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ようこそ！ベイビー＆こどもシアター
2021年 3月20日（土）
・21日（日）
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赤ちゃんと子どもと大人のシアター体験
イベント名

ようこそ！ベイビー＆こどもシアター

日時

2021年3月20日（土）
・21日（日）10:00〜20:30 ※プログラムごとに異なる

会場

金沢21世紀美術館シアター21、ご自宅（オンライン参加）※プログラムごとに異なる

料金

無料〜1,500円

演目

1. ライオネルのスコットランド・キッチン/Lionelʼs Scottish Kitchen
2. おうちdeベイビーシアター『Whatʼs Heaven Like？』
3. 大人のための初めてのベイビーシアター講座

主催

金沢21世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］

お問合せ

金沢21世紀美術館 交流課 Tel 076-220-2811（火〜日10:00〜18:00）
Email event_k@kanazawa21.jp

本資料に関するお問合せ

※プログラム・参加方法により異なる

金沢21世紀美術館
〒920-8509

広報担当：齊藤、石川、落合

金沢市広坂1-2-1

TEL 076-220-2814

FAX 076-220-2802

https://www.kanazawa21.jp

事業担当：黒田、木村、森

E-mail: press@kanazawa21.jp
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概要

0 歳児から小学生を主な対象とし、子どもと大人が一緒に楽しめる参加型のシアター体験をお届
けします。「ライオネルのスコットランド・キッチン」では英国スコットランドの首都エジンバラと
金沢 21 世紀美術館シアター21 をオンラインでつなぎ、肉しか食べないライオネルと肉だけは食
べないスージーと日本語英語まぜこぜでお話ししたり、それぞれの街の食べ物について学べたり、
動物のお面作りが体験できたり。楽しくためになる1 時間です。
当館で初めて開催するベイビーシアター「おうち de ベイビーシアター『 What ʼ s Heaven Like ？』
（オンライン開催）では赤ちゃんの感覚を通して世界の美しさに出会う時間を過ごします。私たち
はどこから来てどこへ行くのだろう？進行役の語りに合わせ、ご自宅でお子さんと一緒にちょっと
不思議な旅に出かけます。
ベイビーシアターの概略、国内外作品の紹介、赤ちゃんの発達から見るベイビーシアターについ
てのレクチャー「大人のための初めてのベイビーシアター講座」もオンラインで開催します。

プログラム

ライオネルのスコットランド・キッチン/ Lionelʼs Scottish Kitchen
イリグチマモル

英国スコットランドの首都エジンバラから、ライ
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オンのライオネルと、生まれも育ちもスコットラ
ンドの人間スージーの名物コンビがお届けするオ
ンラインでライブな楽しい 1 時間！動物のお面づ
くりが体験できたり、日本語英語まぜこぜでお
話できたり、食べ物について学べたり…。面白く
てためになるひとときを一緒に過ごしましょう。
作・構成演出：イリグチマモル
出演：イリグチマモル、スージー・カニンガム、冨優香子
助成： Creative Scotland

開催日

2021 年 3 月 20 日（土）・21 日（日）※各日同内容
15:00 お面づくり受付開始、当日券販売開始
15:45 シアター 21 開場
16:00 ショータイム開演
※お面の制作時間目安： 15 分
※開演時間直前は混雑が予想されますので時間に余裕を持ってお越しください。

会場

金沢 21 世紀美術館シアター 21

定員

各回 50 名

対象

6 歳以上向き

チケット料金

500 円（子ども・大人同一料金）

チケット購入先

Peatix、友の会専用ウェブサイト予約

販売期間

2 月 20 日（土）10:00 〜3 月 19 日（金）23:59

友の会会員特典

友の会専用ウェブサイト先行予約

2 月 16 日（火）10:00 〜2 月 19 日（金）23:59（各回先着 10 名）
※キャンセル払い戻し対応あり
※同伴の小さなお子さんは膝上での参加の場合無料
※車椅子でのご来場など配慮が必要な方は予めご連絡ください。
（交流課 Tel: 076 -220 -2811 / Email: event_k@kanazawa21.jp ）
※当日券を 15:00 より会場前受付にて販売します。ただし、前売り券が完売した場合、当日券の販売はござ
いません。
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おうちde ベイビーシアター『What ʼs Heaven Like？』
BEBERICA theatre company

進行役の語りに合わせ、おうちの方がお子さん
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に向かって動いてみせたり、身近なものを使っ
て音を出したり、パソコンから聞こえる演奏に
お子さんと一緒に耳を傾けたりしていると・・・
あれよあれよという間に、皆さんのおうちにオ
リジナルの「ベイビーシアター」が出来あがりま
す。テーマは「Heaven 」。生まれる前にいたと
ころ、死んだ後に帰るところ。私たちはどこか
ら来てどこに行くのだろう？赤ちゃんの感覚を通

『What ʼs Heaven Like？』 Photo: 江戸川カエル

して、世界の美しさに出会う時間。お子さんと
一緒におうちの中でちょっと不思議な旅に出か
けましょう。
カンパニー： BEBERICA theatre company

切り絵：東山拓広

作・演出：弓井茉那

小道具：佐藤由輝（劇団三毛猫座）

出演：笠原麻美、瀧腰教寛

演出助手／テクニカルスタッフ：ながやこうた

演奏：Oto ・ abi Project（ 松村政美・松村志野＊）

制作補助：星村美絵子

日時

2021 年 3 月 20 日（土）・21 日（日）※各日 2 回公演、各回同内容

参加方法

ご自宅にてオンライン参加（ Zoom）

定員

各回 8 組（大人単独の参加も可能。各回 2 名まで）

1 回目 10:00 〜11:00、2 回目 13:00 〜14:00

対象年齢

0 歳〜3 歳 0 か月（年齢は目安です）

チケット料金

1 組 1,500 円

チケット購入先

Peatix

販売期間

2 月 20 日（土）10:00 〜3 月 12 日（金）23:59

友の会会員特典

Peatix 先行発売
2 月 16 日（火）10:00 〜2 月 19 日（金）23:59（各回先着 2 組）

※キャンセル払い戻し対応あり

初めてのベイビーシアター講座
赤ちゃんに観劇体験をもたらすため、1980 年代からイタリアやフランスなどヨーロッパで起こっ
た新しい舞台芸術ベイビーシアターの概略、国内外作品の紹介、赤ちゃんの発達から見るベイ
ビーシアターについての入門講座です。
講師：弓井茉那（BEBERICA theatre company 代表・演出家）
京都造形芸術大学（現・京都芸術大学）、座・高円寺劇場創造アカデミーで舞台芸術と演劇教育を学ぶ。俳
優・創作活動に加え子ども対象の演劇ワークショップ企画、コーディネート、進行を行っている。

日時

2021 年 3 月 20 日（土）19:00 〜20:30

参加方法

ご自宅にてオンライン参加

参加費

無料

参加申込

Peatix

受付期間

2 月 20 日（土）10:00 〜3 月 19 日（金）23:59

対象

保育関係者、乳幼児教育関係者、芸術関係者など興味のある方なら
どなたでも。
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※お子さんと一緒の参加も歓迎です。
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広報用画像

画像1〜6 を広報用にご提供いたします。ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込み
ください。
画像お申し込みフォーム ▶ https://www.kanazawa21.jp/form/press̲image/
［使用条件］
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レ
イアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送りください。
※アーカイヴのため、後日、掲 載 誌（紙）、URL、番 組収 録の DVD、CD などをお送りください。以 上、
ご理解・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
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『What ʼs Heaven Like？』
Photo: 江戸川カエル
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『What ʼs Heaven Like？』
Photo: 江戸川カエル
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『What ʼs Heaven Like？』
Photo: 江戸川カエル
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