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プロの俳優が演じるみじかいお芝居に、音や光、それに道具や劇場のいろ

んなしかけを自由にあやつって、みんなで「演出（えんしゅつ）」を考えよう！

‥‥どんなふうにお芝居を、おもしろくできるかな？！ それとも‥‥？！ 劇場
のプロとホンモノの大きな機材を使って、いっしょにやってみよう！

会場：サウスホール　定員：各回 10名

ナビゲーター：村上慎太郎（夕暮れ社  弱男ユニット）
出演：向井咲絵（夕暮れ社  弱男ユニット）、村山裕希
講師：ロームシアター京都の舞台技術チーム

舞台スタッフワークショップ

劇場のしかけ、音、光を
自由にあやつって
舞台を演出してみよう！

8/14 Sat.  15 Sun.

両日  ① 10:30–12:00　② 14:30–16:00
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美術館

京都市観業館
　  みやこめっせ

京都府立図書館

京都国立
近代美術館

バス停
企画製作：ロームシアター京都
主催：ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
　　　京都市
特別協賛：ローム株式会社
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
　　　独立行政法人日本芸術文化振興会
後援：京都市教育委員会　　協力：京都市動物園

ロームシアター京都
〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町 13
TEL.075-771-6051 (代表）075-746-3201（チケットカウンター）
FAX.075-746-3366
https://rohmtheatrekyoto.jp/
※営業・開館時間は状況により変更することがあります。
　最新情報はお問合せください。

• 京都市営地下鉄東西線「東山」駅下車 1番出口より徒歩約 10分
• 市バス32・46系統、京都岡崎ループ「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車すぐ
• 市バス5・100・110系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車徒歩約5分
• 市バス31・201・202・203・206系統「東山二条・岡崎公園口」下車徒歩約5分

0歳から入場可能なオーケストラコンサート。今年は、ロームシアター
京都と同じ、京都・岡崎エリアにある「京都市動物園」とのコラボレーショ

ンスペシャルです。動物園や動物をテーマに、京都の劇団「ヨーロッ

パ企画」のメンバーがちょっとおかしくて楽しいコンサートを演出します。

※２歳以下まではひざ上鑑賞可能。座席が必要な場合は
　チケットが必要になります。

関西のドラァグクイーンを中心としたユニット “Peek a Queen”と、クラ
ブパーティーをメインにユニークな活動を展開するDIAMONDS ARE 
FOREVER” のタッグによる上映会付きのライヴパフォーマンス。プログラム
Aでは、2020年コロナ禍の中で制作された初の配信版「DIAMONDS 
SHOW Ⅰ&Ⅱ」の記録動画を上映。プログラムBでは、DIAMONDS ARE 
FOREVERのレジデンツキャストによる絵本の読み聞かせショーをお届けし
ます。エロスとアガペを自由自在に支配する大人に育てるための、こどもたち

に向けてのスペシャルプログラムです。乞うご期待！！

1957年からロームシアター京都恒例の落語会として長く親しまれてきた
「市民寄席」が、こども向け特別企画としてプレイ！シアターにやってき

ます！ 上方落語についてのたのしい講座と、こどもたち向けの落語を二
演目。どんな落語かは当日までのお楽しみ。落語をみたことがないこど

もたちも大歓迎の入門教室です。

マイムをベースとした、大人もこどもも楽しめる演劇作品をお届け

します。昔のスペインのおはなし『ドン・キホーテ』をもとにした、

ふじぎな美術とからだを使ったパフォーマンスです。騎士道に熱中

するあまり自分を伝説の騎士だと思い込んだ男ドン・キホーテが、

痩せこけたロバのロシナンテと従者サンチョ・パンサを引き連れた

旅の物語。

上演時間：約60分 　会場：メインホール

上演時間：約 50分 　
会場：メインホール（舞台上客席）

指揮：垣内悠希　オーケストラ：京都市交響楽団 
演出・脚本・出演：永野宗典・大歳倫弘（ヨーロッパ企画）ほか

曲目
ロッシーニ：歌劇《ウィリアム・テル》序曲より
マスカーニ：歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》より「間奏曲」
ムソルグスキー：組曲《展覧会の絵》より「プロムナード」
チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》より「こんぺい糖の踊り」
J.S. バッハ：G線上のアリア　　ほか

寄席番組
・「たのしい上方落語入門講座」①の部：露の  眞／②の部：笑福亭  生寿
・「らくご  その１」①の部：笑福亭  生寿／②の部：露の  眞
・「らくご  その２」①②の部：桂  ちょうば

出演：

［ドラァグクイーン］シモーヌ深雪、フランソワ・アルデンテ、そよ風さん、

アフリーダ・オー・ブラート、ショコラ・ド・ショコラ、イリザ  ローション 
［ピアノ演奏］kor　［サウンドクリエイション］DJ LaLa

構成・演出：シモーヌ深雪

企画・制作：Peek a Queen Project
マネジメント協力：一般社団法人地域共生社会創造ラボ

協力：DIAMONDS ARE FOREVER

※会場内はとても暗く、大きな音が流れ照明が激しく点滅いたします。ご注意ください。

わくわくワークショップ＆マルシェ
こども向けのワークショップやマルシェのブース出店。

会場：プロムナード、サウスホールホワイエなど

共催：京都岡崎  蔦屋書店
各店舗企画：京都芸術大学（アートプロデュース学科・こども芸術学科）

ノーブスミー、poppik_japan、KIYONOE-キヨノエ-、たけうちちひろ

　　  プレイ！シアターが
　　  京都市動物園に出張します！
今年はロームシアター京都を飛び出して京都市動物園でも

パフォーマンスをおこないます。

8/14 Sat.  15 Sun.  両日 18:00–18:40

会場：京都市動物園  芝生広場（雨天時：レクチャールーム）

出演：14日（土）糸あやつり人形劇団みのむし
　　　15日（日）京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル
この 2日間は動物園の夜間開園日です。
（19:30まで入園可／ 20:00閉園）
＊動物園の園内への入場料が別途必要になります。

原作：ミゲル・デ・セルバンテス　演出：小野寺修二　
美術：石黒猛　出演：カンパニーデラシネラ

※3歳以下まではひざ上鑑賞可能。座席が
　必要な場合はチケットが必要になります。
　事前にチケットを予約・引取の上、
　ご来場ください。

どうぶつマスクプロジェクト
ペンやクレヨンを使って、動物の顔を自由にマスクに

描いてみよう！

会場：プロムナード南側

協力：嵯峨美術大学・短期大学

障がい児を育てる親たちによる写真展

しあわせのかたち
会場：パークプラザ 3階共通ロビー
主催：トコトコの会京都                     

ケータイやデジタルカメラがあれば参加できる劇場

探検企画。楽譜を飛び出した音符のドレミたちを劇

場の裏側や隠れたスポットまで探しにいこう！ 全ての
音符の撮影に成功したらミッションクリア。素敵なプ

レゼントをもらえちゃうかも？

企画アドバイザー：山城大督

脚本・構成・美術プラン：

渡辺たくみ（nidone.works）

Information

Time table

Ticket information

Access

Program

チケット予約・事前申込について

お問合せ
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イベント名・会場 開催日時 席種・料金 対象年齢・年齢制限 チケット発売・申込受付開始日 申込方法・チケット取扱

チケット取扱

オンラインチケット

または

電話予約、窓口

下記をご覧ください。

オンラインチケット

または

電話予約、窓口

下記をご覧ください。

ロームシアター京都
WEBサイト内
募集ページ

8/14（Sat.）

① 1 1 : 00開演
② 14:00開演

@メインホール

@サウスホール

@ノースホール

@ノースホール

@プロムナード

@メインホール（舞台上客席）

8/15（Sun.）

① 10:00開演
② 13:00開演

全席自由
小学生 1–3年生：無料（要チケット）
保護者、小学4年生以上：800円
※無料のチケットにもコンビニエンスストアでの
　チケット引取・配送には、手数料がかかります。

小学 1–3年生
未就学児入場不可（託児あり）
※小学生 1–3年生は入場無料の公演ですが、
　チケットが必要になります。
※保護者の方、小学4年生以上の方も
　ご入場いただけます。
※事前にチケットを予約・引取の上、ご来場ください。
※託児は要事前申込。
　詳細は劇場WEBサイトをご確認ください。

小学 1–6年生
未就学児および中学生以上参加不可
※同伴者としての見学は可能

3歳–小学生

1名につき1,000円
（当日受付精算）

全席自由
無料

ブースにより異なります

8/14（Sat.）

8/15（Sun.）

両日
① 10:30–12:00
② 14:30–16:00

8/14（Sat.）

8/15（Sun.）

8/14（Sat.）

15 : 15開演

8/15（Sun.）

11:00開演

※時間はブースにより
　異なります

全席指定
未就学児：無料
（座席が必要な場合は要チケット）

小学生以上：800円
※無料のチケットにもコンビニエンスストアでの
　チケット引取・配送には、手数料がかかります。

0–5歳、年齢制限なし
※２歳以下ひざ上鑑賞可能。
　座席が必要な場合はチケットが必要になります。
※３歳以上のお子様はひざ上不可のため、
　チケットをご用意ください。
※事前にチケットを予約・引取の上、ご来場ください。

6/19（Sat.）

10:00–

7/1（Thu.）

10:00–

7/1（Thu.）

10:00–
先着順。
各回定員に達し次第〆切。

7/1（Thu.）

10:00–
先着順。
各回定員に達し次第〆切。

事前申込・抽選制
申込期間：
7/1（Thu.） –31（Sat .）

各回定員に達し抽選となった
場合、 18歳以下の方を含む
申込を優先します。

10:00

1 1 :00

12:00

13:00

14:00

15:00

10:00

1 1 :00

12:00

13:00

14:00

15:00

映像上映
ようこそダイアモンドナイトへ

映像上映
ようこそダイアモンドナイトへ

ドラァグクイーンによる
絵本の読み聞かせショー

ドラァグクイーンによる
絵本の読み聞かせショー

メインホール サウスホール ノースホール
ダイアモンドの館

プロムナードほか

8/14
Sat.

Sun.
8/15

京都市交響楽団
0歳からの夏休みコンサート
～京都市動物園
　　コラボレーションスペシャル～

こども市民寄席  

　～小学生のためのらくご教室～

【舞台スタッフワークショップ】

劇場のしかけ、
音、光を自由にあやつって、
舞台を演出してみよう！

ダイアモンドの館　
HOUSE OF DIAMOND

B：Peek a Queen 
　　 -For Children’s Curiosity-
ドラァグクイーンによる絵本の読み聞かせショー

わくわくワークショップ

　　　　　　　＆マルシェ

楽しいこども向けの舞台作品の上演を行います。

• わくわくワークショップ
　＆マルシェ

• ナイス・カメラ・
　ミッション！

•どうぶつマスク
　プロジェクト

•しあわせのかたち

ほか

• わくわくワークショップ
　＆マルシェ

• ナイス・カメラ・
　ミッション！

•どうぶつマスク
　プロジェクト

•しあわせのかたち

ほか

京都市交響楽団
　0歳からの夏休みコンサート
　　　　 ～京都市動物園コラボレーションスペシャル～

こども市民寄席  
　　～小学生のためのらくご教室～

ダイアモンドの館　
HOUSE OF DIAMOND

 ドレミをさがす劇場探検

『ナイス・カメラ・ミッション！』

プログラム

A  映像上映「ようこそダイアモンドナイトへ」（入退場自由）
B  Peek a Queen  -For Children’ s Curiosity-
　  ドラァグクイーンによる絵本の読み聞かせショー
　　
プログラムB上演時間： 60分　会場：ノースホール

カンパニーデラシネラ『ドン・キホーテ』
こども古典名作劇

会場：ノースホール　上演時間：約60分

8/14 Sat.

8/15 Sun.

①10:00開演（9:40開場）　
②13 :00開演（12:40開場）

8/28 Sat. 14:00開演

8/29 Sun. 1 1 : 00開演

8/14 Sat.

A：10:00–14:00
       （入退場自由）

B：15:15開演
      （受付 14:00、開場 14:35)

8/15 Sun.

B：11:00開演
      （受付 10:00、開場 10:20）

A：12:30–16:00
      （入退場自由）

8/14 Sat.  15 Sun.

両日 10:00–16:00　会場：劇場各所

舞台スタッフワークショップ①

舞台スタッフワークショップ②

劇場開放
※ご自由にお入りいただけます。

劇場開放
※ご自由にお入りいただけます。

舞台スタッフワークショップ①

舞台スタッフワークショップ②

京都市交響楽団
0歳からの夏休みコンサート

京都市交響楽団
0歳からの夏休みコンサート

対象年齢：4歳–小学 3年生
年齢制限なし
※3歳以下も入場可能ですが、
　予約が必要になります。

ス
テ
ー
ジ
プ
ロ
グ
ラ
ム

プログラム 開催日時 席種・料金 対象年齢・年齢制限 チケット発売日

カンパニーデラシネラ

こども古典名作劇
「ドン・キホーテ」

8/28（Sat.）

1 4 : 00開演

8/29（Sun.）

1 1 : 00開演

全席自由
おとな：2,500円
こども（4歳以上 18歳以下）：1 ,000円
3歳以下：無料

おとな＋こどもペア：3,000円
※無料のチケットにもコンビニエンスストアでの
　チケット引取・配送には、手数料がかかります。

対象年齢：4歳以上推奨
年齢制限なし
※3歳以下ひざ上鑑賞可能。座席が必要な場合は
　チケットが必要になります。

7/16（Fri.）

10:00–

会員先行販売：

7/9（Fri.）

■京都コンサートホール　チケットカウンター

TEL.075-711-3231
（窓口・電話とも 10:00–17:00 ／第 1・3月曜日休館　※休日の場合は翌日）

■ロームシアター京都　チケットカウンター

TEL.075-746-3201　（窓口・電話とも 10:00–19:00 ／年中無休　※臨時休館日を除く）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため短縮営業する場合あり

①1 1 : 00開演（10:15開場）　
②14:00開演（13:15開場）

※託児あり、要事前申込。
　詳細はロームシアター京都WEBサイトをご覧ください。

※抽選申込受付期間：7/1（Thu.）–31（Sat.）
各回定員に達し抽選となった場合、18歳以下の方を含む申込を優先します。

8/14 Sat.  15 Sun.  

両日 10:00–16:00

※有料プログラムのチケット購入後に新型コロナウイルス感染予防の観点から観劇を取りやめる場合は、事前にお申し出ください。代金の払い戻しをいたします。払い戻しに関するお問い合わせは、TEL.075-771-6051まで。
※ご来場前に、ロームシアター京都ウェブサイトにて「ロームシアター京都主催事業公演実施時のご来場に際して」（新型コロナウイルス感染予防の対策について）を必ずご確認ください。

プレイ！ シアター 
in Summer 2021　
特設サイト（6月末オープン予定）

8/28Sat. 29Sun.
カンパニーデラシネラ『ドン・キホーテ』

毎年恒例の大好評イベント、
今年はロームシアター京都でリアル開催！

0歳から楽しめるオーケストラのコンサート、
小学生低学年向けの寄席（落語）、
ドラァグクイーンの読み聞かせ、
ワークショップやマルシェ、劇場探検などなど…
“気軽に遊べる劇場” として、こどもから大人まで
劇場を満喫できるもりだくさんの 2日間。
みんなでロームシアター京都に遊びにきてね！

さい

き がる あそ げきじょう

あそ

げきじょう まんきつ か  かん

おとな

よ

げきじょうたんけん

き

たの

しょうがくせいていがくねん  む よ せ らくご

ま い とし こ う れ い だ いこうひょう

こ と し か い さ い

撮影：山地憲太

1 1 :00
12:00

1 1 :00
12:00

10:30
12:00

12:30
13:30 10:00

14:00

15 :15
16:15

14 :30
16:00

10:30
12:00

12:30
13:30

14 :30
16:00

12 :30
16:00

14:00
15:00

10:00
10:50

13:00
13:50

オンラインチケット・電話・窓口でのご予約はこちらから
■オンラインチケット
24時間購入可　※要事前登録（無料）
https://www.e-get.jp/kyoto/pt/

要申込
（先着順）

要申込
（先着順）

Bプログラム

要申込
事前抽選制

未就学児

無料
対象年齢 0 – 5歳
年齢制限なし

小学
1～3年生

無料
対象年齢 小学1–3年生
未就学児入場不可※

有料
対象年齢 小学1– 6年生

未就学児および中学生以上参加不可
※同伴者としての見学は可能

対象年齢 
3歳以上

無料

年齢制限なし

年齢制限
なし

対象年齢 
3歳以上
年齢制限なし

無料

対象年齢 
3歳以上
ブースによる

有料
一部無料

無料

申込
不要

無料 対象年齢 4歳–小学3年生
年齢制限なし

対象年齢 
4歳以上
年齢制限なし

有料

2F

1F

申込
不要

申込
不要

申込
不要

劇場だけでなく、
お家でもコンサートが楽しめます♪
配信サイト
クラシック専門ストリーミングサービス
カーテンコール内「Style KYOTO」
https://curtaincall.media/

配信期間
8/28（sat.）–9/26（sun.）（予定）
視聴無料

（アーカイブ映像）

要チケット

要チケット

要チケット

こども市民寄席

こども市民寄席

（座席が必要な場合は
  　　　　　要チケット）

※8/8（Sun.）開催を予定しておりました『快傑ゾロ』アルファ人形劇場 fromチェコ共和国は中止となりました。

＊


