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【主催】いいだ人形劇フェスタ実行委員会/飯田市/飯田市教育委員会　【共催】信濃毎日新聞社/（公財）信毎文化事業財団/ＳＢＣ信越放送/飯田市連合婦人会
【協賛】㈱トライテント/飯田信用金庫/㈱電算/サントリー酒類㈱/ＪＡみなみ信州/旭松食品㈱/飯田商工会議所/㈱飯田まちづくりカンパニー/井坪工務店　
【後援】長野県/長野県教育委員会/南信州広域連合/伊那郡町村会/（一社）飯田青年会議所/南信州アルプスフォーラム/飯田文化協会/NHK長野放送局/NBS長野放送/TSBテレビ信州/abn長野朝日放送

長野エフエム放送/（公社）日本児童青少年演劇協会/（一社）全国専門人形劇団協議会/日本人形劇人協会/NPO法人日本ウニマ（国際人形劇連盟）/（公財）現代人形劇センター/
「人形劇のまち飯田」運営協議会/NPO法人いいだ人形劇センター/オランダ王国大使館

【協力】週刊いいだ/飯田エフエム放送㈱/南信州新聞社/㈱飯田ケーブルテレビ/飯田市旅館組合/㈱南信州観光公社
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有料公演8/4㊐10:00 10
会場：飯田文化会館ホール 
料金：一律 前売1,800円/当日2,000円　※3歳以下入場不可

8/2㊎15:00/18:30 3435 
会場：飯田市公民館４Ｆ 
料金：一律2,000円

ことし注目したいのは、国内の専門劇団6劇団がスペクタクルな
作品を上演すること。大きな会場で繰り広げられるダイナミック
なステージを楽しみましょう。

NPO法人いいだ人形劇センターがプロデュースする2作品。
飯田下伊那の市民が本格的な舞台作品に取り組んでいます。

フェスタでおなじみの劇団が多い中、今
年は国内外で活躍する3劇団が初参加。
意欲的な作品に注目です。

札幌の２つの劇場「やまびこ座」と「こぐま
座」が育成する若者たちの劇団が参加し
ます。札幌の若者たちの生き生きとした姿
をご覧ください。

人形劇団クラルテ
はてしない物語

昨年、創立70周年の記念作品としてミヒャエル・エンデ
のファンタジー小説を舞台化。平成30年度「大阪文化
祭賞」、第46回大阪劇団協議会フェスティバルで各賞
を受賞しました。

有料公演

有料公演

8/4㊐13:00 25
会場：飯田市公民館ホール 
料金：大人1,000円/子ども500円

人形劇団京芸
とどろヶ淵のメッケ

今年、創立70周年を迎える記念企画第二弾は、かっぱの
メッケが夏の森を舞台に「いのちの水」を取り戻すため繰
り広げる冒険活劇。親子で楽しめる大型人形劇です。

有料公演
8/3㊏13:00 24
会場：飯田市公民館ホール 
料金：大人1,500円/子ども500円

人形劇団プーク
八 郎　併演：にんぎょう祭りばやし

1929年創立、国内の人形劇団の草分け的存在のプー
ク。今夏上演するのは、斎藤隆介の創作民話『八郎』の
詩的ロマンにあふれた世界を、力強くダイナミックに描
く大型人形劇です。

有料公演7/31㊌18:00 23
会場：飯田市公民館ホール 
料金：大人1,500円/子ども500円

劇団影法師
中国伝統影絵皮影戯「西遊記」～三打白骨精の巻～　
併演：鶴と亀

皮を彫刻し、彩色した芸術的な中国の伝統的影絵「皮
影戲」。大型スクリーンを舞台に、映し出される色彩豊
かで変幻自在の影絵は、人形たちがまるで生きているよ
うです。

8/4㊐15:00 57
会場：鼎文化センターホール 
料金：一律1,000円

人形劇団むすび座
かくれ山の大冒険

1967年創立から“子どもたちひとり一人の心と心に結び
付いていきたい”と願うむすび座。今夏は、魔界で起こる
ピンチに、ベソをかきながらも前に進む少年ナオの冒険
を描きます。

有料公演8/5㊊15:00 11
会場：飯田文化会館ホール 
料金：大人1,500円/子ども500円

人形劇団ひとみ座
岸辺のヤービ

1948年創立から舞台、テレビ、映画などさまざまな分
野で作品を発表してきたひとみ座。本作では現代社会
に生きる子どもたちへ「生きていることの素晴らしさを」
伝えます。

有料公演

いいだ人形劇センター × 今田人形座 共同制作

ラストラーダカンパニー
竜潭譚（りゅうたんたん）

8/1㊍19:00 
会場：飯田文化会館ホール 会場：飯田人形劇場 

料金：大人1,000円/子ども500円

ゆきをんな 現代と伝統とを組み合わせ
た作品に挑戦。人形浄瑠璃
と現代の音楽、照明を使っ
て小泉八雲の『雪女』の世
界を描きます。

いいだ人形劇センタープロデュース

8/2㊎17:00/20:00 
人魚姫

王子への想いを伝え
きれず苦しみ、不死の
魂に憧れた人魚姫。
儚くも美しい物語を
影絵、映像効果で演
出。2015年の初演以
来、4年ぶりに復活。
新たなメンバーを加
えてフェスタに帰って
きます！

国内外で道化師を学んだ
ChangとLONTOが、道
化師と舞台作品を追求す
るため2018年に設立。本
作は情景描写の美しい泉
鏡花作品を舞台化しまし
た。

8/3㊏21:00 43　4㊐10:00 44/14:00 45  
会場：川本喜八郎人形美術館映像ホール
料金：一律1,000円

札幌ハムプロジェクト
ダンボールシアター「ボロ」

札幌と東京を拠点に
して制作した作品を国
内外で上演。本作は、
舞台セットや小道具、
役者のすべてをダン
ボールで作ったまさに
“ダンボールシアター”
です。

8/5㊊11:30/15:00 4647 
会場：川本喜八郎人形美術館映像ホール
料金：一律500円

P.B.office.Y
ザキ○シアター
『ポップアップシアター』『ねずみのすもう』

大きな本を開くと始
まるペープサート人
形劇。

8/1㊍13:30
会場：飯田市公民館ホール

やまびこ座・こぐま座
が誇る中高生パペット
ユーススクールの人形
劇団による作品特集。
８劇団の参加を予定し
ています。

ワッペン
公演

8/2㊎18:00
会場：飯田文化会館ホール・ロビー・屋外ほか

観客が移動しながら舞台を楽し
む、観客参加型人形劇ツアー。空
気の妖精となった役者たちがツア
ーガイドとして、シェイクスピアの「テ
ンペスト」の世界へと誘います。
　
参加者募集！
今回は飯田・下伊那の子どもたちも
キャストとして参加する特別バージ
ョン。7月から8月に数回のワークシ
ョップに参加し、札幌の子どもたち
と一緒に「テンペスト」の世界を創り
上げよう！

ワッペン
公演

奇跡の庭～じかん島のひみつ～

サイトスペシフィック・観客移動型人形劇
テンペスト

札幌フェア
（札幌の人形劇連続公演）

8/3㊏11:00（10:30からワークショップあり）
会場：飯田文化会館ホール

日本最北端に浮かぶ
奇跡の島「礼文島」に
秘められた歴史をもと
に人形劇師・沢則行
が描いた歴史ファンタ
ジーを、小学生時代か
ら人形劇講座に参加
する大学生たちがダイ
ナミックに演じます。

ワッペン
公演

ワッペ
ン公演

ス クタクルペ 作品が続 ！々

初参加フェスタ
劇団に興味津々

の若者たちが演じる
3つのプログラム

の

世界へ人形劇のまち飯田から ！発信

 ❹❺

札幌

有料公演
参加証チケット ワッペン

●有料公演をご覧になるには､公演ごとのチケットと参加証ワッペ
ンが必要です。

●チケットは3歳から中学生までが子ども料金､高校生以上が大人
料金です。大人・子どもの表示がない場合は、大人子ども同一料
金です。

●一部の公演を除き3歳未満のお子さまは､チケットは必要ありま
せんが､座席はご用意できません｡必要な場合はチケットをお求
めください。

●チケット購入後の払い戻しはできません。

6/23㊐販売開始
チケットの購入方法（前売券）

チケットは飯田文化会館で取り扱っています

❶飯田文化会館窓口で購入
❷電話予約で購入（窓口販売が優先です）

前売券：飯田文化会館 ／ 当日券：各公演会場

受付時間：平　　日 9:00～19:00
　　　　 土日祝日 9:00～17:00

6月23日～7月24日
●窓口で受け取り 
※7月28日までにお願いします
　来られなかった場合はキャンセルとさせていただきます
●郵送（代引き）で受け取り
※購入費用：チケット代＋郵送料＋代引き手数料（260円）＋
　郵便振込手数料（5万円未満200円・5万円以上410円）☎0265-23-3552

お問合せ・チケットの電話予約

販売所

全ての公演に必要です

700円
（3歳以上）

ワッペンは6月23日㊐
発売開始。
当日、各公演会場でも
お求めになれます。

●飯田文化会館 ●飯田市内各公民館 ●飯田市役所受付 ●飯田市役所りんご庁舎 
●飯田市立中央図書館 ●竹田扇之助記念国際糸操り人形館 ●川本喜八郎人形美術館 
●飯田市美術博物館 ●かざこし子どもの森公園 ●まちなかインフォメーションセンター 
●飯田駅観光案内所 ●飯田子ども劇場 ●アピタ飯田店 ●アピタ高森店  
●イオン飯田アップルロード店 ●飯田市内平安堂 ●キラヤ各店 ●精琴堂楽器店 
●アートハウス ●阿智☆昼神観光局 

ワッペンのみで観られる人形劇もたくさんあります

―みる 演じる  ささえる  わたしがつくるトライアングルステージ―
胸にきらめくワッペンがフェスタへの参加の証です
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０・１・２歳のための人形劇 

アンタマパンタホウ［ギリシャ］
「ストリングス オブ ミュージック」
2人の役者と11体のマリオネットのおかしなコンサート。役者は、あ
る時はパントマイマーとして人形と演じ、ある時は人形遣いとしてマ
リオネットを巧みに操り、色んな国の音楽を奏でます。セリフはない
けど、ヨーロッパを体感できる作品。

ブックテラーズキルト［韓国］
「ピョンガンとオンダル」
王女ピョンガンと、ばかなオンダルの愛のおとぎ話。刷毛、スプーン、電
気ポット、かご、ほうき…身の回りの道具がしゃべり出し、楽器の演奏と
語り手の動きが物語を鮮やかに演出してくれる。

人形劇団わにこ
「はみがきはみがき」
「しっぽちゃん」他
いろんな動物の歯をみんなで磨
いてピッカピカ！歯みがきを楽し
く教えてくれる、毎年大人気の
「はみがきはみがき」と、動物たち
がしっぽを探すおもしろくってみ
んなが大好きな「しっぽちゃん」
です。

親子であそぼ♪森っこ
「パンダがいっぱい」「まんまるさん」
「しゃぼん玉とばせ」など
かざこし子どもの森公園内にあ
る、子育てひろば「親子であそぼ
♪森っこ」のスタッフが、初めて演
じる側に挑戦します♪親子で、リ
ズムあそび、歌、パネルシアター
など、一緒に楽しみましょう。

みなと座
「ちびっこわ～るど・
　　　　  わくわくおはなし劇場」
リトミック、紙芝居、バルーンアー
ト、などなど、ちっちゃなお楽しみ
がいっぱい！親子でふれ合える
活動を楽しくおもしろく展開しま
す。子どもとの遊び方、ヒントにな
りそう。

人形劇団やまんば とうふねこ座
「うさこちゃんのあさ」
「うさこちゃん、起きなさ
い、あさですよ」とお日
様におこされたうさこち
ゃん。
さあ、どんなことが始ま
るのでしょう！親子でうさこちゃんの
あさを楽しみましょうね。

人形劇団あっけらかん♪
「ぴよぽっぽ劇場」

わくわくしたり、どきどきしたり、
じーんとしたり、目の前で観る人
形劇は、子どもたちの心のどこ
かに残ります。観にきてくれるみ
んながあったかい気持ちに、明
るい笑顔になれるような人形
劇をお届けします。

「朝ごはんどうぞ」
朝、4匹の動物たちは、おなかが
すいて元気がありません。朝ごは
ん作らなくっちゃ！

人形劇団たまてばこ
「ミュージカル童謡Part2」
「おだんごパン」
誰もが思わず口ずさみたくなる
童謡に合わせて、人形達が歌っ
たり踊ったり。人形達と一緒に歌
って、手遊びして、楽しんでね！パ
ネルシアター「おだんごパン」も
お楽しみに。

日本児童・青少年演劇劇団協同組合
ベイビーミニシアター
「旋」「ポッシュノート♪」

舞台劇、人形劇、影絵劇、パフォー
マンスなど様々なジャンルの専門劇
団が、乳幼児向けに研究、開発した
作品です。子どもの素直な反応に出
会えるかも知れません。

オラ・ムチン［ポーランド］
「ククリュク」
型破りな手品師オスバルト・ドレブノは、奇妙なイリュージョンで観客
を湧かせる。手品師自身もびっくりの気まぐれぶり…フェルトの人形
がやさしく素敵な時間をくれる。

ほんわかシアター
「三匹のやぎのがらが

らどん」

フェスタのオープニングは、おなじみ北欧の民話『三びき

のやぎのがらがらどん』。３匹のがらがらどんは力を合わ

せて、恐ろしいトロルをやっつけることができるか！

ほんわかシアターならではのちょっとキュンして、迫力あ

る舞台をお楽しみに!!

三人遣いの人形芝居を少人数で操れるように、ロクロ車に人形遣い一人が腰を掛
け、一体の人形を操ります。義太夫・浪曲・落語・講談といった様々な邦楽や洋楽と
の共演など、新たなアプローチの人形芝居もお見逃しなく。

今年の会場は飯田市公
民館ホールです

7/31水10:00　会場：飯田市公民館ホール 

8/3㊏11:00　会場：黒田人形浄瑠璃伝承館

8/1㊍ ❷❸
14:00/20:30

会場：飯田人形劇場 
料金：一律1,000円

8/5㊊
10:00/13:30

会場：飯田人形劇場

7/31㊌～8/4㊐
会場：地区公演
　　  屋外 他

スタッフド・パペット・シアター［オランダ］
「アフガニスタンのパンチとジュディ」
ろくでもない人生を過ごしてきた若者エミール。そんな彼が人形遣い
ナイジェルの助手としてアフガニスタンの軍隊慰問へ出かける。そこ
で、様々なハプニングに出くわす…。ブラックユーモアたっぷりの作品
は、欧州各国で絶賛された。

スタッフド・パペット・シアター［オランダ］
「バビロン」
とある海岸で密航ボートが待っている。約束の地『バビロン』への最
終便だ。船長の怒号が響く。「金はあるのか!?動物はダメだ。ノアの方
舟じゃないんだぞ！」欧州が直面する移民問題に真正面から取組
み、世界で絶賛されたネヴィル・トランターの最新作。

8/4㊐ ❽❾ 
11:00/15:30
会場：飯田人形劇場 
料金：一律2,000円

8/3㊏ ❻❼ 
15:30/19:30
会場：飯田人形劇場 
料金：一律2,000円

八王子車人形 西川古柳座 五代目家元 西川古柳 プロデュース

一人遣いから世界に類を見ない三人遣いなど、日本の各地には多くの伝統人形芝居が
あります。人形の構造や遣い方など、その技術や芸術性は海外からも高く評価されて
います。各地に受け継がれてきた個性あふれる伝統人形芝居を、じっくり味わえるプロ
グラムです。

思いもよらないストーリーやパフォーマンスで、人形劇の新たな魅力を教えて
くれる海外の人形劇。今年もヨーロッパやアジアから選りすぐりの人形劇がや
ってくる。どうぞお見逃しなく!!

八王子車人形西川古柳座（東京都）

明治40年頃から続く、一人が二体を遣う手遣い形式の
人形座です。劇団名にもなっている「金多と豆蔵」の二人が、全編津軽弁でお送り
する、世相を嘆き笑い飛ばす漫才調の人形芝居。

7/31㊌16:00  8/1㊍11:00　会場：黒田人形浄瑠璃伝承館
津軽伝統  金多豆蔵人形一座（青森県）

1880年ごろに生まれ、手遣い人形から発展した棒遣い人形です。二
代目朝日若輝は首管の持ち方を工夫し、力強い立ち回りが見どころ
となりました。三代目朝日若輝に受け継がれた芸を堪能して下さい。

8/1㊍16:00 8/2㊎11:00　会場：黒田人形浄瑠璃伝承館
西畑人形朝日若輝一座（香川県）

●ワッペン公演についての日時・会場は７月上旬発行のプログラムをご覧ください。
●電話予約受付開始：7月17日㈬ 9：00～
●申込先：いいだ人形劇フェスタ実行委員会事務局　TEL.0265-23-3552
●定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。

［ワッペン公演］は予約が必要な場合があります。

小さなお子さんには人形劇なんて…と思ってい
ませんか？フェスタでは、０・１・２歳の子どもたち
のために創作されたプログラムが充実。子ども
たちは、色んな音に耳をすまし、人形と一緒に
手や足を動かし、笑ったり、ちょっと怖がったり
…からだ全体で人形劇を楽しみます。夏休み、
親子で人形劇の世界へ遊びに行きませんか。 人形作りを親子で楽しめる講座から本格的な講座まで、プロがわかりやすくていねい

に教えてくれます。人形作りや人形操作を知って、家族や友人、職場で人形劇を楽しん
でみませんか。内容充実の人形劇講座にぜひご参加を!!

7/31㊌ 9:30/11:30 4849
会場：りんご庁舎3F会議室
料金：おやこ1,000円

8/5㊊ 10:00/14:00 5455
会場：りんご庁舎3F会議室
料金：おやこ1,500円

詳しくはフェスタ事務局 ☎0265-23-3552まで　
※参加費のほかに参加証ワッペンが必要です。

マリオネットを作ってダンス！A
講　師：山田俊彦
　　（人形劇団ココン）
日　時：8/1㊍ 16:00～19:15 
会　場：飯田市公民館4F
参加費：2,000円  材料費：700円　
定　員：16名（小学４年生以上）

自分だけの楽器＝カラフル
レインスティックを作ろう!!B

講　師：やなせけいこ
　　（デフ・パペットシアター・ひとみ）
日　時：8/2㊎ 14:00～16:00
会　場：りんご庁舎2Fサロン
参加費：2,000円  材料費：1,000円　
定　員：20名（小学生～大人）

紙芝居の魅力再発見C
講　師：荒木文子
　　（紙芝居実演家・作家）
日　時：8/3㊏ 9:00～12:00
会　場：飯田市立中央図書館
参加費：2,000円
定　員：30名（どなたでも）

一度は受けておきたい
パネルシアターの演じ方講座D

講　師：関　稚子
　　（パネル劇場ぱねるっぱ主宰）
日　時：8/3㊏ 13:00～15:00
会　場：飯田市立中央図書館
参加費：2,000円  材料費：3,000円
定　員：25名（大人のみ）

「紙コップのコップくん」
をつくろうF

講　師：納富俊郎
　　（人形劇団ののはな）
日　時：8/4㊐ 10:00～11:30
会　場：りんご庁舎2Fサロン
参加費：500円
定　員：30名（幼児～大人）
　　　　　　※幼児は保護者同伴

人形劇W.S
「海・UMI・うーみ！」G

講　師：山崎貴久
　　（P.B.office.Y）
日　時：8/4㊐ 13:00～17:30
会　場：りんご庁舎3Fサロン
参加費：800円
定　員：20名（小学1年生～大人）

ネヴィル･トランター
｢人形のPOWER｣H

講　師：ネヴィル･トランター
　　（スタッフド･パペット･シアター）
日　時：8/5日㊊ 10:00～16:00
会　場：飯田文化会館２F
参加費：4,000円
定　員：15名（プロ･アマ人形劇実演者）
  ※見学参加者　参加費：2,000円/定員：25名

人形劇をやってみよう！
コーナーE

講　師：前田明彦
　　（人形劇だん大福）
日　時：：8/3㊏ ①14:30～15:15
 　　　　　　 ②16:00～16:45
会　場：りんご庁舎3F会議室
参加費：500円  定員：15名（年長～大人）

海外 からやってくる人形劇

初めて出会う
人形劇

オープ
ニ 公演ング

特集 受け継がれていく『伝統人形芝居』IN飯田2019

ワーク ョ プわくわく シ ッ
人形を作ってみよう！動かしてみよう！

きんたまめじょ

2019年度　文化庁
文化芸術創造拠点形成事業

「ＳＯＭＰＯ アート・ファンド」
（企業メセナ協議会2021 Arts Fund）

「ＳＯＭＰＯ アート・ファンド」
（企業メセナ協議会2021 Arts Fund）
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有料公演プログラム

世界の人形劇
実行委員会が
選んだ

おすすめの公演

劇団が
意欲的な作品を
紹介する公演【料金について】 大人：高校生以上 / 子ども：3歳から中学生まで / ペア：2人 / おやこ：大人1人・子ども1人 / 一律：大人と子ども同額

5月20日現在の予定です。プログラムが変更になる場合があります。
最新の情報はホームページでご確認ください。

10 11 12 13 14
7月31日水 8月1日木 8月2日金 8月4日日 8月5日月8月3日土

★フェスタ期間中は、有料公演のほかにもたくさんの公演が行われます。7月に発行されるプログラムをご覧ください。
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❶劇団なんじゃもんじゃ Nanjamonja

ベッカンコおに Bekkanko Oni

【日時】7月31日㊌19:00開演 【会場】飯田人形劇場 
【定員】200名 【料金】一律1,000円 【上演時間】70分 
【対象】高学年～大人 【技法】いろいろな技法

笛吹峠には『ベッカンコ顔』の鬼が、里には目が見えない
『ゆき』という娘が住んでいた。
二人はひょんなことから一緒に暮らすようになった。
ゆきは幸せになればなる
ほど、鬼の『ベッカンコ顔』
を見たいと願うようになっ
ていく。
鬼はゆきの目を開けてや
りたいと立ち上がる…。

10 人形劇団クラルテ Puppet Theater LA CLARTE

はてしない物語 The Neverending Story

【日時】8月4日㊐10:00開演 【会場】飯田文化会館ホール 
【定員】800名 【料金】一律 前売1,800円/当日2,000円 
【上演時間】125分 【対象】4歳から大人まで  ※3歳以下入場不可 
【技法】いろいろな技法

【日時】8月4日㊐11:00開演/15:30開演 【会場】飯田人形劇場 
【定員】180名 【料金】一律2,000円 【上演時間】65分 
【対象】大人 ※未就学児入場不可　 【技法】抱え遣い

愛と冒険と友情のファンタジー人形劇！
孤独な少年バスチアンが出会った不思議な本。
“ファンタージエン”の救い
主として本の世界に飛び
込んだバスチアンは次々
と望みを叶えていくが、次
第に現実世界のことを忘
れていき…。スペクタクル
な舞台をお楽しみ下さ
い。

16 百鬼ゆめひな Yumehina Theater

ひとり語り人形芝居『六花‒Rocka‒』ほか The sad story of the Snow fairy
【日時】８月３日㊏２１：００開演 【会場】飯田文化会館1F展示室 
【定員】150名 【料金】一律1,500円 【上演時間】60分 
【対象】中学生以上 ※12歳未満入場不可 【技法】百鬼偶人流

六花（ろっか）とは雪の結晶が六
角形ということから雪を表す言葉
です。
この演目は小説家 岡部えつが書
き下ろした日本の民話で知られる
妖怪《雪女》を題材にした怪談で
す。
人間の男に恋をした悲しい雪女
の物語を等身大人形の演舞に
“語り”を添えてお届けします。

11 人形劇団ひとみ座  Puppet Theater HITOMI-ZA 

岸辺のヤービ Yarbi on the shore

【日時】8月5日㊊15:00開演 【会場】飯田文化会館ホール 
【定員】400名 【料金】大人1,500円/子ども500円 
【上演時間】80分 【対象】小学生 【技法】棒遣い

小さな三日月湖マッドガイド・ウォーターで起こる、小さな
生きものたちの物語。
梨木香歩の傑作ファンタジーが人形劇に！「世界ってなんて
素晴らしいんでしょう！」。
小さなクーイ族の男の子
『ヤービ』達の大きな挑
戦と冒険のものがたり。

❹❺ NPO法人いいだ人形劇センター Iida PuppetryCenter

人魚姫 The Little Mermaid

【日時】8月2日㊎17:00開演/20:00開演 【会場】飯田人形劇場 
【定員】170名 【料金】大人1,000円/子ども500円 
【上演時間】55分 【対象】小学生～大人 
【技法】出遣い、影絵 ほか

【日時】8月1日㊍14:00開演/20:30開演 【会場】飯田人形劇場 
【定員】180名 【料金】一律1000円 【上演時間】50分 
【対象】全年齢 【技法】糸あやつり、棒遣い、テーブル人形

あの感動を再び！ 飯田下伊那の市民20人がプロの脚本
家・人形美術家と１年６カ月かけてつくりあげた作品「人魚
姫」。2015年の初演後、
新たなメンバー構成で4
年ぶりの再演です。“人形
劇のまち飯田”から市民
が全国へ、そして世界へ
人形劇を発信します。

1213
くいしんぼうねこミミの冒険／赤ちゃんモンスターのお医者さん
MIMI The Gourmet Cat / Baby Monster Veterinarian

【日時】7月31日㊌13:30開演/17:00開演 
【会場】飯田文化会館1F展示室 【定員】150名 
【料金】大人1,200円/子ども500円 【上演時間】55分 
【対象】親子（幼児～小学生） 【技法】手遣い、影絵

西洋式手遣いと影絵劇の二本立てを、生演奏とともにお届
けします！
歌ってダンスして英語に楽
しくふれるグローブパペッ
ト劇と、みんなの目の前で
操作してみせるカラフルな
影絵劇。ドキドキワクワク、
おやこで楽しむパペット＆
シャドウ・パフォーマンス！

1718 劇団ドクトペッパズ Dctpeppers Theatre
ダンボーレ！ ¡Cardbolé!

【日時】8月5日㊊13:30開演/17:00開演 
【会場】飯田文化会館1F展示室 【定員】150名 
【料金】大人1,500円/子ども300円 【上演時間】50分 
【対象】幼児～小学生 【技法】箱使い＆チラリズム演劇

と～っても大きなダンボールのかべ。そのスキマからふしぎ
な演劇が見えそうで…見えない！？ 
ぜんぶ見えればおもしろ
い？
いえいえ、見えないほうが
おもしろいこともある！
 劇団ドクトペッパズがおく
る、子どものためのチラリ
ズム！！

1920 JIJO JIJO

JIJOの独女パフォーマンス
Lonely woman’s performance by JIJO

【日時】8月1日㊍17:00開演/20:30開演
【会場】飯田文化会館２Ｆ会議室 【定員】150名 
【料金】一律1,000円 【上演時間】50分 【対象】大人（中学生～） 
【技法】手遣い、糸操り、影絵、カブリモノ

JIJOのオリジナル人形劇作品
をいくつか上演します。
◎『お〇ぱい』ある身体の部位
たちによるヒューマンドラマ。

◎『短い作品集』マリオネットな
どの短編をいくつか。

◎『アボカド劇場』我が子を愛
し奪い合うウーマンドラマ。

2122 人形劇団えりっこ PUPPET THEATER ERIKKO 
「今夜は食べほうだい！」～おおかみゴンノスケの腹ペコ日記～ 
All-you-can-eat tonight

【日時】8月3日㊏10:30開演/14:30開演
【会場】飯田文化会館２Ｆ会議室 【定員】150名 
【料金】大人1,000円/子ども500円/ペア1,600円 
【上演時間】50分 【対象】幼児～低学年 【技法】いろいろな技法

今夜はうさぎ学園のダンスパーティ、グフグフ　食べほう
だい！ 
－どこか間抜けで憎めな
い、おおかみゴンノスケと
ダンス大好き、 
パーティ大好きなウサギ
達とのハラハラ、ドキドキ
の物語－

1415 人形劇団ひぽぽたあむ PUPPET THATRE HIPOPOTAAMU 
チップとチョコ The Puppy Siblings , Chip and Choco

【日時】8月2日㊎10:00開演/13:30開演 
【会場】飯田文化会館1F展示室 【定員】130名 
【料金】一律 前売1,000円/当日1,500円 【上演時間】45分 
【対象】おやこ（幼児～低学年） 【技法】手遣い

めげないあきらめない。大丈夫大丈夫。自分を信じて生き
抜く力はどこで育つのだろう。
大人が観守るって？　
人形も舞台もお話もどこ
にでもありそうで懐かしく
そして新鮮。
大人にも観ていただきた
い片手遣い人形ならでは
の、細やかで穏やかでパ
ワフルな世界です。

❻❼ スタッフド・パペット・シアター Stuffed Puppet Theatre

アフガニスタンのパンチとジュディ
Punch & Judy in Afghnistan

ろくでもない人生を過ごしてきた若者エミール。
そんな彼に与えられたセカンド・チャンスは人形遣いナイジ
ェルの助手としてアフガニスタンの軍隊慰問へ行くこと。
乗ったラクダが暴走し、たどり着いた先は…。
溢れるユーモアと風刺。
欧州各国で話題を呼んだ
舞台。　
※英語上演・日本語字幕つき 

❽❾ スタッフド・パペット・シアター Stuffed Puppet Theatre

バビロン Babylon

とある海岸で密航ボートが待っている。約束の地『バビロ
ン』への最終便だ。船長の怒号が響く。「金はあるのか!?
動物はダメだ。ノアの方舟じゃないんだぞ！」
欧州が直面する移民問
題に真正面から取組み、
世界で絶賛されたネヴィ
ル・トランターの最新作。
※英語上演・日本語字幕つき

434445 札幌ハムプロジェクト Sapporo hamproject

ダンボールシアター「ボロ」 Cardboard theater「BORO」　

スクラップ場で発掘されたロボットのボロは女の子を探す
旅の途中だった。
彼は日記の最後のページを読
み、途方にくれてしまう。
全部ダンボールで出来た劇。ボ
ロの世界に引き込まれる頃、そ
れがダンボールだけで出来てい
ることを忘れてしまいます。

❷❸アンタマパンタホウ ANTAMAPANTAHOU

人形劇団望ノ社 Mochinosha Puppet Company

ストリングスオブミュージック The strings of music
　

2人の役者と11体のマリオネット
がお送りする可笑しなコンサー
ト。
2人の役者は、ある時はパントマ
イマーとして人形と演じ、ある時
は人形遣いとして様々なタイプの
マリオネットを巧みに操り、諸国の
音楽を奏でます。
セリフはありません。　

19:00

劇団なんじゃもんじゃ
「ベッカンコおに」

アンタマパンタホウ［ギリシャ］
「ストリングス オブ ミュージック」

人形劇団クラルテ「はてしない物語」

❶

18:00

劇団影法師「西遊記」
23

13:00

人形劇団プーク「八郎」
24

10:00
10

人形劇団ひとみ座「岸辺のヤービ」

15:00
11

17:00 20:00

 NPO法人いいだ人形劇センター
　　　　　　  「人魚姫」

❹
20:3014:00

❷ ❸ ❺
15:30 19:30

 スタッフド・パペット・シアター［オランダ］
「アフガニスタンのパンチとジュディ」

 スタッフド・パペット・シアター［オランダ］「バビロン」
❻

11:00
❽

15:30
❾❼

13:30 17:00

 劇団ドクトペッパズ「ダンボーレ！」
17 18

10:00 13:30

人形劇団ひぽぽたあむ「チップとチョコ」
14 15

13:30 17:00

人形劇団望ノ社
「くいしんぼうねこミミの冒険」

「赤ちゃんモンスターのお医者さん」

12 13

11:30 15:00

茶問屋ショーゴ
「マーくんのいちねん」

26 27
17:00 20:00

西川禎一おひとり座「じゅんこの極楽からの報告」
32 33

11:00 15:00

ぱぴぷぺぽ劇場「おやゆび姫」

P.B.office.Y「ザキ○シアター」

36 37
10:00 13:00
38 39

11:30 15:00
46 47

10:00 13:30

人形劇団パン「おおかみくんの仲良しトーク」
28 29

21:00

 百鬼ゆめひな「ひとり語り人形芝居『六花-Rocka-』」
16

13:00

 人形劇団京芸「とどろヶ淵のメッケ」
25

17:00 20:30

JIJO「JIJOの独女パフォーマンス」
19 20

15:00 19:00

糸あやつり人形劇団みのむし「ドクロ屋敷の謎Ⅴ・Ⅶ」
30 31

17:00

札幌ハムプロジェクト「ダンボールシアター『ボロ』」人形劇団ココン「トレテツクパレード」
41

9:30
48

11:30
49

16:30
50

19:30
51

15:00
52

19:00
53

21:00
43

10:00
44

14:00
45

10:00
42

10:00

日本児童・青少年演劇劇団協同組合「ベイビーミニシアター」
54

14:00
55

10:30 14:30

人形劇団えりっこ「今夜は食べほうだい！」
21 22

23劇団影法師 Kageboushi Theatre Co.,Ltd.

中国伝統影絵皮影戯「西遊記」～三打白骨精の巻～併演：鶴と亀
Journey to the West

【日時】7月31日㊌18:00開演 【会場】飯田市公民館ホール 
【定員】500名 【料金】大人1,500円/子ども500円 
【上演時間】80分 【対象】おやこ（小学生） 
【技法】中国伝統影絵皮影戯

ユネスコ世界無形文化遺産の中国伝統影絵「皮影戯（ピ
ーインシー）」。繊細で透き通るように美しい西遊記の世
界。橋爪功ほか一流俳優
陣の声が、人形たちに命
を吹き込みます。魔法の
様に生き生きと躍動する
悟空達の息遣いや鼓動
を、是非体感して下さい！

25人形劇団京芸 Puppet theater Kyougei

とどろヶ淵のメッケ Mekke of Todorogafuchi

【日時】8月4日㊐13:00開演 【会場】飯田市公民館ホール 
【定員】500名 【料金】大人1,000円/子ども500円 
【上演時間】75分 【対象】小学生～大人 
【技法】胴串、その他いろいろな技法

村の河童たちが相撲大会に行ってしまったある日、おるす
ばんのメッケは滝の水が止まっている事に気づきます。 
ソッカやヨッシャという仲
間と共に、水が止まってし
まったナゾを解く事が出
来るのか！？

40劇団鳥獣戯画 Campany Chojugiga 

ありこさんの紙芝居ミュージカル「てじ」 Teji
【日時】8月1日㊍13:30開演 
【会場】川本喜八郎人形美術館映像ホール 【定員】80名 
【料金】大人1,500円/子ども500円 【上演時間】50分 
【対象】おやこ（小学生） 【技法】いろいろな技法

【日時】8月3日㊏21:00開演
　　  8月4日㊐10:00開演/14:00開演 
【会場】川本喜八郎人形美術館映像ホール 【定員】80名 
【料金】一律1,000円 【上演時間】35分 【対象】大人 
【技法】手遣い、影絵

群馬県猿ヶ京温泉にまつわる可愛くて温かくて切ないお
話を、歌とダンスとともにありこさんが語ります。稲刈り体
験・紙芝居屋さんのクイ
ズ付き！

てじは手だけが白い利巧
な子猿。手白が詰まってて
じ！てじは赤ん坊の春とま
るで兄妹みたいに育った。
ある日～

57 人形劇団むすび座 Puppet theater MUSUBIZA

かくれ山の大冒険 Great Adventure KAKUREYAMA
【日時】8月4日㊐15:00開演 【会場】鼎文化センターホール 
【定員】600名 【料金】一律1,000円 【上演時間】70分 
【対象】小学生 【技法】出遣い

怪しい黒猫に誘われ、妖怪たちの住む「かくれ山」へ迷い
込んだ少年ナオ。
天狗、赤鬼、山姥、そして子どもを猫の姿に変えてしまう恐
ろしい猫婦人…
小さなネズミに励まされ、
ナオは子ども達を救い出
す事ができるのか？

56

パネルシアターやエプロンシアター、紙芝居
やペープサートって、人形劇の前座や幕間
の存在になりがち…
でも今日はこれらが主役です！ワークショッ
プ講師でおなじみのメンバーが、人形劇の
親戚のような、
おなじみのものを集めて上演します！お楽し
みに！

24人形劇団プーク Puppet Theatre Puk

八郎 併演：にんぎょう祭りばやし
Hachiro/Japanese Traditional Regional Festival

【日時】8月3日㊏13:00開演 【会場】飯田市公民館ホール 
【定員】500名 【料金】大人1,500円/子ども500円 
【上演時間】80分 【対象】幼児～小学生 
【技法】出遣い、いろいろな技法

2627茶問屋ショーゴ chadonya shogo 

マーくんのいちねん One year of Makun
【日時】7月31日㊌11:30開演/15:00開演
【会場】飯田市公民館3F 【定員】150名 
【料金】大人1,000円/子ども800円 【上演時間】55分 
【対象】幼児～小学生 【技法】手遣い

「こんにちは　ぼくマーくん。君は？」初めて出会う動物にマ
ーくんはこんな挨拶から始まります。

「一緒にあそぼ！」夏、カニ
の友達ができました。ハ
チにも会いました。
・・子どもたちはマーくんと
一緒に冒険します。

3435ラストラーダカンパニー La Strada Company
竜潭譚（りゅうたんたん）  Ryutantan

【日時】8月2日㊎15:00開演/18:30開演
【会場】飯田市公民館4F 【定員】150名 【料金】一律2,000円 
【上演時間】75分 【対象】小学校高学年～ 
【技法】球体関節人形、常磐津弾き語り

木村繁が脚本・演出したプッペンテ
ロルの作品。幻想的で色彩豊か、情
景描写の美しい泉鏡花を舞台化。
古家暖華が球体関節人形“ちさと”
を、道化師LONTOが虫やつつじ、異
郷の女と変幻自在に演じる。
三味線を弾き、浄瑠璃を語るのは若
手女流の常磐津綱鵬。

2829人形劇団パン Puppet Theater PAN 
おおかみくんの仲良しトーク + 三枚のお札
Friendly talk of Okamikun

【日時】8月1日㊍10:00開演/13:30開演
【会場】飯田市公民館3F 【定員】150名 
【料金】大人1,200円/子ども500円/おやこ1,500円 
【上演時間】45分 【対象】幼児～大人 【技法】いろいろな技法

やまんばに追っかけられる小僧さんに、子どもたちはハラハ
ラ！ドキドキ！でも三枚のお
札に助けられ、最後は和
尚さんがやまんばをパク
リと退治してめでたしめで
たし。子ども達の心はハラ
ハラ・ドキドキ・ホッとして。
きっと最後はにっこり笑顔
が見えますよ。

3637ぱぴぷぺぽ劇場 Papipupepo-Gekijo
おやゆび姫ほか Thumbelina, Another work

【日時】8月4日㊐11:00開演/15:00開演
【会場】飯田市公民館4F 【定員】150名 
【料金】大人1,000円/子ども800円/おやこ1,500円
【上演時間】60分 【対象】幼児～低学年 【技法】出遣い

花の中から生まれた小さなリリー。
ある日、ヒキガエルの母親に連れ去られてしまい、知らない
世界をさまよい続けま
す。
ツバメやチョウチョ、野ネ
ズミなど、色々な動物たち
と出会うことで、元気や勇
気をもらい、やがて自分が
生まれる前の世界にたど
り着くのでした。

5253ホケキョ影絵芝居 Hokekyo Shadowplay
砂影じじいの昔話し The Old tale of Sunakage grandpa 

【日時】8月1日㊍15:00開演/19:00開演
【会場】りんご庁舎3F会議室 【定員】80名 
【料金】大人1,000円/子ども500円 【上演時間】50分 
【対象】幼児～大人 【技法】サンドアート

砂を机の上に撒いて、それで絵を作り物語を展開します。
上部からビデオカメラで撮って、同時にプロジェクターで幕
に映して、観劇します。
砂の絵は、ゆっくりできた
り、意外にさっとできたり
しますが、
消えるのはあっという間。
そこが醍醐味かと。

5051 やまねこ座―人形劇工房― YAMANEKO-ZA
千方（ちかた）～平将門編～ CHIKATA ～MASAKADO～

【日時】7月31日㊌16:30開演/19:30開演
【会場】りんご庁舎3F会議室 【定員】80名 【料金】一律1,000円
【上演時間】40分 【対象】高学年～大人 【技法】棒遣い、その他

藤原千方を題材にシリーズ化してお届けする物語の第2弾
です。
今回は有名な平将門の乱を藤原秀郷側から描いていきま
す。平将門に加担すべき
か、討つべきか、苦悩する
秀郷。
そして誕生した千方へと
思いをつなげてゆきます。
前橋と飯田だけの希少公
演です。

4849 人形劇団あっけらかん♪ Puppet Theater Akkerakan♪
ぴよぽっぽ劇場 Piyopoppo Theater

【日時】7月31日㊌9:30開演/11:30開演
【会場】りんご庁舎3F会議室 【定員】80名 
【料金】おやこ1,000円 【上演時間】25分 
【対象】0･1･2歳 ※初めて出会う人形劇 4歳以上の子ども入場不可 
【技法】棒遣い、出遣い

親子一緒に、ゆっくり、のんびり、ほんわり観ていただけるお
話です。
心地よい音楽と優しい人
形の動きで織りなす乳児
さん向けシアター「ぴよた
まっ」「しゅっぱつしんこう」
「たおるんるん劇場」三つ
の小さなお話で、優しいひ
とときを送ります。

5455
【日時】8月5日㊊10:00開演/14:00開演
【会場】りんご庁舎3F会議室 【定員】親子20組 
【料金】おやこ1,500円 【上演時間】60分 
【対象】参加時 0ヶ月～24ヶ月 まで ※初めて出会う人形劇  2歳以上
の子ども入場不可（申し込みの際に、お子さんの生年月日をお伝えください。） 
【技法】ベイビー作品

0・1・2歳のふしぎな世界 　0・1・2歳がみている世界 
0歳からのアート体験
韓国の神経心理学者でもある演
出家と、日本の俳優との、医学的、
科学的根拠に基づき、乳児の発
達を踏まえたベイビーのための
作品です。 
Art Start ♪ はじめの一歩 ♪ 

4647

初めまして京都で活動するP.B.office.Yです。
今回は二作品を一挙に
お届け！『ポップアップシ
アター』は完全オリジナ
ル作品。大きな本を開く
と始まるペープサート人
形劇。『ねずみのすもう』
篠笛の演奏で始まる昔
話。体験付きです！

3839 人形劇団くりきんとん Puppet Theater Kurikinton
モーリーの見つけもの/いなかのねずみととかいのねずみ
Moreley's,looking for someting/The country mouse and town mouse

【日時】8月5日㊊10:00開演/13:00開演
【会場】飯田市公民館4F 【定員】150名 
【料金】大人1,000円/子ども500円 【上演時間】50分 
【対象】全年齢 【技法】棒遣い、手遣い

ザキ○シアター『ポップアップシアター』『ねずみのすもう』
zaki○theater『popuptheater』『nezuminosumou』

ベイビーミニシアター「旋」「ポッシュノート♪」
Baby mini Theater “SEN”  “Poshe Note♪”

【日時】8月5日㊊11:30開演/15:00開演
【会場】川本喜八郎人形美術館映像ホール 
【定員】80名 【料金】一律500円 【上演時間】40分 
【対象】0歳～低学年 【技法】置き人形、ペープサート

モーリーは見つける事が大得意！迷
子のカメとママを探す旅にでる。
たとえ強敵が現れようとも旅は続
く。カウボーイだもの、ヘイヘホー。
田舎と都会のねずみ君、どちらの暮
らしも素敵です。それは自分で決め
た事だから。
どちらも生演奏、生歌。そして感動
付き。

3233 西川禎一おひとり座 Puppet Troupe Ohitoriza 
じゅんこの極楽からの報告 Junko's report from Heaven

【日時】8月4日㊐17:00開演/20:00開演
【会場】飯田市公民館3F 【定員】150名 【料金】一律1,500円 
【上演時間】55分 【対象】中学生～大人 【技法】手遣い

人はなくなったら、だれでも荼毘
に付され灰になるのはご存じのは
ずですが、その少し前に魂は「お
先に」と極楽へ旅立ち、新しい暮
らしを始めるのです。誰でもです
よ。

「冗談でしょうって？」「いや本当で
す」
西川の独特の一人語りでお楽し
み下さい。

15:00 18:30

ラストラーダカンパニー「竜潭譚（りゅうたんたん）」

人形劇団むすび座「かくれ山の大冒険」
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わけちゃんとＢＵＮちゃんとゆかいな仲間「夏だ！祭だ！人形劇じゃない人形劇？大集合！！2019」
56

15:00
57
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3031 糸あやつり人形劇団みのむし Marionette MINOMUSHI 
ドクロ屋敷の謎Ⅴ・Ⅶ『夢を追いかけろの巻』『令和の夜明けの巻』
dokuroyashiki-no-nazoⅤ・Ⅶ

【日時】８月３日㊏１５:００開演/１９:００開演
【会場】飯田市公民館3F 【定員】150名 【料金】一律1,200円 
【上演時間】70分 【対象】幼児～大人 
【技法】マリオネット（糸あやつり）

ここは世にも怖ろしき『ドクロ屋敷』。この屋敷に住む天才
科学者「今出川毒郎博
士」。謎の美少女「鞍馬口
クララ」そして近所の小学
生「桝形とおる」少年が、
京都を舞台に繰り広げる
超ローカルな怪奇物語。
そしてまたもや闇の帝王

「カラスマー」が現れた！

4142人形劇団ココン puppettroupeCOCON
トレテツクパレード　併演：テテの日曜日
TORETETSUKU Parade / TETE's Sunday

【日時】8月2日㊎17:00開演/8月3日㊏10:00開演
【会場】川本喜八郎人形美術館映像ホール 【定員】80名 
【料金】一律1,200円 【上演時間】60分 
【対象】小学生以上 ※3才未満入場不可 【技法】棒使い

【日時】8月3日㊏15:30開演/19:30開演 【会場】飯田人形劇場 
【定員】180名 【料金】一律2,000円 【上演時間】55分 
【対象】大人 ※未就学児入場不可 【技法】抱え遣い

人形の部分が取れてまた別の人形
に付く。トレテツク人形たち。
物でありながら、架空の意識を持つ
人形は、怖くて、可笑しくて、寂しい。
物と命の間のゆらめきが、奇妙で美
しく不思議な世界を作ります。
アコーディオン、トイ楽器によるイマ
イアキの生演奏で。

人形劇団くりきんとん 
 「モーリーの見つけもの」

「いなかのねずみととかいのねずみ」
13:30

 劇団鳥獣戯画「ありこさんの紙芝居ミュージカル『てじ』」

人形劇団あっけらかん♪
「ぴよぽっぽ劇場」

やまねこ座
「千方（ちかた）」

ホケキョ影絵芝居「砂影じじいの昔話し」
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P.B.office.Y P.B.office.Y

夏だ！祭だ！人形劇じゃない人形劇？大集合！！2019
It's summer. It's a festival. It's a big party with many daring performances without puppets.

【日時】8月2日㊎13:00開演
【会場】飯田市立中央図書館 【定員】100名 
【料金】大人：前売1,000円、当日1,200円/子ども：前売800円、
当日1,000円 【上演時間】90分 【対象】どなたでも 
【技法】ペープサート、エプロンシアター、パネルシアター　など

日本児童・青少年演劇劇団協同組合
Japan Union of Theatrical Companies for Children and Young People

［オランダ］

［オランダ］［ギリシャ］

わけちゃんとＢＵＮちゃんとゆかいな仲間
Wake and Bun and their happy friends  

参加証 観 専門劇団着用ワッペンの られるで

●山本光洋 ●指人形笑吉 ●人形芝居燕屋 ●笑福亭鶴笑 ●あさぬまちずこ ●人形劇団ぽけっと ●人形劇団ののはな ●人形劇団とんと ●はぐはぐ☆カンパニー 
●人形芝居ぶんぶく ●劇団すぎのこ（公財すぎのこ芸術文化振興会） ●江戸糸あやつり人形 ●影絵劇団かしの樹　春日部事務所 ●ななな 
●にんぎょうげきだんつきほたる ●よろず劇場とんがらし ●人形劇団クスクス ●グレゴの音楽一座 ●ポポルの一座 ●人形芝居えびす座 ●ゆい*パペットシアター 
●ふくろこうじ ●ハンガ～マン ●わらし ●劇団 にんぎょう畑 ●ましゅ＆Ｋｅｉ ●お坊さんの人形芝居　山添真寛 ●ツヂバデルコ ●人形劇ちんどん 
●街のお楽しませやさん・梅ちゃん ●劇団むう ●お伽ラッぱ ●人形劇団どむならん ●劇団貝の火 ●企画制作 楽大夢 ●俳優館 ●人形劇だん 大福 ●マーガレット一家 
●影絵劇団　打ち出の小づち ●マイムトループ★グランバルーン ●げきだんはてな ●ジュンマキ堂 ●デフ･パペットシアター・ひとみ ●マギカ・マメジカ ●人形劇・トロッコ

本年の参加証ワッペン

八郎：東北地方に伝わる伝説が
もとのお話。山のように大きくなっ
た八郎は優しい山男、村人たちを
助けようと海に挑みます。力強く
ダイナミックな舞台。　
併演は、日本の祭りばやしのリズ
ムに誰もが心弾ませる人形劇。
日本の大切な心の財産を次世代
に繋ぐ二作品。

※上演予定は7月発行の
　プログラムをご覧ください。

本誌面で紹介した劇団のほかに、いいだ人形劇フェスタ2019には下記の専門劇団が参加します。

TEL．0265-23-3552 FAX．0265-23-3533
〒395-0051 長野県飯田市高羽町5-5-1（飯田文化会館内）
いいだ人形劇フェスタ実行委員会事務局
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