
特定非営利活動法人愛知人形劇センターへの入会お申込、お問い合わせは…

●総会での議決権があります。
● ひまわりホール情報誌「あっぷ」（季刊発行）をお手元に届けます。
●主催事業、共催事業のチケットが会員価格にてご購入頂けます。
● その他、主催事業、共催事業の企画立案に関わることもできます。

個　人
年会費 2,000円
入会金 　500円

団　体 年会費 5,000円
入会金 1,000円

〒460-8551
名古屋市中区丸の内三丁目22-21 
損保ジャパン日本興亜名古屋ビル19F

　特定非営利活動法人愛知人形劇センターは、損保ジャパン日本興亜人形劇場ひまわりホールを拠点に、人形
劇を中心とした地域、行政、企業、芸術団体の協働をすすめ、愛知の舞台芸術文化の向上と発展を目指している
NPO団体です。
　特定非営利活動法人愛知人形劇センターは、センターの目的と活動にご理解、ご賛同頂き、活動を支援して頂
ける会員を募集しています。

　損保ジャパン日本興亜人形劇場ひまわりホールは、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の中部地区における
CSR活動の拠点として1989年に設立された小ホールです。
　愛知県を中心に、全国の人形劇活動を支援することを目的に「人形劇場ひまわりホール」と名付けました。
　現在は特定非営利活動法人愛知人形劇センターが管理運営に携わっています。

愛知人形劇センター 検索

地下鉄桜通線久屋大通駅下車、西改札1番出口西へ徒歩3分
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駐車場のご用意はございません。公共交通機関をご利用下さい。

車椅子のまま観劇できます。身障者用トイレのご用意もあります。

特定非営利活動法人 愛知人形劇センターは…

損保ジャパン日本興亜人形劇場ひまわりホール

〒460-8551 名古屋市中区丸の内三丁目22-21 損保ジャパン日本興亜名古屋ビル8F
 特定非営利活動法人愛知人形劇センター

T E L 052-212-7229

T E L 080-1137-9733

F A X 052-212-7309

Mai l mail@aichi-puppet.net
Webサイト http://aichi-puppet.net/

5月 2018年2017年 3月▶

主催事業・共催事業のご案内

条 件 2018年2月17日（土）～18日（日）の
最終選考上演会に出演できること。

応募締切 2017年9月15日（金）

資料請求 mail@aichi-puppet.net　P新人賞係

P新人賞は人形劇パペットのP、オブジェ＋身体パフォーマンスの
Pです。人形ジャンルの明日を担う斬新な才能を発掘するために
開催します。受賞作品には賞金200,000円贈呈。2018年度に
ひまわりホールで新作を招待上演。

ひまわりホールP新人賞2017募集！

P新人賞2016受賞作品『夜叉ヶ池』（影の色彩ワヤンプロジェクト／石川県）

一般会員
（個人・団体）

● センターの活動を財政面から支えて頂きます。
● ひまわりホール情報誌「あっぷ」（季刊発行）をお手元にお届けします。
●主催事業、共催事業のいずれかに年間1回ご招待いたします。（口数分）
●10月に開催される、ひまわりホール子どもアートフェスティバルに
 ご招待いたします。（口数分）

● その他、主催事業、共催事業のチケットが会員価格にてご購入頂けます。

3,000円（1口）

年会費

年会費

5,000円（1口）

賛助会員
（個人・団体）
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ひまわりホール共催事業
ひと組
 『時代横町春ノ巻2017』

一般：前売3,000円／当日3,500円
65歳以上・小中高生：前売2,500円／当日3,000円

2017年5月2日（火）14：00／3日（水）14：00，18：30／4日（木）14：00／
5日（金）14：00，18：30／6日（土）14：00／7日（日）14：00　　

人形劇団むすび座
 『創立50周年記念企画 夏休みこども劇場2017
　　「ぶんぶく茶がま/おばあさんとマリーちゃん」
　　「ヤンチャメッチャブー/こぎつねコンとこだぬきポン」』

前売2,100円／当日2,400円（3才以上有料）

　2017年7月22日（土）10：30／23日（日）14：00／24日（月）10：30／25日（火）14：00
　2017年7月22日（土）14：00／23日（日）10：30／24日（月）14：00／25日（火）10：30

劇団そらのゆめ
 『夏休み子ども劇場2017
  「おだんごのすきなおばあさん  同時上演  音楽人形劇子ぐまのラクタとくしゃくしゃボール」』

大人：前売2,000円／当日2,300円
子ども（3歳以上有料）：前売1,500円／当日1,800円　

2017年8月26日（土）14：00／27日（日）11：00，14：00／28日（月）11：00

ひと組
 『時代横町 其の十七』

一般：前売3,000円／当日3,500円
65歳以上・小中高生：前売2,500円／当日3,000円

2017年9月5日（火）14：00／6日（水）14：00，18：30／7日（木）14：00／
8日（金）14：00,18：30／9日（土）14：00／10日（日）14：00オイスターズ 

『オイスターズプロデュース「無風」』

前売・当日2,000円
2017年6月2日（金）19：30／3日（土）14：00，19：30／4日（日）11：00，15：00

名古屋腹話術クラブ
『とびきり楽しい腹話術☆人形は君のともだちだ』

前売500円／当日600円
2017年6月11日（日）13：30

Puppet Theater ゆめみトランク
『BUDORi－宮沢賢治「グスコーブドリの伝記」より－』

前売2,100円／当日2,400円
2017年12月2日（土）14：00／3日（日）14：00

劇団シンデレラ
『クリスマスファンタジー「天使が、町にやってきた!」』

前売1,500円／当日1,800円
2017年12月16日（土）18：30／17日（日）11：30,15：00

avecビーズ
『avecビーズevolution13 さよならの霧が流れる港町』

一般：前売2,800円／当日3,000円　中高生：1,500円
2018年2月22日（木）～25日（日）

人形劇団むすび座
『創立50周年記念企画 冬休み人形げきじょう2017
  「おおきなかぶ/泣きむし大男」』

前売2,100円／当日2,400円（3才以上有料）

2017年12月23日（土）10：30,14：00／24日（日）10：30,14：00／
　　　　　 25日（月）10：30,14：00／26日（火）10：30／
2018年1月5日（金）10：30／6日（土）10：30,14：00

はぐはぐ☆カンパニー
『街角の童話（めるへん）第2章』

前売2,500円／当日3,000円
2017年6月16日（金）14：00，18：30／17日（土）14：00／18日（日）14：00　　

APAS（愛知学生人形劇サークル連盟）
『たなばた公演』

一般：前売500円／当日600円、小学生以下：前売200円／当日300円
2017年7月9日（日）13：30　　
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愛知人形劇センターPresents 主催：特定非営利活動法人愛知人形劇センター
協賛：損保ジャパン日本興亜株式会社

ひまわりホール主催事業

小学校高学年以上対 象

モノのつぶやき、ナンセンス、シュール、時事風刺、
エロス、メルヘン…。今、名古屋で活躍めざましい
3名の劇作家に人形劇のための戯曲を委託。
人形劇と演劇の新しい融合。

料 金 前売：2,100円／当日：2,400円
（1チケットで3作品全てをご覧頂けます。）

劇作家とつくる短編人形劇

2017年7月1日（土）14：00，19：00
　　　　   2日（日）14：00

老人ホームで暮らす102歳のマチルダは、彼女の誕生日にホーム
の所長から携帯電話をプレゼントされる…。歳を取ることの苦難に
ついての、悲劇的コメディ。英語セリフ、日本語字幕。

料 金 前売：3,200円／当日：3,500円

マチルダ ”Mathilde”

作・演出／
ニノキノコスター
（オレンヂスタ）

『MANGAMAN』
作・演出／
渡山博崇
（星の女子さん）

『わらの楯』
戯曲／チェーホフ （訳：沼野充義）
編曲・演出／吉田光佑   a.k.a SABO

『かもめ』

大　　人対 象

2017年7月29日（土）14：00／30日（日）14：00

海外招へい作品

Staffed Puppet Theater（オランダ）

人形劇、音楽、ダンスなど、いろんなアートに触れて楽しめる
フェスティバルです。 

料 金 1作品鑑賞券／400円
6作品鑑賞券／1,500円
11作品鑑賞券／2,500円

ひまわりホール 子どもアートフェスティバル2017

2017年10月8日（日）／9日（月・祝）

子どものための舞台芸術祭典

幼児からファミリー対 象

小学校高学年以上対 象

天下の美女小野小町をめぐる、三味線弾き語りと人形による愛憎悲喜劇。

料 金 料金前売：2,100円／当日：2,400円

小町曼荼羅

2017年10月27日（金）19：00／28日（土）14：00，19：00／
29日（日）14：00

作・演出／木村繁　人形・舞台美術／福永朝子　振付／工藤鍵道　
三味線弾き語り／常磐津綱鵬　人形遣い／桑原博之、中島由紀子、LONTO、
ゆみだてさとこ

弾き語り：常磐津綱鵬

小学校高学年以上対 象

P新人賞2016受賞劇団による新作の上演です。
料 金 料金前売：2,100円／当日：2,400円

P新人賞2016受賞記念公演

2018年2月4日（日）14：00

P新人賞2016受賞作品「夜叉ヶ池」より

小学校高学年以上対 象

7回目を迎えるP新人賞。全国から応募された作品の中から最終選考に
残った3作品を一挙上演。観客投票により「観客賞」を、専門家による評
論とディスカッションにより「P新人賞」を決定します。

料 金 料金前売：2,100円／当日：2,400円

P新人賞2017最終選考上演会

2018年2月17日（土）／18日（日）

P新人賞2016最終選考作品より

幼児からファミリー対 象

子どもだけで、もちろん親子でも、専門スタッフのアドバイスのもと廃材を利用し
て海の生き物を作ります。出来上がったら会場で遊んでみよう。一日ゆっくりと、
工作の時間、遊びの時間、親子のふれあいの時間をお楽しみください!

料 金 入場料：1日600円（3歳以上一律）

ワークショップ『創ろう！遊ぼう！パペットパーク2～すいぞくかん編～』

2018年3月24日（土）／25日（日）開園時間10：30～15：30
美術監修／ Craft屋GOMAX（人形劇団あっけらかん♪）

 影の色彩ワヤンプロジェクト


