
人には人と関わらなければ得られない喜びがあり、人との関わりが、それぞれが内包する多様な可能性を大きく開花させます。
コロナ禍は、私たちに人との関わりの大切さを痛感させました。が、少し落ち着いて考えると、人との関わりの希薄化は、コロナ以前から、私たちの社会ではとうに進んでいたことでした。

このたび、鳥取と岡山の子どもたちのために、アートのよろこびを届けたいと考える人たちがつながって、11月と12月に両県各所で、子どもと家族のための大小さまざまなイベントを行います。
どのイベントも、人との出会いや体験により、新鮮な喜びや感動、エネルギーを与えてくれます。

ぜひご参加いただき、よき未来を願う一人ひとりの小さい思いを大きくつないで、地域をもっと楽しい場所に変えていきましょう。
（鳥取・岡山共同プロジェクト「ライブで作ろう　元気と未来！」実行委員会）

鳥取・岡山共同プロジェクト「ライブで作ろう　元気と未来！」実行委員会は、観客や参
加者の皆さまとスタッフ・キャストの健康と安全の確保を最優先とし、衛生管理対策を
講じた上で各イベントを開催いたします。

新型コロナウイルス感染症予防対策２つ以上の会場に出かけてみてね ！２つ以上の会場に出かけてみてね ！

もも しろ

日時企画名 料金 問い合わせ先会場 予約窓口（電話・メール）

ベイビーシアター
山の音楽舎『うたのたね』

11月11日（木）
11:00～11:30/14:00～14:30

11月14日（日）
14:00～15:30/17:30～19:00

11月27日（土）・28日（日）
13:00～16:00

11月27日（土）・28日（日）
11:00～16:00

11月27日（土）・28日（日）
11:00～16:00

12月10日（金）18:30～19:30

12月11日（土）18:30～19:30

12月12日（日）14:30～15:30

12月25日（土）・26日（日）
10:00～16:00

12月25日（土）・26日（日）
10:00～11:00/12:30～13:30/14:30～15:30

１2月25日（土）・26日（日）
11:00～12:00/13:30～14:30

12月25日（土）・26日（日）
11:00～12:00/13:30～14:30/15:30～16:30

12月25日（土）・26日（日）
17:00～18:30

12月25日（土）・26日（日）
10:00～16:00

12月25日（土）・26日（日）
10:30～11:30/13:00～14:00/15:00～16:00

12月25日（土）・26日（日）
①10:30～11:00 ②16:00～17:00

12月25日（土）・26日（日）
10:30～11:30/12:30～13:30/15:00～16:00

12月26日（日）11:00～11:40

西川アイプラザ
〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町10番16号

ハワイアロハホール
〒682-0722 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584

上之町商店街
〒700-0822 岡山県岡山市北区表町１丁目

東中山下公園
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-5-25

DANCE STUDIO bloom one
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町2-6-3

会場調整中

玉野市総合体育館（レクレセンター・ミーティングホール）
〒706-0012 岡山県玉野市玉2-3-1

百花プラザ多目的ホール
〒704-8117 岡山県岡山市東区西大寺南１-2-3

とりぎん文化会館
〒680-0017 鳥取県鳥取市尚徳町101-5
　　のみ
鳥取県立中央図書館
〒680-0017 鳥取県鳥取市尚徳町101

音楽文化ホール ベルフォーレ津山
〒708-8520 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山7階

1,000円（親子2人1組）
ひとり追加ごとに500円

一般 ： 2,000円
高校生以下 ： 1,500円

投げ銭制

500円

2,000円

1,000円

500円

500円

500円

小学生以上：500円／未就学児無料

①大人：1,000円／子ども（0～2歳）：500円
②大人：1,000円／子ども（3歳～高校生）：500円

無料（要予約）

1,000円（親子2人1組）
ひとり追加ごとに500円
※お子様は3歳以下のみ入場可能

NPO法人岡山市子どもセンター　（086）242-1810
info@kodomo-npo.jp

特定非営利活動法人
鳥の劇場
（0857）84-3268
info@birdtheatre.org

NPO法人みる・あそぶ・そだつ津山子ども広場
（0868）22-6177
kodomohiroba@hotmail.com

鳥の劇場
（0857）84-3268
ticket_jlyp2021
@birdtheatre.org

鳥の劇場
（0857）84-3268
ticket_jlyp2021
@birdtheatre.org

鳥取県おやこ・こども劇場鑑賞連絡会
0857-24-6680　携帯070-5050-0850
tottorioyako@gmail.com

認定NPO法人ハーモニーネット未来
（0865）63-4955
kodomo1@kcv.ne.jp

玉野・灘崎子ども劇場
（0863）32-0405
tamanosakiko@yahoo.co.jp

NPO法人みんなの劇場・おかやま
（086）942-1544
info@npo.sakuraweb.com

鳥取短期大学
（0858）27-0107
glocal@cygnus.ac.jp

特定非営利活動法人こども未来ネットワーク
（0858）22-1960
info@kodomo-mn.com

（公財）鳥取県文化振興財団
（0857）21-8700
bunka@torikenmin.jp

鳥の劇場 （0857）84-3268
ticket_jlyp2021
@birdtheatre.org
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2
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4
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鳥取県・おやこのための劇場
人形劇団むすび座『オズのまほうつかい』

親子で楽しむ人形劇
人形劇団ひとみ座『はれときどきぶた』

クリスマスはとりぎん文化会館で
あそぼう !!

はじめての音楽会 
『智内威雄やわらかコンサート』

マチに作ろう！　元気と未来！ 表町商店街大道芸

大きな大きな公園落書き展

つながるダンス

笠岡市公演

玉野市公演

岡山市公演

みんなで作ろう！
「TOTT-TORA」

モジャと小松の
クリスマスな映像づくり教室

大人も子どももいっしょ！
短いお話でお芝居を作ろう

青学キッズワークショップ
クリスマス編

鳥の劇場の子ども向け上演
『がまくんとかえるくん』・『山椒魚』

山陰三ッ星マーケット

とっとりチェンバーオーケストラ 
『音楽っていいな♪コンサート』

アートスタート
”はじめての狂言”

とりたん生とワクワク体験！！！
うたあそび・大型人形劇など

参加した会場で、カードをゲット ！
２種類のカードを集めたら、プレゼントと
こうかんできるよ。
カードは全部で４種類。
会場によって同じカードが置いてある
ところがあるから、よく確認して出かけてね。
会場に置いてあるカードの種類は、
チラシの中面で確認できるよ。

なしカードしろカード

桃カード
ももカード

みんなで子どもの育ちを応援しよう!

●観客や参加者同士が十分な距離を取れる
広さの場所、定員でプログラムを実施いた
します。

●会場の定期的な換気、消毒を行います。
●各所に消毒用アルコールを設置いたします。
●検温にご協力ください。
●マスクの着用をお願いいたします。

●参加するスタッフ・キャストは毎日検温し、
体調の確認を行います。

●県外から参加するスタッフ・キャストは、来
県前にPCR検査を受診し陰性確認後、来
県します。

●当日、体調の優れない方は、参加をお控え
ください。

スケジュール　問い合わせ一覧 各企画の予約・申込受付は、
下記の予約窓口、または予約サイト https://www.birdtheatre.org/jlyp2021/reserve/ まで。 　★10月4日（月）10時より予約開始。

大人：2,000円／18歳以下：1,000円
3歳以下無料 
　※子供会や学童など団体で鑑賞をご希望
の方は団体割引があります。詳しくは
右記の問い合わせ先までお問い合わ
せください。

（26日のみ）500円
※25日は作家による公開製作、26日に誰でも
　参加できるワークショップを実施します。
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鳥取・岡
山共同プ

ロジェク
ト

「ライブ
で作ろう

　元気と
未来！ 」

【実行委員会】 特定非営利活動法人鳥の劇場　NPO法人みんなの劇場おかやま　特定非営利活動法人こども未来ネットワーク　株式会社ステージワークURAK　認定NPO法人ハーモニーネット未来　玉野·灘崎子ども劇場
　　　　　　 NPO法人みる・あそぶ・そだつ津山子ども広場　NPO法人岡山市子どもセンター　公益財団法人鳥取県文化振興財団　鳥取おやこ劇場　倉吉おや子劇場　米子こども劇場　境港親と子どもの劇場　鳥取短期大学
　【後援】 鳥取県　鳥取市　鳥取県教育委員会　鳥取市教育委員会　新日本海新聞社　朝日新聞鳥取総局　山陰中央新報社　毎日新聞鳥取支局　読売新聞鳥取支局　産経新聞社　日本経済新聞社鳥取支局　中国新聞鳥取支局
　　　 日本海テレビ　BSS山陰放送　TSKさんいん中央テレビ　共同通信社鳥取支局　時事通信社鳥取支局　日本海ケーブルネットワーク　いなばぴょんぴょんネット　エフエム山陰　FM鳥取・RADIO BIRD　鳥取県PTA協議会

　　　 岡山県　岡山市　津山市　玉野市　笠岡市　公益社団法人岡山県文化連盟　公益財団法人福武教育文化振興財団　山陽新聞社　毎日新聞岡山支局　RSK山陽放送　OHK岡山放送　RNC西日本放送　TSCテレビせとうち　FM岡山　レディオモモ

文化庁　大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン事業「JAPAN LIVE YELL project」
主催：公益財団法人日本芸能実演家団体協議会　鳥取・岡山共同プロジェクト「ライブで作ろう　元気と未来！」実行委員会

岡山県

11/27  28土 日

マチに作ろう！
元気と未来！

大道芸　落書き展　ダンス

『ももちゃんは、おかやまけんに
すむ、小学生の女の子。算数と、
リコーダーをふくのが、すきなん
だって。お母さんのつくった、お
いしいきびだんごを、ポケットに
たくさん入れてるよ。』

『しろちゃんは、とっとりけんに
すんでいる、ウサギさん。おいし
いものを食べることと、りょこう
がすきなんだって。なしの形の
かばんは、なんでも出てくる、す
ごいかばんだよ。』

岡山県

ベイビーシアター
山の音楽舎

『うたのたね』

11/11木

岡山県

親子のための人形劇
人形劇団ひとみ座

『はれときどきぶた』

12/10  11  12金 土 日

岡山県

はじめての音楽会
『智内威雄

やわらかコンサート』

日12/26

岡山県鳥取県

クリスマスは
とりぎん文化会館で

あそぼう！！

12/25  26土 日

岡山県鳥取県

鳥取県・おやこのための劇場
人形劇団むすび座

『オズのまほうつかい』

11/14日

ご理解・ご協力をお願いいたします。
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1
株式会社ステージワークＵＲＡＫ
（070）8590-3084
o-office@sw-urak.com
　※　　は予約不要1
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2

3
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3
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9

ももカード

ももカード

ももカード

しろカード

なしカード

桃カード

地元のおすすめのものをそれぞれ考えました。お出かけの時の参考になれば嬉しいです！地元に　　　　　　おすすめのもの ある！ある！

常設・スタッフ(プレーリーダー)常駐のプ
レーパークは地方都市でも珍しいことで
す。外遊びの体験はもちろん、継続してい
ることで大きくなった中高生たちが立ち
寄ったり、保護者も含め、みんなの居場所
の役割も担っています。

美咲美佐子
（NPO法人岡山市子どもセンター代表理事）

おかやまプレーパーク
国際児童年記念公園こどもの森（岡山県岡山市）

おもちゃと童謡・唱歌のミュージアム。展
示のほか、沢山のおもちゃで遊ぶことが
でき、幼い我が子も毎日のように通いまし
た。また小学生になると、工作教室やじっ
くり遊べるおもちゃを通し、違う成長を見
せてくれますよ！

谷口なおこ
（鳥取おやこ劇場事務局長）

わらべ館 （鳥取県鳥取市）

倉吉の歴史的街並み・白壁土蔵群にある、
弓道体験ができる施設。的までの距離が
通常の3分の1ほどで、身長130cm以上
あれば初心者でも大丈夫。教えてくれる
スタッフさん達は、国体出場経験もあるそ
うですよ。

まととや （鳥取県倉吉市）

藤内千春
（倉吉おや子劇場運営委員長）

鳥取と岡山をつないだ江戸時代の池田
藩。そのモットーである倹約の思想から生
まれた、魚を倹約して豆腐を練り込んだち
くわ。「蒸し」「焼き」など種類があり、さ
らに食べ方もそのまま食べたり焼いたり
など様々で、味わい深い一品です。

とうふちくわ （鳥取県東部）

中島諒人
（特定非営利活動法人鳥の劇場芸術監督）

「はーこさん」の愛称で親しまれる、倉吉
市の郷土玩具。市中のあちこちで姿を見
かけることができます。今の職人さんが
作られる端正な表情も素敵ですが、先代
の手によるやや憂いを帯びた表情も味わ
い深いです。

はこた人形 （鳥取県倉吉市）

渡邊 太
（鳥取短期大学（国際文化交流学科）学科長）

1983年から市民に親しまれているプラネ
タリウムが昨年リニューアルしました。美
しくリアルな星空を見られるのはもちろ
ん、施設スタッフの生解説や星に関する番
組を楽しめます。家族はもちろんデートに
もオススメです！

米子市児童文化センターの
プラネタリウム（鳥取県米子市）

渡辺由希子
（米子こども劇場事務局）

醬油蔵を改装して造られた、優しいマス
ターと気さくな奥様のカフェ。水を使った
冷暖房が心地よく、音楽を聴きながら時
間を忘れてゆったりできます。注文があっ
てから豆を挽くコーヒーの香りと味、ぜひ
ご堪能ください。

カフェマルマス （鳥取県境港市）

景山良恵
（境港親と子どもの劇場　運営委員長）

大正時代の建築。2階のスペースを借りて
演劇の稽古もできるのですが、大声を出
したり足を踏み鳴らすと建物が揺れます
（笑）。昔から人々の集う場所としても一
度訪れてほしいし、1階のカフェのカレー
もすごく美味しいです。

岡山禁酒会館 （岡山県岡山市）

浦 弘毅
（株式会社ステージワークＵＲＡＫ 代表取締役）

農業用地としてつくられた干拓地です。
その広さは、むかし船で海水浴に行って
いた島が地続きになるほど。現在ではキャ
ベツ・玉ねぎ・ブロッコリーの栽培に加え、
菜の花やヒマワリなど見渡す限りに季節
の花が咲く花畑に人が集まります。

笠岡湾干拓地 （岡山県笠岡市）

宇野圴惠
（認定NPO法人ハーモニーネット未来理事長）

鳥取県西部の人たちにとっては欠かせな
い存在。最近は星空を楽しむスポットとし
ても有名ですね。スキー、登山、紅葉とど
の時期も楽しめますが、個人的に好きな
のは初夏。新緑の中を車で走るだけでも
気持ちがいいです。

大山 （鳥取県西部）

渡部万里子
（特定非営利活動法人こども未来ネットワーク理事長）

県内には、岩井ゆかむり唄、因幡麒麟獅子
舞、荒神神楽など、大人たちが子どもたち
へ伝承して続いている素晴らしい郷土芸
能がたくさんあります。年中行事がなかな
か実施できない今こそ、ぜひ目を向けて
もらいたいです。

鳥取県の郷土芸能 （鳥取県）

村上隆明（公益財団法人鳥取県文化振興財団
企画制作部長・総合プロデューサー）

瀬戸内市の牛窓は瀬戸内海に面した美し
い港町。旧牛窓診療所をリノベーションし
たこの複合施設は、物販や飲食店のほか、
展示・コンサート・映画上映・マルシェなど
のイベントも行われる、文芸的・公共的交
流拠点です。

牛窓テレモーク （岡山県瀬戸内市）

髙谷 純
（NPO法人みんなの劇場・おかやま代表理事）

子どもたちが自由に描いた想像のいきも
のの絵を募集する、毎年恒例の玉野市観
光協会主催企画。優秀作品は玉野出身の
イラストレーター・内尾和正が描き下ろし
てくれますよ。ぜひ全国から参加してみ
てください。

夢のいきもの大募集！！
（玉野市観光協会）（岡山県玉野市）

内尾 玲
（玉野・灘崎子ども劇場スタッフ）

大人も子供も楽しめる鉄道博物館。名物
の「扇形車庫」に様々な車両が並ぶ様子
が美しいです。津山の街を鉄道が走るジ
オラマも細かくて好き。オープンは5年前
ですが、津山にこんな場所があったんだ！
と驚きます。

津山まなびの鉄道館 （岡山県津山市）

森安恵津子
（NPO法人みる・あそぶ・そだつ津山子ども広場代表理事）

しろです

ももです

https://www.birdtheatre.org/jlyp2021/

【企画全体に関する問い合わせ】 特定非営利活動法人鳥の劇場　（0857）84-3268　info@birdtheatre.org

★予約開始は、２０２１年10月4日（月）より

※会場が決まりましたら、
　ホームページで発表します。




