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人形劇団むすぴ座おさんぼ劇場'

9月23日(火・祝)10:15開演(10:00開場)
会場：福#市文化会館第3会議室

-小さなお城/ゆいとケンムン

form名古屋市
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カッキーどちかちやんの元気の出る人形劇2本立て！ »
「小さなお城」小ヴな動物たちの小さなお城。
そこへ腹ペコおおかみがやつて来て…！
紙袋で作つた素朴な人形で、遊び心いつばいに
お届けします。
「ゆいとケンムン」とてもへんてこりんでいたずら
ばつかリ、でも実はケンムンはゆいど遊びたいのです。
南の島の旋律に乗せて、自然と人との紳をユーモアを交えて描チます。
「小さなお城」文：サムイル・マルシヤーク
絵：ユーリー・ワスネツオプ翻訳：片岡みい子(平R社刊)よリ
構成.演出：小さなお城の仲間たち
「ゆいとケンムン」作.演出.美術：福永朝子
條: 1.000R (3れユ有料)

ぶま催-:福井県人形劇協議会お問い合わせ:'-人形劇ぜとめ&ホカS-夕4ぜ坤7

ドキドキぼ一いず「女」from京都市

9月22日(月)19:00開演(18:30開場)
会場：FLAT (福井市順化2-16-14) 0776 - 97 - 5004

「どうやら、元カレが死んだらしい。」あんまり考えたことなかったけど、
私、そろそろ結婚どかしなきやいけない歳なんじやないかなあどか思い始めた。
というか、嫌でも思う。

お母さんはうるさいし、周りの友達もどんビん結婚していくし…
ちよつとセンチメンタルな感じで悩んでいたら、
友達から「西村君が死んだよ」ってLINEが来た。
暖昧な、恋愛の、記憶。
そんなことを、

語る演劇になると思います。

構成・演出：本間広大
出演：松岡咲子、本問広大、井戸緩子
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簡略地旧ですので、会場までの詳細な地図は、記載されている住所を元に
お手元の地面やインターネツトやスマホのアプリなどで検索ください。

9月23日(火・祝)11:30開演
会場：福井市文化会館大会議室

了かえる:〈'ん,

�������巧m東京都府中市
(11:15開場)��

ちいさな子ビもも安心してお膝で見られる人形劇でガ‘み‘.ン・リホWホii▲.ム
'Tシぢフンュぶ 1添ら�■ま̶
翻訳：清ホ奈緒子(セーラー出版刊) .»-
き&.■:■裕子 』��『‘「.��
出演：永野わつみ、松原由利子、山根裕子 S�E
料金：1,000円(3ネ以上有料) ̃R�
主催：福井県人形劇協議会 I an

料金：1,000円
主催-お問い合わせ：NPO法人福#芸術.文化フォーラム0776-23-6905

,。,...駐車場：駐車場はありません。近隣のコインパーキング等をご利用ください。
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ひとりオーケストラ～松本真昭～

サ、ソヘ� :»-t2 �フ、M Jし

～鍵盤ハーモニカによる素晴らしきひとリオーケストラの世界
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カッキーどちかちやんの元気の出る人形劇2本立て！ »
「小さなお城」小ヴな動物たちの小さなお城。
そこへ腹ペコおおかみがやつて来て…！
紙袋で作つた素朴な人形で、遊び心いつばいに
お届けします。
「ゆいとケンムン」とてもへんてこりんでいたずら
ばつかリ、でも実はケンムンはゆいど遊びたいのです。
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ドキドキぼ一いず「女」from京都市

9月22日(月)19:00開演(18:30開場)
会場：FLAT (福井市順化2-16-14) 0776 - 97 - 5004

「どうやら、元カレが死んだらしい。」あんまり考えたことなかったけど、
私、そろそろ結婚どかしなきやいけない歳なんじやないかなあどか思い始めた。
というか、嫌でも思う。

お母さんはうるさいし、周りの友達もどんビん結婚していくし…
ちよつとセンチメンタルな感じで悩んでいたら、
友達から「西村君が死んだよ」ってLINEが来た。
暖昧な、恋愛の、記憶。
そんなことを、

語る演劇になると思います。

構成・演出：本間広大
出演：松岡咲子、本問広大、井戸緩子
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簡略地旧ですので、会場までの詳細な地図は、記載されている住所を元に
お手元の地面やインターネツトやスマホのアプリなどで検索ください。

9月23日(火・祝)11:30開演
会場：福井市文化会館大会議室

了かえる:〈'ん,

�������巧m東京都府中市
(11:15開場)��

ちいさな子ビもも安心してお膝で見られる人形劇でポ・ム・・：':
原作：マックス・ペルジュイス 1<?M"
翻訳：清ホ奈緒子(セーラー出版刊) .̶シ'
演出.美術：山根裕子 ・B�ktl
出演：永野わつみ、松原由利子、山根裕子 S�Ei
料金：1,000円(3ネ以上有料) ̃R��
主催：福井県人形劇協議会 I ��1
お問い合わせ：人形劇団とんと0778-24-3147 ポ通

料金：1,000円
主催-お問い合わせ：NPO法人福#芸術.文化フォーラム0776-23-6905

,。,...駐車場：駐車場はありません。近隣のコインパーキング等をご利用ください。
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ひとりオーケストラ～松本真昭～

サ、ソヘ� :»-t2 �フ、M Jし

～鍵盤ハーモニカによる素晴らしきひとリオーケストラの世界
from埼玉県川口市

9月23日(火.祝)14:00開演(13:30開場)
会場：一乗ふるさど交流館(福井市東新町1-21) 0776-43-2101

圃
y',9

チケットのお求めは

各公演の主催者までお問い合わせください。
福#芸術.文化フオーラム事務所でもお取り扱いしてしほす。

総合制作・お問い合わせ
Npo法人福井芸術'文化フオーラム
0776-23-6905旧～金10力0～1 8:00/土B祝休)

hap://geibun.info/

日程.内容等変更となる場合がごさしぼす。 ‘。......,
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ゆそ芝居おがと',リ座Iねすみ.のす・も,-う■'スざじヌさ才

}�� from京都府宇治市
9月23日(火-祝)13:30開演(13:15開場き
会場：福井市文化会館第3会議室

「ねすみのすもう」

賞乏なおじさんの家Iこ住めやせねずみのチュー助と、I
金持ちのおじヴんの家に住わふどつちよねずみの
チュー太がすもうをしてあそんでいたのです。
チュー助はまけてばかり。
「へつこきじつさ」
とんど昔あつたけな。
びんIまうなじつさがすんでいた。
作-美術’演出’出演：西川補一
料金：1.000円(3ネ以上有料) „
主催：福#県人形劇協議会
お問い合わせ：人形劇団とんら:‘0778-24-3147ガ
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チ上演後、トークセツシ3ン「人形劇の魅力」を開催します
\\\す9g23日(火’祝)15:00～会場：福井市文化会館大会議室

ヌナピゲーター：前田耕一(人形劇団とんと)
Ni-出演：西川模一〔おひとり座)、永野わつみ(ひぼぼたあむ)、柿内尚生(わすぴ座)
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鍵盤ハーモニカは小字生の手習いか？ !
シンセサイサーはニセ楽器か？ ！身近な楽器の意外な感動体験!
子どもたちが幼少期Iこ必ず手にする鍵盤ハーモニカ。
実は表現力の大変高い楽器です。 ���̶N1����
錮Iまr-'\t-> l̃44jハ、シ �������
世界最多の44鍵を装備する �����ff�
プロモデルの美しい音色とそ① �����EJ̶
表現力をお楽しみください。 ��in�nE�B
れjびれハけゆ �̶i�in�a
して、謎の「唐藤さん」どども ・
Iこ演奏する、豪華なオーケスト ・
ラサウンドも聴きどころです。 ・
れぼどふがロパ̶! ���W��f�M��
今回は特別に、会場である一乗地区����n�������
M.ジサ̶ひ、がシぢ寅あ������������■
また、会場の皆さんに参力口していただけるコーナーもあリますよ。
子どもから大人まで、家族で楽しめるコンサートです。
出演：松本真昭(鍵盤ハーモニわ.シンセサイザー)
料金：大人1,000円、中‘高‘大学生500円、小学生以下無料
主催.お問い合わせ：一乗.創造の谷プロジェクト090-6149-0387(朝富)
駐車場：あります。

ひどこと：「一乗谷でつくる.あそぶ.かんがえる」
(ASAHI ART FESTIVAL2014参加)のプログラムのひとつ。
他にも、てづくりわホンワーウシヨップなど、藝しい�画がいっぼい。
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