
ソリオホール
15:30～17:00 無料無料

震災シンポジウム震災シンポジウム震災シンポジウム

震災パネル展示
( ソリオホール )

やってみよう防災体験

実演者からの現場報告「被災地の子どもに笑顔を！」

大震災から５年間、多くの実演家達が東北被災地でボランティア公演

を行ってきました。

こどもたちに、笑顔を届ける実演家達の現地での活動の様子、時間の

経過と共に変化していく環境にどう対応するか。

阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震他の現場からの報告と被災

地活動報告を読み、昨年のシンポジウムでのてんたん人形劇場(宮城県)

の報告もふまえて、ここから何を生み出しどう活かして行くのかを

みんなで語り合いましょう。

【パネラー】
多田純也 ( ただじゅん企画 / 東京 )
太田ひろし (OH 企画 / 北海道 ) ほか

オープニングアクト : ただじゅん「めでたい唄＆パクパクお獅子舞！」

同時開催

ＯＨオフィス
「マジカル１・２・３！」
会場 :  スタジオ
時間 : ①11:40～12:10
 ②13:20～13:50

マジック

芸 能 民族芸能アンサンブル若駒
ずっこけ狂言ばなし
『すってんオヒャヒャーおきゃ～がり』
会場 : ホール 時間 : 13:30～14:40
対象 : ４才から　

ソリオまちなか劇場
人形劇屋たくたく堂・あっちこっちシアター
「大魔王あっちこちドッチとまほうのまち」
会場 : 和室 各回定員 40人
時間 : ①12:15-13:05　②14:15-15:05　

会場 : ホールロビー内
随時開催
※観劇された方は無料

演 劇
劇団如月舎
「ロボットかします」
会場 : ホール
時間 : 10:30～11:35
対象 : ４才から

ただじゅん企画
ただじゅんのおはやし劇場
「だだすこだんだん」
会場 :  スタジオ
時間 : 12:30-12:55一般社団法人ワンハンドピアノミュージック

  ケンフィル事業部
「あつまれケンフィル！コンサートとアンサンブル体験」
会場 :  音楽室　　時間 : ①12:45-13:10②14:50-15:15

幼児から楽しめる狂言として、今や定着しつつあ

るずっこけ狂言ばなしシリーズ。

ずっこけとはいえ、狂言本来の様式や所作を活か

した伝統の笑いの本質と、現代の笑いが融合した

今や本物のずっこけ狂言といえる

ものとなりました。狂言「節分」

「二人大名」、そして本格的邦楽演

奏「テレツク天」をお楽しみ下さい。

ぼくは健太、４年生の一人っ子。人間そっくりの

弟ロボット「ツトム」をレンタルしたんだ！

☆近未来 SF ファンタジー☆

いのち＝かけがえのない存在。ツトムと過ごした

日々が健太を本物の「お兄ちゃん」にした。

滝井幸代：作「レンタルロボット」学研教育出版刊より

脚色／演出：杜招徳

指先のテクニックと
楽しいトーク！
札幌出身のマジシャン
太田ひろしによる不思
議で素敵なマジック
ショー！
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人形劇団京芸おもしろげきじょう
「ゆかちゃんのおさんぽ」
「ひとがたくん」
会場 :  スタジオ  対象 : 幼児から
時間 : ①10:45-11:10
 ②14:10-14:35

だだすこ！は太鼓の音、だんだ
ん！は、「暖」（だん）あたたかな、

「談」（だん）昔話に、だんだんと心もからだも「弾」( だん）
はずみだす、おどりだす。和太鼓、和楽器にのって、むか
しばなしや獅子舞がでてくるおめでたい劇場です。

鍵盤ハーモニカ合奏団「ケンフィル」によるコンサート
と、簡単な合奏の体験コーナーを設けております。手持
ちの楽器（ピアニカやメロディオン）を
持って遊びにきてください！

「ゆかちゃん
のおさんぽ」
= たいへん ! ゆ
かちゃんが大好
きなアイスクリーム
をペンギンさんが食べ
ちゃった！   「ひとがたく
ん」= 舞台に置いてあっ
た「人 形 劇 団」の「人」
の字が…。あれあれ、勝
手に動き出しちゃった !?

芸 能

人形劇

音 楽

参加
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みんなの街にいたずら大魔王ドッチが現れ
た ! 街中に隠されてしまった魔法の呪文を
集めて、み んなでドッチをやっつけよう。
ソリオ中、あっちもこっちもあらゆる場所
がお話の舞台。知恵 と勇気で誰でもみん
な主役になれる、観客参加型謎解きエン
ターテインメントシアター !

人形劇団クラルテ
わくわくワーク
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民族芸能アンサンブル若駒
ずっこけ狂言ばなし
「すってんオヒャヒャーおきゃ～がり」

民族芸能アンサンブル若駒
ずっこけ狂言ばなし
「すってんオヒャヒャーおきゃ～がり」

 劇団如月舎
 ロボットかします 
 劇団如月舎
 ロボットかします 

□主催＝「みんな元気になろう・びっくり箱」実行委員会（全国児童・青少年演劇協議会・関西ブロック／
（公財）宝塚市文化財団／宝塚ふぁみりぃ劇場／（認）宝塚NPOセンター）　　□後援＝宝塚市／宝塚市教育委員会

負けない忘れない 3.11
─ここから生まれる未来
負けない忘れない 3.11
─ここから生まれる未来
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「ゆかちゃんのおさんぽ」
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「被災地の子どもに笑顔を！」
震災シンポジウム
「被災地の子どもに笑顔を！」

人形劇団クラルテ
おやこで手作り人形
人形劇団クラルテ
おやこで手作り人形

ソリオまちなか劇場
あっちこっちシアター
ソリオまちなか劇場
あっちこっちシアター
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Part.7Part.7

人形劇人形劇

コンサートコンサート

マジックマジック

芸　能芸　能

演　劇演　劇

狂　言狂　言

宣伝美術=小林洋介

劇団如月舎「ロボットかします」

民族芸能アンサンブル若駒　ずっこけ狂言ばなし
 「すってんオヒャヒャーおきゃ～がり」

ホール
おとな 1,000 円
こども     500 円
(４才～高校生 )

・人形劇団京芸 おもしろげきじょう「ゆかちゃんのおさんぽ」

・ＯＨオフィス「マジカル１・２・３！」

・ただじゅんのおはやし劇場「だだすこだんだん」

・あつまれケンフィル！  コンサートとアンサンブル体験

スタジオ 500 円
(３才～)

震災シンポジウム
「被災地の子どもに笑顔を！」 無料

人形劇団クラルテ
わくわくワーク

ソリオまちなか劇場
あっちこっちシアター

参加費
１人 500円

観劇チケットの
ある方は無料
一般 300円

チケット料金 一作品につき対象

4才～

幼児～

全年齢

ホール

和室

ホール
ロビー音楽室

人形劇団クラルテ TEL 06-6685-5601
FAX 06-6686-3461　　  office@clarte-net.co.jp

AM10:00～PM5:30
（日曜祝日休み）

○チケットの前売り予約

★ご予約チケットは、当日受付 (3F ソリオホール前 ) で現金との引き換えになります。
★小会場公演は 30 名～60 名の定員。定員になり次第予約を締め切らさせていただきます。
★キャンセルについては前日 3 月 4 日 ( 土 ) 午後 5 時までにお電話下さい。

負けない忘れない 3.11─ここから生まれる未来 びっくり箱 Part.7
震災直後から被災地を支援し続けたいという思いで、毎年このチャリティ公演をおこなっております。「地域と共
に子ども達に演劇と出会う場をつくり、未来を切り開く原動力にしたい」という思いで取り組んでいます。子ども
達に多彩な舞台芸術やパフォーマンスを体験してもらうとともに、震災後の現在についてあらためて考える機会に
なることを願ってます。チケット収入から催しの経費を差し引いた分を宝塚市文化財団を通し、被災地域の文化活
動支援の経費に活用します。当日、会場にカンパ箱を設置します。ぜひご協力ください。

この事業は、「公益財団法人
ひょうご震災記念 21 世紀
研究機構」と「ひょうご安全
の日推進県民会議」の助成
を受けて実施しています。

■阪急梅田駅から「宝塚駅」直結
　三宮駅から神戸線西宮北口で乗り換え
■JR「宝塚駅」より徒歩 2 分
　JR「大阪」駅から JR 宝塚線

N
ソリオ2 ソリオ1

(ホール3F)

駅前ロータリー

阪急 宝塚駅

JR 宝塚駅
ソリオ 1・3F

全国児童・青少年演劇協議会 関西ブロック ( 人形劇団クラルテ内）大阪市住之江区南加賀屋 3-1-7

宝塚ソリオホール TEL 0797-81-8200
宝塚ベガ・ホール TEL 0797-84-6192 水曜休館
宝塚文化創造館 TEL 0797-87-1136 水曜休館

○窓口販売のみ

○当日販売の特設チケット売り場 9:30 より ( ソリオホール前 )

AM9:00 ～ PM5:00

宝塚市文化財団のサイトから WEB 予約できます。チケット引替えは各ホール、セブン・イレブン。
「宝塚クリップ　びっくり箱　Part.7」で検索

宝塚市文化財団の
告知サイトから、

「宝塚クリップ」へ
アクセスして下さい。

WEB 予約

チケット
12月 23日
10時
発売開始

3 階エスカレーター前
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民族芸能アンサンブル若駒
ずっこけ狂言ばなし

『すってんオヒャヒャーおきゃ～がり』

震災シンポジウム
被災地の子どもらに笑顔を！

ソリオ
ホール

スタジオ
304
305

音楽室
307

10:45-11:10①10:45-11:10①

12:45-13:10①12:45-13:10①

12:30-12:5512:30-12:55
14:10-14:35②14:10-14:35②

人形劇団京芸
おもしろげきじょう
「ゆかちゃんのおさんぽ」

人形劇団京芸
おもしろげきじょう
「ゆかちゃんのおさんぽ」

ワンハンドピアノミュージック
「あつまれケンフィル！
コンサートとアンサンブル体験」

ＯＨオフィス「マジカル１・２・３！」

ソリオまちなか劇場
あっちこっちシアター
①12:15-13:05　②14:15-15:05

ただじゅんのおはやし劇場
「だだすこだんだん」

10:30～11:3510:30～11:35 13:30～14:4013:30～14:40

劇団如月舎
『ロボットかします』
劇団如月舎
『ロボットかします』

11:40～12:10①11:40～12:10① 13:20～13:50②13:20～13:50②

15:30～17:0015:30～17:00

宝塚市文化財団キャラクター

負けない忘れない 3.11
─ここから生まれる未来

びっくり箱 Part.7

※開場は、開演の 15 分前です。※公演はすべて入れ替え制になっています。

クラウンが
やってくるよ！クラウンが
やってくるよ！クラウンが
やってくるよ！

G･E-JAPAN

手もちの楽器を

持ってきね！！

14:50-15:15②14:50-15:15②
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