LineUp 2021

会員になるとご覧になれる1年間のラインナップです。
※会員にならず公演ごとにチケットを買ってご覧になることもできます。
入会されるときに、いずれかをお選びください。
・低学年コース（乳幼児
小学生
) ・高学年コース

舞台鑑賞会 作品ラインナップ

□ほとんどの公演に、小さなお子さんをお預かりする託児サービスを行なっています。
※一般有料、会員無料

会員になるには…

公演１週間前までにお申し込みください。

ご連絡

□掲載している公演の日程・会場は変更することがあります。

ください

直前のチラシ等で確認の上、おでかけください。

��th

お申し込み・お問合せ

こどもステーション山口 事務局

TEL/FAX→ 083-925-1486

NPO法人設立

2022

e-mail→ co26station@yahoo.co.jp

https://kodomo-st.org

入会申込書はホームページからもダウンロードできます。

法人化２０周年記念
舞台鑑賞会

de

会員登録

■子どもと舞台を観るなら
《正会員》 月会費 2500 円（大人のみ）

金
入会要
不

子どもを登録できます

・子どもは０〜 18 歳まで
・自分の子どもでなくても OK
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月26日（木）〜29日（日）
市内地域交流センターほか

維新大晃アリーナ レクチャールーム

（維新百年記念公園内）

Witty Lookの
Lifeʼs a CIRCUS!!!!!

山口県教育会館ホール

いおり博士とこうじくんの

冬眠ピアノお目覚めコンサート

月30日（日）

月18日（木）

《地球ハーモニー》

ジャズピアニスト河野康弘のダイナミックの演奏、楽しい
おしゃべり、ピアノに触れる参加型コンサート。自然環境、
平和を考えていきましょう！
！

理科室パフォーマンスショー

《スタジオエッグス》

毎日ぼくたちの周りで、あたりまえのように起きている不
思議なこと。いおり博士とこうじくんと一緒に、そんな不
思議を考えてみよう。
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( 子どもの保護者が登録できない場合）

・子ども登録料：1 人 500 円 / 年間
( 保険料を含みます）

■おとなひとりの参加なら

月5日（土）

維新大晃アリーナ レクチャールーム

（維新百年記念公園内）

わたしとわたし、ぼくとぼく

《劇団 うりんこ》

《準会員》 月会費 1300 円
子どもの登録はできません

「自分とは違う人」
も大切に出来る世界を。
「人と違う自分はおかしいのでは？」誰でも一度は
悩み苦しみます。
体が違う、考え方が違う、感じ方が違う、肌の色が違
う。でも、本当は誰でも唯一無二。自分と人との違
いを楽しむ事も出来るはず！

18歳以上の方、家族で2人目のおとな などが対象
◎どなたでもいつからでも入会できます。6ヶ月以上の在籍が原則です。
会費は、
こどもステーション山口のさまざまな活動に使われます。

世界最高峰の一輪車テクニックの持ち主 DAIKI と、日本屈
指の女性アクロバットクラウン CHEEKY！が世界的にも類
をみない二人っきりのユニサイクリングサーカスを繰り広
げます。

※ 同じ時期に 幼児 と小学生 の公演がある場合は、
対象年令によ
ってどちらかを選んで参加してください。
高学年コース (小学高学年〜中･高校生、おとな）
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月28日（土）
山口市民会館

小ホール

河野康弘 ジャズピアノコンサート

4月

●こどもまつり2021

5月

6月

※年に2回の切り替え時に、変更が可能です。

低学年コース (乳幼児〜小学低学年)

入会！

舞台鑑賞会以外のイベント

舞台鑑賞会はおよその年齢別にふたつのコース に分
かれています。入会されるときにコースをお選びください。

コース
選択

《チィキィ＊パークゥ》

新型コロナウイルス感染症対策として、
ご来場の際は、
マスクの着用や手指消毒をお願いします。
詳しくはこどもステーション山口 HP をご確認ください。

もの
子ど費は
会 料！
無

《地球ハーモニー》

自然派ジャズピアニスト河野康弘によるコンサート。
世界平和や自然保護をテーマに、ダイナミックな演奏と
素朴な語りで音楽の楽しさ、素晴らしさを伝えます。

7月

4/29（木・祝）亀山公園ふれあい広場
◎各地区ブロックでは､クリスマス会などを随時開催
◎幼児クラブ モコナ 毎月1回開催
◎さまざまなワークショップや学習会・講演会も随時開催
◎いちにちプレーパーク 毎月１回開催

8月
●こどもキャンプ

12

山口市民会館 小ホール

トレテツクパレード

《人形劇団ココン》

人形の色んな部分が取れて別の人形の体に付く。
物と命の
間のゆらめきが、奇妙で美しく、可笑しな世界を作ります。
アコーディオンとトイ楽器の生演奏とともにお届けします。

9月

特別公演

10月

松元ヒロ ソロライブ2021

9/23（木・祝）山口市民会館 小ホール
赤れんが事業
8/11(水)〜29(日)

｢原田和明 展」
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月10日（金）

笑わせながら政治や社会を強烈に
風刺するスタンダップコメディ。
人の世の大切なことも涙と笑いを
誘いつつ伝えてくれる。

11月

赤れんが事業
10/14
（木）~16（土）
公共ホール音楽活性化支援事業
（おんかつ）

月23日（水・祝）

山口市民会館 小ホール

どんどこももんちゃん
/カミナリカレー

2022

1月

赤れんが事業
12/4
（土）

きます。
月28日（土）

山口市民会館 大ホール(予定)

ピアニカの魔術師

《サウンドポケット》

《人形劇団むすび座》

絵本で有名な「どんどこももんちゃん」
を人形劇化。
小さいけれどパワー全開なももんちゃん。
まっしぐらに進む姿を、軽快な音楽と共におおくりします。

12月
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｢チェンバロ コンサート」

ピアニカという楽器の常識をくつがえす、びっくりなパ
フォーマンス。2019 年の舞台鑑賞会以来「また聴きた
い」の要望が多数！待望の再来山です！

2月

入会するとこんないいことが…
・舞台鑑賞会などの会員入場券を配布。
みんなと鑑賞で

3月

●こどもステージ る･リ･フリー

3/27（日）山口県立図書館 レクチャールーム

・選んだコース以外の公演を観たい時、のりいれ券を購入
して入場することができます。 ※おとな･子ども同額
・学校や家庭ではできないさまざまな活動・体験ワークショ
ップ・講演会などに参加できます。
・子どももおとなも友だちの輪が広がります。
・広報紙など、子どもと文化・子育てに関する情報をお届け
します。
・正・準会員とも、
ご家族が一般券を購入される場合は10％
割引に。
・会員証を提示すると各種優待割引の機会があります。
・正会員には年度始めに招待券をプレゼント。
・新しい会員をお誘いいただくとのりいれ券をプレゼント。

■活動には参加できないけれど、応援してくださるのなら…
[賛助会員]

個人:１口

[ご 寄 付 ]

随時、受け付けています。

5000円/年

団体:１口 10000円/年

※3,000円以上の寄付をされた方は、確定申告により税金の控除が受けられます。

こどもステーション山口の活動いろいろ
子どもの文化は大人が保障しようと、
子どもの会費は無料です

観る

子どもたちがさまざまな体験とたくさんの人との出会いの中
で、ゆたかに成長できるように活動をサポートしています。
心ゆたかな子ども時代を過ごした子どもは、心ゆたかな社会
をめざします。
「わたしの子ども」だけではなく、｢わたしたち
の子ども」に視野を広げ、子どもの文化は大人が保障し、より
多くの子どもたちが活動に参加できることを願って、子ども
の会費は無料です。プロの舞台芸術鑑賞とさまざまな体験活
動をおとなと子ども、ともに楽しみましょう。

舞台作品に出会うことで、子どもたちはゆたか
な感性とイマジネーションをはぐくみます。

舞台鑑賞

遊ぶ

「子どもにゆとりを、遊びを、文化や芸術を！」
と謳っている、
この
国際条約の 31 条がこどもステーション山口のバックボーンで
す。子どもたちが想像力や創造力を育みながら、いちどきりの
｢子ども時代｣を心ゆたかに過ごせるよう、願っています。

こどもステーション山口
事務局 

OPEN 10:00~17:00（月曜〜金曜）

〒 753-0047
山口市道場門前2-4-20 国近ビル2F
Tel/Fax 083-925-1486

co26station@yahoo.co.jp
https://kodomo-st.org

学ぶ

ココ２Ｆ

メディア、芸術・文化、子育て、政治な
どについて、学びの場を提供してい
ます。

セブンイレブン

山口地方裁判所
山口BK
JR山口駅

さまざまなワークショップ

支える

「たちどまってかんがえてみよう メディア講座」

地区のなかまで、独自にたのしい活
動をしています。
この活動の魅力は子どもたちが年
齢幅ひろく仲良くなれること。いっ
ぽうで活動をサポートするおとなも
遊び心をうしなわず、いっしょに楽し
んでいます。

中高生グループ

中高生が集まって、様々なイベントを
企画し、年下の子どもたちをサポー
トしながら楽しんでいます。
思春期の子どもたちにとって、学校
を超えた仲間は貴重で、
グループそ
のものがとてもよい居場所になって
います。

幼児クラブや保育スタッフなど、
子育てをサポートしています。
未就園児の遊びのクラブ
『モコナ』

吉敷地区にて月１回開催。季節の遊びを
楽しんでいます。
どなたでも参加できます。

学習会・講演会

Ｐ

Ｐ

中高生グループ企画「あそびの会」

ダンス やドラマ、伝 統 芸 能 などの
ワークショップを行っています。

井筒屋

国近ビル
万徳寺

大殿ブロック会で萩へおでかけ

デイキャンプなど、中高生が企画・
実施しています。

体験ワークショップや学習会、講演会など
学びの場を提供しています。

米屋町商店街

どうもん 無印良品
パーキング
Ｐ

県道204

いちにちプレーパーク

「自分の責任で自由に遊ぶ」
をモット
ーに毎月１回開催。子どもたちが土
や水で遊んだり、基地を作ったりと
夢中になって遊んでいます。

こどもキャンプ
デイキャンプ

店街

ブロック（地区）活動

こどもまつり

随時、入会募集しています！

道場門前商

こどもステージ る・リ・フリー

子どもたちの手づくり品のお店など、
遊びのおまつりです。色水のつけあ
いっこ
「ひっちゃかめっちゃか」
も恒例
です。

こどもまつり

【事務局】

る・リ・フリー

こどもまつり、いちにちプレーパーク、地区活動、こどもキャンプ、中高生グループ、
たくさんの出会いの中で、自ら企画し、のびのびと遊び楽しんでいます。

□山口市のクリエイティブ･スペース赤れんが（文化施設）の指定
管理者として管理運営を行っています。

こどもステーション山口
は、グッドガバナンス認証
を取得しています。

こどもたちによる舞台創作
年齢のちがう地域のなかまと舞台の
上で表現発表。
準備から発表まですべてを子どもた
ちが中心になって行っています。

舞台鑑賞会「はなのき村」

□こどもステーション山口は 1974年、山口おやこ劇場（任意団体）
として発足してから今年で 47 年。2001 年 NPO 法人格を取得
するとともに現在の名称に改め、2013 年には認定ＮＰＯ法人と
して認定を受けました。
子どもからおとなまで 約 450人の仲間がいます。

県庁

さまざまな舞台をみた子どもたちが、自分たち
で創作・表現発表できる場をつくっています。

人 形 劇 や 舞 台 劇、古 典 芸 能、コン
サート、パフォーマンスなど、
プロの
“なまの舞台”に出会えます。
演出家や俳優との交流会や、関連し
たワークショップなども企画していま
す。

よりどころにしているのは
「子どもの権利条約」

認定 NPO 法人

創る

認定ＮＰＯ法人

保育スタッフ派遣
『アボカド・ベイビー』
幼児クラブ モコナ
「3月おひな寿司づくりと卒業式」

各種公演・講演会・学校行事などに託児
のスタッフを派遣しています。

2021.4

2021

2022.3 のごあんない

