
公演日 開演 会場名 劇団 作品 時間 予約 公演日 開演 会場名 劇団 作品 時間 予約

7/16 19:00 上郷公民館講堂 人形芝居燕屋 ねずみのすもう 60 おさひめチャイルドキャンプ おはなしグループでんでんむし 人形劇「おたまじゃくし海へいく」／大型紙芝居「きつねのおきゃくさま」 60

シアター奇望堂 起きろ！ 20 ＨＡＳＨＩＲＡ（追手町小学校） ８ぴきの子ぶた 20

人形劇DALA ふたりの魔女～ノビーとチャッキー～ 25 人形劇団なむなむ チューと虫歯ねこ 20

下久堅公民館 人形芝居燕屋 ねずみのすもう 60 飯田西中学校人形劇部 The World 少年たちの冒険 20

りんご劇団（飯田東中学校）　 三びきのやぎのがらがらどん 15

公演日 開演 会場名 劇団 作品 時間 予約 丸山小学校人形劇クラブ「つばさ」 ぎょうれつのできるチョコレートやさん 20

飯田子供の園保育園 シニア大学人形劇団ふたご座 お日様　お月様　夕立様 20 人形劇団かざこしののはな りんご太郎／かえるのうた 10

丸山公民館 ましゅ＆Ｋｅｉ ましゅ＆Keiの小作品集 45 なかよし座 なかよし 15

かざこし子どもの森公園 親子であそぼ♪森っこ 「ぱんだがいっぱい」「手をたたきましょう」「まんまるちゃん」など 30 〇 川路キッズ（川路小学校） スーホの白い馬 20

くまちゃん 赤鬼くん／うーちゃんおーちゃん／千代じまん 30 人形劇団やまんば 三枚のおふだ 35

竹田人形座竹の子会 糸操り小品集 30 25色そろって3年1組クレヨンジャー（山本小学校） クレヨンのくろくんとなかまたち 20

人形劇DALA ふたりの魔女～ノビーとチャッキー～ 25 えとえとぽんぽこアニマルズ（山本小学校３年２組） えとえとがっせん 20

Mix Art Project ★ ミックスアート 地球賛歌Ⅱ 35 殿岡保育園 旭ｹ丘中学校人形劇部SUN☆SHINE 白雪姫と個性豊かな仲間たち 20

山本公民館 25色そろって3年1組クレヨンジャー（山本小学校） クレヨンのくろくんとなかまたち 20 中村会館 シアター奇望堂 起きろ！ 20

飯田人形劇場 ホーボーズ･パペットシアター おおきなかぶ 40 〇 伊賀良小学校４年２組 じごくのそうべえ 15

かざこし子どもの森公園 親子であそぼ♪森っこ 「ぱんだがいっぱい」「手をたたきましょう」「まんまるちゃん」など 30 〇 伊賀良小学校４年４組 十二支のはじまり 15

12:00 紙芝居・野に咲く花 紙芝居「ひもかとおもったら」他　童謡伴奏 30 上郷公民館講堂 上郷小あおぞら劇団（上郷小学校） セロ弾きのゴーシュ 20

13:00 パークミュージックライブ パークミュージックライブ 40 10:50 座光寺公民館大会議室 ザコウジスター５（座光寺小学校５年） 善光と大堤の二匹の龍 40

13:30 飯田人形劇場 ホーボーズ･パペットシアター おおきなかぶ 40 〇 11:00 鼎小学校第一体育館 松本短期大学 子ども文化研究会 ぼくたちの　なつやすみ！ 25

ギャラリー吾亦紅 クラフト大サーカス 銀河工芸の創作音響紙芝居「アフレダス」 30 11:30 飯田文化会館1Ｆ 竜峡中学校今田人形座 伽羅先代萩－政岡忠義の段－ 30 〇

サンバ（バ）チーム 三びきの子ブタ 15 12:30 パークミュージックライブ 高校生アコースティックライブ 40

人形劇団なむなむ 妖怪あぶらとり －としべえさんききいっぱつ－ 20 飯田マジッククラブ マジックショー 30

くまちゃん 赤鬼くん／うーちゃんおーちゃん／千代じまん 30 伊賀良公民館講堂 おはなしグループでんでんむし 人形劇「おたまじゃくし海へいく」／大型紙芝居「きつねのおきゃくさま」 60

竹田人形座竹の子会 糸操り小品集 30 くまちゃん 赤鬼くん／うーちゃんおーちゃん／千代じまん 30

14:20 パークミュージックライブ パークミュージックライブ 40 竹田人形座竹の子会 糸操り小品集 30

15:30 紙芝居・野に咲く花 紙芝居「ひもかとおもったら」他　童謡伴奏 30 上郷公民館講堂 上郷小あおぞら劇団（上郷小学校） セロ弾きのゴーシュ 20

16:00 ギャラリー吾亦紅 クラフト大サーカス ヤギさんのマジックショー 30 セントラルパーク パークミュージックライブ パークミュージックライブ 40

19:00 竜丘公民館 Mix Art Project ★ ミックスアート 地球賛歌Ⅱ 35 川本美術館映像ホール 春川人形劇フェスティバル（韓国） 春川パペットフィルムフェスティバル（春川人形劇映像文化祭）作品上映会 120

信州おしなご会 おしなご（お手玉） 300 17:00 飯田文化会館1Ｆ 演劇ユニット　チームviencia 君のスピードで 60 〇

親子であそぼ♪森っこ 「ぱんだがいっぱい」「手をたたきましょう」「まんまるちゃん」など 30 〇 18:00 飯田人形劇場 百鬼ゆめひな 百鬼どんどろ 岡本芳一没10年追善公演 岡本芳一遺作映画「VEIN−静脈−」＆トークショー（渡邊世紀監督×百鬼ゆめひな） 120 〇

くまちゃん 赤鬼くん／うーちゃんおーちゃん／千代じまん 30 久堅４年キッズ劇団（下久堅小学校） うみやまがっせん 15

竹田人形座竹の子会 糸操り小品集 30 ひさかたちょんかけごまクラブ 空とぶちょんかけごま 25

座光寺保育園 東野人形劇あかね さん匹のこぶた 25 千代小学校 おむすびころりん 20

人形劇団さまけろり（上久堅小学校３年） きつねのいたずら 20 竜東中人形劇部きらら ヘンゼルとグレーテル 20

上久堅小学校４年 ６匹のこぶた 20 みほっ子劇団2021（三穂小学校） 11ぴきのねことあほうどり 20

竜丘公民館 ましゅ＆Ｋｅｉ ましゅ＆Keiの小作品集 25 伊豆木人形クラブ 傾城阿波鳴門　順礼歌の段 40

飯田人形劇場 風船遊劇団ゴンベエワールド バルーン糸操り人形「ばら組さんのがくげいかい」 45 〇 山本公民館 えとえとぽんぽこアニマルズ（山本小学校３年２組） えとえとがっせん 20

黒田人形伝承館 飯田女子高校人形劇クラブ 傾城阿波鳴門　順礼歌の段 40 伊賀良公民館講堂 人形劇団やまんば ３びきのやぎのがらがらどん／三枚のおふだ 60

11:00 かざこし子どもの森公園 親子であそぼ♪森っこ 「ぱんだがいっぱい」「手をたたきましょう」「まんまるちゃん」など 30 〇 鼎中学校人形劇部「のん」 にゃんにゃん学園！大運動会！！ 30

11:30 竜丘公民館 ましゅ＆Ｋｅｉ ましゅ＆Keiの小作品集 25 松本短期大学 子ども文化研究会 ぼくたちの　なつやすみ！ 25

11:45 飯田文化会館1Ｆ Mix Art Project ★ ミックスアート 地球賛歌Ⅱ 35 〇 高陵中学校　黒田人形部 生写朝顔日記　宿屋の段 30

12:30 子どもマジック教室 マジック／南京玉すだれ 30 黒田人形保存会 観音霊験記　壺坂寺の段 45

13:30 パークミュージックライブ パークミュージックライブ 40 かぐらの湯 風船遊劇団ゴンベエワールド バルーン・ドラマチックステージ～バルーンアート＆マジック＆「ふうせん操り人形物語」 45

飯田人形劇場 風船遊劇団ゴンベエワールド バルーン糸操り人形「ばら組さんのがくげいかい」 45 〇 りんご劇団（飯田東中学校）　 三びきのやぎのがらがらどん 15

ギャラリー吾亦紅 クラフト大サーカス マジカルイトノコの新電動糸ノコ木工 30 東野人形劇あかね 三枚のお札 25

くまちゃん 赤鬼くん／うーちゃんおーちゃん／千代じまん 30 竹田人形館 竹田人形座竹の子会 糸操り小品集 30

竹田人形座竹の子会 糸操り小品集 30 11:00 鼎文化センターホール NPO法人いいだ人形劇センター 人魚姫 55 〇

14:30 セントラルパーク パークミュージックライブ パークミュージックライブ 40 12:00 パークミュージックライブ 高校生アコースティックライブ 40

15:30 飯田文化会館1Ｆ シニア大学人形劇団ふたご座 日本伝統芸能 狂言より  「ぶす」 20 〇 パークミュージックライブ パークミュージックライブ 40

16:00 ギャラリー吾亦紅 クラフト大サーカス 妙音のノコギリ音楽ショー 30 今田人形の館 今田人形座 二人三番叟／日高川入相花王「渡し場の段」 50

18:30 伊賀良公民館講堂 東野人形劇あかね 三枚のお札 25 飯田文化会館1Ｆ ころぼっくる 新作「ももたろう」 25 〇

松尾公民館 人形劇団なむなむ 妖怪あぶらとり－としべえさんききいっぱつ－／チューと虫歯ねこ 40 上村コミュニティセンター 紙芝居・野に咲く花 紙芝居「ひもかとおもったら」他　童謡伴奏 40

シアター奇望堂 起きろ！ 20 フェスタセントラルパーク 南信州複合芸能文化の会 獅子舞エンターテイメント　南信州天昇オロチ 20

くまちゃん 赤鬼くん／うーちゃんおーちゃん 20 シアター奇望堂 起きろ！ 20

9:00 麻績の館 座光寺小学校４年 座光寺物語 40 なかよし座 なかよし 15

竜東中人形劇部きらら ヘンゼルとグレーテル 20 くまちゃん 赤鬼くん／うーちゃんおーちゃん／千代じまん 30

伊豆木人形クラブ 傾城阿波鳴門　順礼歌の段 40 竹田人形座竹の子会 糸操り小品集 30

9:50 麻績の館 竹田人形座竹の子会 糸操り小品集 30 鼎文化センターホール NPO法人いいだ人形劇センター 人魚姫 55 〇

ぱぺっと・どらら あおむしくんのおはなし 25 〇 14:30 飯田人形劇場 松本短期大学 子ども文化研究会 ぼくたちの　なつやすみ！ 25 〇

信州パネルシアター研究会 らっぽっぽ さんぽ・にじ・おみそ汁ソードー記　他 40 〇
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いいだ人形劇フェスタ2021　公演プログラム案（6月25日現在）
このプログラムは6月25日現在の予定です。日時・場所・内容が変更される可能性があります。最新のプログラムは7月14日頃から配布されますのでご確認ください。
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