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赤ちゃんが生まれても劇場 へ !マ マが楽しむ子連れ観劇

!

演劇界 では数少ない、子連れで観劇 出来る日、子 's母 's(コ スモス)デ ー

を開催 いたします。演劇 ユニット春の 日ボタンは子育て中のエンタメ好きママを応援 します。
各メディアからの 取材をお待ちしてお ります。≫
初 めまして。演劇 ユニット春の 日ボタンの脚本・演出の 千野ありさです。 私は、2010年 6月
に男の子 を出産しました。妊娠中によく言われ たのが 、この言葉です。
「赤ちゃんが生まれた
らなかなか行けないから、映画やお芝居とか 今 のうちに、沢山行 つておいた方がいいわよ。」
実際 、赤ちゃんを連れて出かけるのは大変です。行動的な私 でも、息子 が生まれて―ヶ月
は、軟禁状態でしたし、それ以降もなかなか手 が離れることがありません。
「泣いたらどうしよう」とヒヤヒヤ。電車 の 中で泣いてしまつたら
電車やバスに乗れば、いつも、
目的地でないのに降りちゃうというママも。お出か けするにも、美術館など静かなところにはな
かなか行きづらい。まして、映画やお芝居なんて、子連れ ママには敷居 が高すぎるのです。
それでも、最近の映画館 では 、赤ちゃん連れ OKの 日というのを設 けているところもあります。
「映画館は子連れ OKな ところがあるのに、演濠1は どうして子
と、
実際 に利用した時、私 はら、
連れ OKな ところはないのだろう?」 と感じたのです。
「子連れで観劇なんて、赤ちゃんが泣いたりしたら周りに迷惑がかかるし…・」出産前 はお芝
居大好きだつたママも、そうやって観劇をあきらめてしまうのです。実際、ツイッターや 、ブログ、
「なかなか出かけられない…・」と話すママがあら、
子育てサ ロンなどで
れているのをよく目にし
ます。
そんなママたちを解放してあげたい。もつとママに子連れで出かけられる場所を作 つてあげた
い、そう思つて始 めたのが、子 's母 's(コ スモス)デ ーです。子 's母 's(コ スモス)デ ーはママ
が楽 しむための場所として提 供 します。
《子 's母 's(コ スモス)デ ー 、今後 の展開》
「子 's母 'sデ ー」が演劇界に広がつて、いろんな慮1場 、たくさんの劇団が子連れ観濠J
今後 は、

OKの 日を設けて「映画 の 日」のように子連れ ママが劇場 にも出かけやすくなれ ばいいな、と
思つています。

子 ヽ母's(コ スモス)デ ーのご案内】
【
1月 23日 12時 の 回は、赤ちゃんも未就学のチビちゃんもママと一 緒 に観濠Jで きます。上 演 中、

赤ちゃんが泣いても騒 いでもお互い様、ママが気兼ねなく観濠1を 楽しめる上演 回です。忙しい
ママにちょっぴり自分のための時間を。ママが 実顔なら赤ちゃんだってハ ッピーですから。春
の 日ボタンの作品は、大人のハッピーコメディ。楽しく実えて、ママが 笑顔 になれ ば、ママも赤
ちゃんもほんわかハ ッピー 。春の 日ボタンはがんばっている子育 てママたちを応援 します。
※授手L月 長メーカー・有限会社モーハ ウス様 とのコラボ レーション企画も開催予定。
公演概 要】
【
演劇 ユニット春の 日ボタン第 七 回公演「おてあげラプソディ」― 暴走タクトは誰 の手に

!?―

http://www harunohLnet/

2012年 1月 19日 (木 )〜 23日

(月

)「 濠1」 小劇場 (下 北沢 )

チケット
通常回 :
前売 3,000円 /☆ 初 日のみ 2,700円 当日 3,300円 全席指定
子 ̀s母 'sデ ー :前 売/当 日 2,000円 全席 自由 (23日 (月 )12時 の回「子 's母 'sデ ー」のみ )
受付は開演 60分 前 、開場 は開演 30分 前。
脚本 :み つち― &あ りさ 演出 :千 野 ありさ
出演 :中 川真吾・渡邊 けい子・矢部亮・三 宅法仁 他
【
演劇 ユニット春の 日ボタン 千野ありさ(脚 本・演出)プ ロフィール】
物心 がついた頃 から、周りの爆笑を取ることばかりを考える子 に育 つ 。高校 生の 時 に出演
したミュージカルの影響 で、俳優 の養成所 に通 い、演劇を学ぶ 。小濠1場 の 舞台 に立ち、結婚
を機 に、夫のなかおみちと共に演劇 ユニット春の 日ボタンを立ち上げる。2010年 6月 に長男を
出産し、稽古場では抱つこ紐 で赤ちゃんを抱 つこしながら演 出をする(多 分 )演 劇界初めての
演出家。最近 の関心事 は、母乳育児の大切さと玄米甘酒。
【当リリース、取材に関してのお問い合わせ先】
子 's母 'sデ ー担 当 :千 野 (せ んの )
TEL/090‑2662‑‑9854 arisa@harunohinet
【
演劇 ユニット春の 日ボタン】
代表 なか お みち
東京都世田谷区若林 3‑6‑22‑203
TEL/FAX 03‑3418‑8587

http://www harunohi net/

ofFce@harunOhinet
(運 営母体 :合 同会社春の日ステージング

所在地 :同 上)

