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今年の夏休みも、劇場で遊びつくそう！  

プレイ！シアター in Summer 2022 

毎年恒例の大好評イベントを今年は 6 日間にパワーアップし、  

オープンウィークと銘打って開催します。  

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）、  

音楽とダンスを楽しむ、こどもためのクラブ＆ドラァグクイーンの絵本読み聞かせ、  

ワークショップ、シールラリーなどなど…  

ステージプログラムでは海外から 2 つの舞台作品を招聘します。  

“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 週間。  

みんなでロームシアター京都にいってみよう！  

 

8/13（土）～18（木）オープンウィーク＠ロームシアター京都  全館  

8/4（木）～ 6（土）ステージプログラム「タッチ  ～ふれる、あそぶ、おどる～」 from イングランド  

8/7（日）ステージプログラム「快傑ゾロ」アルファ劇場  from チェコ共和国  ＜全編日本語上演＞  

詳細・申込・最新情報は「プレイ！シアター  in Summer 2022」特設 WEB サイトへ☟  

https://rohmtheatrekyoto.jp /lp /playtheatre2022 

 
 

 

2022（令和 4）年 6 月 24 日  報道発表資料  

［本 リリース発信元］  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）  

 

広報担当：松本、長野       

 

[本リリースに関するお問合せ先 ]  

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）  広報担当：松本、山形  

電話： 075-771-6051（ 9： 00～ 17： 00）  FAX:075-746-3366 E-mai l :press@rohmtheatrekyoto. jp 

https://rohmtheatrekyoto.jp/lp/playtheatre2022
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■企画趣旨  

ロームシアター京都の毎年恒例の夏休みイベント「プレイ！シアター」を今年も開催しま

す。コロナ禍以前は１万人を超える子どもたちとその家族や仲間がロームシアター京都に

集まる、大人気のイベントです。コロナ禍を経て夏休みのお出かけのムードも回復傾向の

なか、劇場にふたたび子どもたちが集まり、遊ぶ姿が戻ってきます！  

なお今年はこれまで 2 日間だった全館の催しを 6 日間開催し、期間中にさまざまな企画を

連続してお楽しみいただけます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の「プレイ！シアター  in Summer」のようす  撮影：山地憲太  

 

■プログラム（★要申込・チケット購入  ☆申込不要）  

8/13（土）～18（木）オープンウィーク  

★こども市民寄席  ～小学生のためのらくご教室～（13 日）  

★京都市交響楽団  0 歳からの夏休みコンサート～オーケストラと絵本の世界～（14 日） 

☆げきじょうクルーズトレイン（14 日）  

★A Club Party Institute in KYOTO～京都のクラブパーティーを体験しよう～（13・ 14 日）  

☆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』（13・14 日）  

★楽器体験コーナー（14 日）  

★☆わくわくワークショップ＆マルシェ（13～17 日※ 16 日お 休み）  

☆合体彫人 (がったいちょうじん )シールラリー（13～18 日）  

★【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！（17・18 日）  

☆【メインホール自由見学＆ミニツアー】メインホールを体験しよう（17・18 日）  

 

8/4（木）～7（日）ステージプログラム  

★「タッチ  ～ふれる、あそぶ、おどる～」 from イングランド（4～6 日）  

★「快傑ゾロ」アルファ劇場  from チェコ共和国  ＜全編日本語上演＞（7 日）  
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■プログラム詳細  

8/13（土）～18（木）オープンウィーク  

 

★こども市民寄席  ～小学生のためのらくご教室～  対象年齢：小学 1～3 年生  

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、昨年に続きこども向け特別企

画に変身！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。  

日時：13 日（土）  

①11:00 開演  ②13:30 開演  

上演時間：約 50 分  

会場：サウスホール  

 

番組：  

・「たのしい上方落語入門講座」  ①の部：桂  三語  ②の部：林家  愛染  

・「らくご  その 1」  ①の部：林家  愛染  ②の部：桂  三語   

・「らくご  その 2」  ①②の部：露の  団姫  

料金：全席自由／小学 1～3 年生：300 円、小学 4 年生以上：800 円【チケット発売中】  

※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。  

 

 

★京都市交響楽団  0 歳からの夏休みコンサート～オーケストラと絵本の世界～  対象年齢：0 歳～  

毎年恒例の 0 歳から参加可能な、京都市交響楽団

によるオーケストラコンサート。今年は、絵本と

オーケストラのコラボレーションです。  

人気絵本作家の谷口智則をゲストに迎え、絵本と

音楽の組み合わせのほか、ライブペインティング

もお楽しみいただけます♪  

日時：14 日（日）①11:00 開演  ②14:00 開演  

会場：メインホール  

上演時間：約 60 分  

指揮：石﨑真弥奈  オーケストラ：京都市交響楽団  ライブペインティング：谷口智則（絵

本作家）  司会：田添菜穂子  

料金：全席指定／未就学児：無料、小学生以上：800 円【チケット発売中】  

※２歳以下まではひざ上鑑賞可能。座席が必要な場合は事前にチケットを購入ください。  

 

https://rohmtheatrekyoto.jp/event/93859/
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プログラム：  

オーケストラの楽器紹介  

ドビュッシー（カプレ編）：ゴリウォーグ  のケークウォーク  

L.モーツァルト：おもちゃの交響曲  

ハーライン（岩本渡編曲）：星に願いを        ほか  

 

◎劇場だけでなく、おうちでもコンサートが楽しめます♪（アーカイブ映像配信）  

クラシック専門ストリーミング配信サービス  カーテンコール内「Style KYOTO」で後日

コンサートの様子を配信します。  

配信期間：8 月 28 日（日）～9 月 25 日（日）  

視聴無料  

https://curtaincall.media/ 

 

☆げきじょうクルーズトレイン  対象年齢：乳幼児～おとな  

コンシェルジュと一緒に、途中下車、途中乗車ＯＫのパ

フォーマンスと映画の旅にでかけよう。いろんなアート

に出会えるよ！  

日時：14 日（日）  

①10:15～11:50／②13:15～14:45 

会場：サウスホール  

料金：全席自由／無料【申込不要】  

 

上演・上映作品：  

・いいむろなおきマイム・バラエティショー！  

・京都国際子ども映画祭  

映画「ぼくらのミライ映画館」（2019 年  | 日本  | 15 分）※子どもスタッフ制作作品  

映画  作品調整中（第 28 回京都国際子ども映画祭  上映作品）  ※映画吹替ワークショッ

プ参加者による生吹替  

・ジャグラーみぞんのジャグリングショー  

・人形劇団ココン「チュータとクッキー」  

コンシェルジュ：ボブ・マーサム（THE ROB CARLTON）  

※各回のスケジュールは特設ＷＥＢサイトをご確認ください。  

 

協力：NPO 法人キンダーフィルムフェスト・きょうと  

 

 

 

https://curtaincall.media/
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★A Club Party Institute in KYOTO～京都のクラブパーティーを体験しよう～  

対象年齢：4 歳～小学 3 年生  

京都が誇るクラブ・Club METRO 監修による本格クラブカルチャーを体験できる  “キッズ

メトロ”と、昨年に続き登場のドラァグクイーンによる絵本の読み聞かせショーの豪華 2

本立てプログラム。  

 

A プログラム：Club METRO プロデュース“KIDS METRO / キッズメトロ”  

世界にもその名を知られる Club METRO 全面プロデュースによるこども

のためのクラブ空間が登場！NHK「いないいないばぁ！」の音楽を制作す

る HALFBY と CLUB80's crew による 80 ’s ミュージックで、思わず踊りた

くなる音楽とクラブカルチャーを体験できる、大人も本気の“Club”です。 

 

B プログラム：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  

ドラァグクイーンのパーティー「DIAMONDS ARE FOREVER」キャ

ストたちによる、歌とダンスと絵本読み聞かせによるスーパーバラエ

ティパフォーマンス !!ちょっぴり怖くて、ちょっぴり恐ろしい、バー

ジョンアップした Peek a Queen に乞うご期待 !! 

 

日時：13 日 (土 ) 、14 日（日）両日  

A：10:00～13:00（入退場自由）／B：14:30 開演（受付開始 13:45、開場 14:00) 

B プログラム上演時間：  60 分  

会場：ノースホール  

料金：無料  

A プログラム：申込不要  

B プログラム：要申込（先着順）・定員各回 100 名

程度【7/1（金）WEＢサイトにて申込受付開始】  

出演：  

A プログラム：  

［DJ］HALFBY, CLUB80's crew ［VJ］Ryoma Matsumoto 企画：Club METRO 

B プログラム：  

［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 ［パーカッション］チーチョ西野  ［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 
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★楽器体験コーナー  対象年齢：4 歳～中学生  

ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器を中心に、いくつかの

楽器に実際に触れて体験することができます。  

日時：  14 日（日）①10:00～  ②10:30～  ③11:00～  ④

11:30～  ⑤13:00～  ⑥13:30～  ⑦14:00～  ⑧14:30～  

会場：パークプラザ 3 階共通ロビー  

料金：無料・要申込（先着順）・定員各回 10 名程度   

【7/1（金）WEＢサイトにて申込受付開始】  

※同伴者の見学は可能です。  楽器協力：株式会社十字屋  

 

★☆わくわくワークショップ＆マルシェ  対象年齢：ブースにより異なる  

こども向けのワークショップやマルシェのブース出店。  

日時：13 日（土）～17 日（水）※ 16 日（火）はお休みです。  

各日 10:00～15:00 

会場：プロムナード、サウスホールホワイエ、パークプラ

ザ 1 階・3 階共通ロビー  

料金・申込方法：ブースにより異なる  

【7/1（金）WEＢサイトにて申込受付開始】  

出店：縁起物クリエイター  タカノアキ、KIYONOE、Ha10、POPPIK、ヨシリツ、はがせ

い、京都芸術大学  アートプロデュース学科「ARTZONE」、京都芸術大学  こども芸術学科、

京都市立芸術大学  美術科（彫刻専攻）小山田ゼミ  共催：京都岡崎  蔦屋書店  

 

☆合体彫人 (がったいちょうじん )シールラリー  対象年齢：3 歳以上  

大きなヒーロー像がバラバラになっちゃった ?！劇場の

いろんなところにあるヒーロー「アガルマン」のからだ

のパーツを見つけて、つなげて、合体させよう！  

ヒーロー像の「アガルマン」は京都の新進気鋭の美術家・

米村優人の彫刻作品です。  

 

日時：13 日（土）～18 日（木）全日 10:00～15:00 

会場：劇場各所  料金：無料【申込不要】  

美術：米村優人  空間ディレクション：UMMM 

 

☆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』  

日時：13 日（土）、14 日（日）  両日 10:00～15:00 

会場：パークプラザ 3 階共通ロビー  料金：無料【申込不要】  主催：トコトコの会京都  

©米村優人  
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★【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！  対象年齢：小学 1～6 年生  

昨年はじめて開催し、大好評を博したワークショップをふ

たたび開催します。  

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！  

日時：17 日（水）、18 日（木）両日   

①10:30～12:00 ②14:30～16:00 

会場：サウスホール  

料金：1 名につき 1,000 円（当日受付精算）  

要申込（先着順）・定員各回 12 名  

【7/1（金）WEＢサイトにて申込受付開始】  

※同伴者の見学は可能です。  

ナビゲーター：村上慎太郎（夕暮れ社  弱男ユニット）  

出演：稲森明日香・向井咲絵（ともに、夕暮れ社  弱男ユニット）  

講師：ロームシアター京都の舞台技術チーム  

     昨年開催時のレポート記事「舞台スタッフの仕事を通じて学ぶ「演出」の魅力」  

文：古橋果林（ 2021 年度リサーチプログラムリサーチャー）  こちら（WEB マガジン掲載）  

 

☆【メインホール自由見学＆ミニツアー】メインホールを体験しよう  対象年齢：3 歳以上  

ロームシアター京都のいちばん大きいホールを自由に探

検しよう！1 時間おき（毎時 30 分開始）に、劇場スタ

ッフによるミニツアーも開催。劇場スタッフによるミニ

ツアーでは、舞台上で出演者なりきりパフォーマンスの

体験コーナーも登場します。  

 

日程：17 日（水）、18 日（木）両日 10:00～15:00 

ミニツアー  両日①10:30～  ②11:30～  ③12:30～  ④13:30～  ⑤14:30～  

会場：メインホール  ミニツアー定員：各回こども 10 名＋保護者  

料金：無料・見学は申込不要／ミニツアーは要申込 (先着順 )【当日受付】  

 

https://rohmtheatrekyoto.jp/archives/report_playstaffws/
https://rohmtheatrekyoto.jp/archives/report_playstaffws/
https://rohmtheatrekyoto.jp/archives/report_playstaffws/
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8/4（木）～7（日）ステージプログラム  

★「タッチ  ～ふれる、あそぶ、おどる～」  from イングランド  

 

 

 

 

 

 

 

写真すべて©ZoeManders 

 

小さなこどもたちのためのダンスパフォーマンス。DJ による特別な音楽に合わせて、ダン

サーとこどもたちがハイタッチやハグ、ダンスをして楽しみます。  

イングランドを拠点に活動する 2nd Hand Dance が世界中でツアーをしている本公演は、

ダンスを通してこどもとおとなが共感し、遊び、探索的な動きを楽しみ、世代を超えてつ

ながります。  

 

日時：4 日（木）～6 日（土）  

①10:00 開演：静かで優しいバージョン／歩きはじめる前のこどもたち  

【乳児（1 カ月～およそ 18 カ月まで）対象公演】  

②13:00 開演：元気で楽しいバージョン／歩くこと・動くことが大好きなこどもたち  

【幼児（およそ 1 歳～3 歳）対象公演】  

上演時間：約 45 分  

会場：ノースホール  

料金：全席自由／こども 300 円、おとな 1,000 円【チケット発売中】  

 

出演：2nd Hand Dance  

 

【こどもたちの安全のために】  

本公演ではダンサーがハイタッチやハグ、ダンスをしますが、参加者は一緒にダンスをすることもでき

るし、触れずに観て楽しむことも可能です。ダンサーと DJ は公演実施前に検査を受け、上演前にはス

ペース・座席を消毒する等の十分な対策を講じて公演を実施いたします。  

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、公益財団法人全国公立文化施設協会  

協力：国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ（りっかりっか＊フェスタ）  

『公文協アートキャラバン事業  劇場へ行こう２』参加事業  

文化庁  統括団体によるアートキャラバン事業（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）  
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★「快傑ゾロ」アルファ劇場  from チェコ共和国  ＜全編日本語上演＞  

 

ユネスコ無形文化遺産にも登録されているチェコ人形劇。中でも今、最も歴史ある人形劇

団「アルファ劇場」が来日します。現代チェコ人形劇最高の演出家であるトマーシュ・ド

ヴォジャーク監督の最新作「快傑ゾロ」は、世界的に著名なメキシコのゾロ伝説を、人形

劇ならではのリズミカルなテンポとスピーディーな展開で、ユーモアと風刺たっぷりに描

いた作品です。チェコの古典的なマリオネットを用い、マリアッチ（メキシコ民俗音楽楽

団）形式の楽師による陽気な生演奏が物語を盛り上げ、迫力ある舞台美術が劇場空間をゾ

ロの世界に導きます。ことばに頼らずとも『快傑ゾロ』の魅力あふれるストーリーがしっ

かり伝わり、こどもたちの夏休みを豊かに彩ります。  

※ 2020 年 8 月、 2021 年 8 月に予定していた公演の延期開催です  

 

日時：7 日（日）①11:00 開演  ②15:00 開演  

会場：ノースホール  

上演時間：各 60 分  

 

料金：全席自由／おとな 2,500 円、こども (3 歳～18 歳）1,000 円、こども＋おとなペ

ア 3,000 円【チケット発売中】  

 

演出：トマーシュ・ドヴォジャーク  美術：イヴァン・ネスヴェダ  音楽：ヴラティスラ

フ・シュラーメク  出演：アルファ劇場  

 

助成：チェコ共和国文化省  

後援：駐日チェコ共和国大使館、チェコセンター東京、 NPO 法人日本ウニマ  

協力：プーク人形劇場  

 

     関連コラム「チェコの人形劇に学ぶこと」文：菊地浩平  こちら（WEB マガジン掲載） 

https://rohmtheatrekyoto.jp/archives/report_playstaffws/
https://rohmtheatrekyoto.jp/archives/report_playstaffws/
https://rohmtheatrekyoto.jp/archives/report_playstaffws/
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それぞれの参加アーティストのプロフィールほか詳細は「プレイ！シアター  in Summer 

2022」特設 WEB サイトをご覧ください。  

   https://rohmtheatrekyoto.jp /lp /playtheatre2022 

 

■公演概要  

プレイ！シアター  in Summer 2022 

オープンウィーク  

日時：2022 年 8 月 13 日（土）～18 日（木）全日 10:00～15:00 

会場：ロームシアター京都  全館  

ステージプログラム  

「タッチ  ～ふれる、あそぶ、おどる～」 from イングランド  

日程：2022 年 8 月 4 日（木）～6 日（土）  

会場：ロームシアター京都  ノースホール  

「快傑ゾロ」アルファ劇場  from チェコ共和国  ＜全編日本語上演＞  

日程：2022 年 8 月 7 日（土）  

会場：ロームシアター京都  ノースホール  

 

■お問合せ  

ロームシアター京都  TEL.075-771-6051(代表）075-746-3201（チケットカウンター） 

 

■新型コロナウイルス感染症対策  

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。  

 

■チケット取扱  

＜対象公演＞  

・こども市民寄席  ～小学生のためのらくご教室～（ 13 日）  

・京都市交響楽団  0 歳からの夏休みコンサート～オーケストラと絵本の世界～（ 14 日）  

・「タッチ  ～ふれる、あそぶ、おどる～」 from イングランド（4 日～6 日）  

・「快傑ゾロ」アルファ劇場  from チェコ共和国  ＜全編日本語上演＞（ 7 日）  

■オンラインチケット２４時間購入可※要事前登録（無料）  https://www.s2.e-get . jp /kyoto /pt /  

■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  

■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）  

そのほかの事前申込が必要な企画は 7/1（金）10:00～ロームシアター京都 WEB サイト

「参加者・出演者募集」よりお申込ください  https://rohmtheatrekyoto.jp /join/ 

https://rohmtheatrekyoto.jp/lp/playtheatre2022
https://rohmtheatrekyoto.jp/covid-19/
https://rohmtheatrekyoto.jp/covid-19/
https://rohmtheatrekyoto.jp/join/


 

11 

 

 

■クレジット  

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、公益社団法人京都市私立幼稚園協会、公益社団法人京都市保育園連盟  

協力：株式会社コングレ  


