脚に生きる｢い

のちたち｣ (友達親子　自然)への愛情と感謝の心を子ともたSlこ伝えたいD

=- _ -二二-二二~~二二･･._二===______一････.___≡

EEI vとLJ芝居鬼　演劇集団FACT(東京都)

舞台のセットは長机一つです.その長机を見立てることによ
I)様々な場面を表現してゆきg=す.一人の演者を通して人の

心の動き､何かに向かう気持ちを真っ直ぐに表現し何かを大

事にすること､それを必死に守ること､人とのつながF)が決

して表面上の言葉や関係などに終始しないことを伝えます｡

三　'=　=　　　　l　　･  l　　　　･1 1こ　てi/ I.　　=　_-.

匹】気のいいイウ⊃と不思議な中馬
劇団あとむ(東京都)

頼りないrイワン｣とr背中にコプがある不格好な中馬｣

が､横暴な皇帝に知悪と想像力で立ち向かうというお話

です｡皇帝を倒す痛快無比のお話の中で､どこか弱い者

同士のイワンと中馬が心を通わtf､助け合う友情と信頼

の物語｡現代の子どもに｢信じあう　友情｣を伝えます｡
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田民族芸能アンサンブル
民族芸能アンサ⊃プル若駒(大阪碕)

日本の各地に伝わる芸能を幼児から大人まで一緒に楽しめるよう
にと椅成したのがこの民族芸能アンサンブルです｡和太鼓､大道芸､

獅子舞｡手拍子を入れていただいたり､獅子が客席を回ったUと

舞台と客席hL体となって盛rj上がりますo中でも備中神楽(ぴ
つちゆうかくら)大蛇退治(おろちたいじ)の舞は見ものです｡

≡　'⊇　Z I　　　　　　　　　　　三　■　　　　　一　一:上､　.

匹】チT･八八丸とへへへ丸(併演チュークとケツ幸一)

人形劇団ココ⊃ (奈良県)

独()芝居ですが､ 4つの登場人物の個性的なキャラクター｡

舞台のカラクリ､思いもよらないお話の展開で迫力のある大

笑いの作品をめざしましたb 2006年に第8B]日本人形劇大賞

金賞を受賞しました｡

田塁の王子さま　劇団かかし座(神奈川県)

透明感あふれる柔らかな色彩がこの物語にマッチし､感

動がより深く広がってゆきますo不思議な情景や独特の

世界観も､影絵で映像化していることにより理解しやす

くなっています｡ ｢大切なことは目に見えないんだよ｣

という王子さまの言葉を､私たちは子ともたちに､そし

て大人たちにも届けたいと思っています.

EElかのんぷJウうiJツ舛うーとピアノJli一九ルの癒し系ユニット

ナ力でノボ･アーツ(神奈川県)

(津軽三味線"鼠" KAZE/ナカツJl;.アーツ)

身近にあl)すぎて今になって気づいf=ことや家族の大

切さをテーマとした､ピアノとクラツシックギターに

よるポップデュオのかのんぶ♪によるコンサートです｡
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12:20 12:30 ���� 劔���� �� �� ����"��"�0 0 � �� �� �� �� 

12:50 13:OD ���� � 剴IYx,ﾉ7刋�<r���ﾈ7ﾘ42�ロ. ��� �� �� ��珠ちゃんの 劔 �� �� �H��,h.�ｯ����

13二1D 彦6ﾂ�R�ﾈ�&85X6�8ｨﾊB�ｸh����ぴ-かぶ- 劇団風の子九 � � �佇�*ｸ.�.x-ｲ�/��佇���鍈��5h4�5���ﾜｲ�G�ﾄ�5��2�イス ∃ン) 佇�&85"ﾔUﾒ�� �� �� ��街頭kE芝居 想造舎 劔 �� �� 凅靜ｨｺh橙�

14:00 ���� � � 剪� 劔 �� ���0 ��劔 �� 

14.30 14:40 14:50 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������������0 D 0 0 �� �� ��14 ����,ﾂ�ﾈ��イと ラツ むす �� 

市そぼうj -モ二一室内 合奏団 �� �� �� �� � �� �(*(,ﾂ�6x9:2�4�7��&8,b��*�+h.�,�*(5"�985H�ｲﾙfﾒ����顯(8h6ｨ6"�6xﾏR�凾ﾆ要の花 人形劇団ぴば ばたあむ �� �� ��ﾂ�� �� 
マイ.クD,>7クー � �� 劔剪� �� 劔 �� 

Hオフy才 � �� 劔剪� �� 劔 �� 

｢アンサノ プル.ソノリ テJ狩りのフ ァンタジー 

16:DD �� �� �� �� �� ���� ��� ���0 �� �� ��剪� 

シアター OHオフィス � �� �� �� �� �� �� ��� �� 

17:00 ���� � 剪�剪� � � ���0 �� 劔 剪���

月29 �=lI= � �� �� 劔 剪���

ネ★ ���� � 剪�剿�� � 剪ｸ�����劔剪���

1十十 10:10 10:20 10:30 10.40 ��侏膤ｨﾙ�� � 剪����� � � ����3Zjや芸攻 劔 剪���

しまものが たJju 劇団ザJM研 究所 凵恊ｴ水きよし のパントマイ ム｢幻の媒｣ (兼1㈲ 暫しl企画 ���H+8-ﾈ,ﾈ黷�,ﾘﾏｲ�,ﾈ黷�+�-B�� 凉村一番のし あわせ膏 劇団ドリ-A � �� �� ��1 1 1 �7"��B�#��3��'かえるくん ･かえるくん 人形劇団ぴば ばたあむ ��剪�� ��あんみ通 古典空間 

1 ���� ��剪�� �� 
ll:00 ���� � 剪����� �� �� �� �� 劔 剪� 坪62�

ll:2D ���� � 剪����� �� ��ンサンgJレ 若駒 ������� ��とへヘイ＼丸 人形劇団ココ 二ノ 劔たねこ 劇団かかし座 剪� 

TOOLS 青い:企画 窒��ﾈ�Uｦﾈ.ﾘ.x-�ﾜ����刮煙�集団 FA(≡丁 � � �� �� 剪� 劔��� ��

12:00 ��劔 劔���� �� ���00 ��劔剪� 

12:10 ��劔 劔���� �� ��� �� 劔剪� ��

1 謄3�� ��剪�� �� 

12.50 13:00 ���� � 剪���ﾘ+R���綿42� �� �� 佗ﾈ*�*h.�*ﾘ/�� 劔 剪� ��

13:10 �+i5h.�,ﾈ*｢�+ﾗ"粕R�ﾈ�&85X7�8ｨﾊB�ｸh����I�X*ﾈ.h+b�,ﾈ7�986x7ﾘ42�8�(ﾋh,ﾉ*ｺ2��ｹ�c)YH�ﾂ���*(ｮ���� 刮､さまの耳 は口)での司 剪���ｩ�x,ﾂ�*�.ﾘ+�'ｲ�ﾈ�&86�8ｨ�ｸ8��|ﾘ94｢�6ｨ�ｲ�亊ｸ,ﾈ+R�8�98,iW8輊ｶ2�,育�F��ﾈ�&8*�,h-��� �� ��10 20 0 唸*�*h.�*ﾘ/���ﾈﾆ�ﾈ�&8-(-��-･Cﾘ*�.�� 劔 剪� 侘95Hｿ8ｭB�

14:00 ��劔剪�劔� �� ���:00 �� 劔 剪� ��

14:3D ���� � 剪���劔 �� �� �� ��� ���� ��

F=00LS 苦い企画 �8｢�ﾈ�&8.ﾘ.x-�ﾜ����刮煙�集団 FACT � � 劍*�,��ﾈ�詆*h.�-���985H987h8ｲ��ｵ"�1 1 1 1 1 �� �,h-h-h-h6ｸ.��92�劔I��ﾈ�&8*�*�+Xﾜ��� ��ナカツポ.メ ーツ 

15:00 ��劔劔����劔�00 ��劔剪� 

1 售��� ��剪�� � 
16:00 16:10 ����ト---一一一 � 剪������ � ���:10 �� 劔 剪���

3月28日(土)･29日(日)参加のご案内

み～hな赤いと! '3･う市た0)しい広一_I_I

***作品鑑賞のお願いとおやくそく***

上演芸場への入場は､子とも優先

(満席の場合または対象年齢の関係なとで入場をお肘Jすることがあrjます)

会場への入場時刻は､開演時刻の1 5分前です｡

(芸場内での飲食はお断E)します)

小さいお子さんは保護者の方と一緒にお楽しみ下さい｡

宿泊については､お問い合わせ下さい｡

巴木久喜宮2787-2　子とも未来館･はき内
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