
沼津市まちなか賑わい創生事業補助金事業

https://kamishibaishi.jimdo.com/

主催：ニッポン全国街頭紙芝居大会INぬまづ実行委員会
後援：沼津市、沼津市教育委員会、沼津商工会議所、静岡新聞社・静岡放送、テレビ静岡、静岡第一テレビ
　　　静岡朝日テレビ、K-mix、ぬまづコーストFM、エフエムみしま・かんなみボイスキュー
協力：沼津仲見世商店街振興組合、ワイワイ沼津実行委員会、沼津新仲見世商店街、まちなか賑わい委員会

午前10時 から午後４時まで午前10時 から午後４時まで７月３日日７月３日日

【お問い合わせ】　ニッポン全国街頭紙芝居大会INぬまづ実行委員会
　　　　　　　　TEL 090‐1984‐7626（後藤知彦）

【紙芝居を見るときのお願い】
★プレミアム部門の投票をお願いします。
★ステージ前にはブルーシートを敷いてあります。できるだけ間隔を開けて座ってください。
★会場は通路を兼ねております。歩行者の妨げにならないようにご協力お願いします。
★積極的に紙芝居師のみなさんと一緒に盛り上がってください！
★お困りのことがございましたら仲見世メイン会場の本部または最寄りのスタッフに！

第７回大賞受賞者
ガンチャン（大阪府）

なにぬの屋
渋沢やこ

（福島県郡山市）

石黒ヨンペイ
（神奈川県相模原市）

紙しばいやもっちぃ
（神奈川県川崎市）

ちっち
（東京・ヤッサン一座）

大谷勲
（三重県伊勢市

おかげ横丁紙芝居師）

第６回大賞受賞者
梅ちゃん

（東京都・世田谷区）

ふじいはじめ（大阪府）

劇団どろんこ座
（東京都・西東京市）

りさちゃん
第８回大賞受賞者
りさちゃん

（愛知県・マーガレット一家）

沼津仲見世商店街
新仲見世商店街
沼津仲見世商店街
新仲見世商店街

プレミアム部門には、
全国からプロの紙芝
居師10組が参戦！
皆さんの投票で大賞
が決まります!!

実行委員長
三ツ沢グッチ

自転車の紙芝居屋いよいよ沼津に見参！東京の下町から銀座、空中に山中に、芸術劇
場まで全国で申出鬼没。どこからともなくやってきて 、どこへともなく去ってゆく。
笑うかＤｏには福来る！
ドキドキぐっすん 和っはっは　いろんな心がおどりだす
“紙ニュケーション” ごいっしょに　願いは１つ、　いつだって　いのち輝く　紙芝居

ちっち 東京都ヤッサン一座

1966年生まれ／山口県出身／AB型／趣味：サウナ／特技：乗馬
高校卒業後上京JAC に所属後、萩本欽一主催の『欽ちゃん劇場』の立ち上げメンバー
に参入。その後、北海道STVのレギュラーを皮切りに関東、中部と渡り歩き
現在、伊勢神宮のお膝元
『おかげ横丁』の専属紙芝居師14年目

大谷勲 三重県伊勢市おかげ横丁紙芝居師

子どもの時、体育館にやってきた劇が忘れられず、小学校、保育園などで公演する劇
団に入り全国を回る。
退団後、フリーの俳優として様々なジャンルの舞台に出演。2006年より布でつくった
紙芝居「なにぬの屋」を始め、東京都内を自転車でまわる。震災後、福島県に拠点を移し、
さすがに車を手に入れた。運転好き＾^「紙じゃなくて布だけど…紙芝居！？」

なにぬの屋渋沢やこ 福島県郡山市

現在高校2年生で16歳。3歳からプロとして活動開始、芸歴13年目に突入！オリジナル紙芝
居のヨンちゃんシリーズや不思議すぎる紙芝居マジックで、全国のイベントで活躍中。他にも、
日本の伝統芸能（傘回し・独楽回し 等）や、笑いを交えたマジックで、芸のレパートリーは
百種類以上！2020年：テンヨーのマジックコンテストでグランプリ受賞。2022年：Japan 
Cup・ルーキーオブザイヤー受賞／ヘブンアーティストを取得し、東京都公認の紙芝居師に。

石黒ヨンペイ 神奈川県相模原市

元気・やる気・その気の梅ちゃんです。
老若男女、どこでも誰でも楽しめる作品作りを心がけている。自称地域密着型芸人、
あなたに一番近い芸人です。今年も、オリジナル飛び出しすぎる?!紙芝居をお届けしま
す。話芸とクルクル変わる変顔もお楽しみ下さい。「飛び出す紙芝居」さあ、何が飛び
出すのかな?　　　　　　　　　　　　ラフターヨガ（笑いヨガ）講師もやっております。

梅ちゃん 東京都世田谷区

川崎市を拠点に首都圏で活動している。東京都公認ヘブンアーティスト。大道芸研究
会会員。バルーンや立ち廻り剣術を紙芝居と組み合わせたパフォーマンス紙芝居を得意
としている。コロナ以来、世界的な紙芝居セッション「青空かみしばい」をオンライン
で主催し現在は不定期で開催中。これまで参加国は２６か国。またペルー・インドネシア・
スペインなど７か国でオンライン紙芝居公演。世界に紙芝居を広げる。

紙しばいやもっちぃ 神奈川県川崎市

大学卒業後、SPA企業にて婦人服販売員として勤務。その後店舗運営やマーケティングの業務等
に従事。2008年に独立。街頭紙芝居を口演する一方、教育機関・企業等で管理職研修・プレゼンテー
ション研修の講師を務める。大阪市「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業運営。ナレーター
として舞夢プロ所属、企業VP、再現ドラマ、CM等 出演。2021年オリジナル紙芝居をBtoBのツー
ルとして制作する株式会社えとこえ設立。企業コンセプトは「絵と声で叶えていく」。

ふじいはじめ 大阪府

絵もお話も音楽もオリジナル！世界に一つの「ミュージカル３D紙芝居」で世界を楽しく
カラフルに彩ります！想像と創造が世界を創る！世界は自分で作れるんだよ！それを伝え
る伝道師、劇団どろんこ座です。舞台俳優と画家のコンビが紙芝居をめくる時、物語の
世界への扉が開きあなたを導きます。世界一小さな劇場で、ほんの短時間の異世界ツアー
をどろんこ座と楽しんでください。　　　https://doronkoza.amebaownd.com

紙芝居劇団どろんこ座 東京都西東京市

紙芝居界の革命児です。ライクアローリングコミックス。
バカバカしいことを真剣に、新田は真剣佑に。
笑って泣けて呆れて痺れて惚れてテッテレテレー！
美味い！練れば練るほど面白いそんな紙芝居です。

ガンチャン 大阪府

舞台、映画など役者としてのスキルをもち、北島三郎やTRFのステージではバックダ
ンサーとして活躍する経験をもつ。
特技のダンスを生かし、踊れる紙芝居師として舞台に立ち、子どもから大人まで、笑い
と感動でいっぱいにしている。

りさちゃん 愛知・マーガレット一家

アナタの投票で大賞が決まります!!

今年の大賞は誰の手に!?
プレミアム部門の投票会場は
「仲見世商店街メイン会場」「新仲見世商店街第１会場」
鑑賞後に投票をおねがいします！

第８回大賞受賞

第７回大賞受賞

第６回大賞受賞

09：45
10：00
10：30
11：00
11：30
12：00
12：30
13：00
13：30
14：00
14：30
15：00
15：30
16：00

仲見世商店街メイン会場
開会式
石黒ヨンペイ
紙しばいやもっちぃ
ふじいはじめ
劇団どろんこ座
なにぬの屋渋沢やこ
紙芝居甲子園（大賞作品上演・表彰式）
梅ちゃん
大谷勲
ちっち
ガンチャン
りさちゃん
大塚珠代
閉会式

10：00
10：30
11：00
11：30
12：00
12：30
13：00
13：30
14：00
14：30
15：00
15：30

新仲見世第１会場
梅ちゃん
なにぬの屋渋沢やこ
大谷勲
ちっち
大塚珠代
ふじいはじめ
ガンチャン
りさちゃん
石黒ヨンペイ
紙しばいやもっちぃ
劇団どろんこ座
源吾朗

10：10
10：30
12：00
12：10
12：30
13：00
13：20
13：50
14：10
14：30
14：50
15：10
15：30

仲見世南会場
家族紙芝居の〇〇一味
紙芝居甲子園（予選）
横浜サウンドストリーム演奏
こんにゃく劇場
たっちゃん
うさぽん座
源吾朗
紙芝居紳士りょうじ
壽ちんどん宣伝社ことぶき
松下音次郎
バンジョー
紙芝居屋ゆうことぴっぴ
紙芝居屋旅ほたる

10：10
10：30
11：00
11：20
11：40
12：00
12：20
12：40
13：00
13：20
13：40
14：00
14：30
14：50
15：10
15：30

新仲見世第２会場
壽ちんどん宣伝社ことぶき
りさちゃん
紙芝居屋旅ほたる
こくごレストラン
うさぽん座
紙芝居屋のbenben
おしか座市川光雄
かたリストガッキー
紙芝居屋ふじまなぶん
千代のおはなし屋
まるchan
ふじいはじめ
こてへん
ふろん茶
ミッセル
ずっく

10：10
10：30
10：50
11：10
11：30
11：50
12：20
12：40
13：00
13：20
13：40
14：00
14：20

仲見世大原簿記前会場
かたリストガッキー
千代のおはなし屋
みっせる
まるchan
伊豆乃フネ
石黒ヨンペイ
楽し家舘助
紙芝居師こまちゃん
チャーリーホッパー
大川ひろよ
紙芝居屋の加瀬ひろし
紙芝居屋のおきゃん
梅ちゃん

10：10
10：30
10：50
11：20
11：40
12：00
12：20
12：40
13：00
13：20
13：40
14：00
14：30
14：50
15：20

イーラデ・タリーズ前会場
こんにゃく劇場
紙芝居師こまちゃん
ガンチャン
大川ひろよ
紙芝居紳士りょうじ
紙芝居屋の加瀬ひろし
バンジョー
紙芝居屋のおきゃん
松下音次郎
紙芝居屋ゆうことぴっぴ
こくごレストラン
たっちゃん
家族紙芝居の〇〇一味
大谷勲
ちっち

10：30
10：50
11：10
11：30
11：50
12：10
12：30
13：00
13：30
13：50
14：10
14：40

イーラデ・沼津駅前会場
紙芝居屋ふじまなぶん
おしか座市川光雄
チャーリーホッパー
こてへん
ふろん茶
ずっく
紙しばいやもっちぃ
劇団どろんこ座
紙芝居屋のbenben
伊豆乃フネ
なにぬの屋渋沢やこ
楽し家舘助

新仲見世
商店街

仲見世
商店街

イーラde

フルヤトモヒロ

新仲見世
第１会場

すいかひまわり ウッチー

新仲見世
第２会場

内野 浩恵

仲見世
南会場

川口 祥孔

仲見世商店街
メイン会場

太田 まなみ

イーラde
タリーズ前会場

イーラde
沼津駅前会場

渡邉 純

仲見世
大原簿記前会場

アオキハジメ

会場マップ
and MC

日本一の口笛師小國徹さんとプ
ロミュージシャン佐上智美さん
とのデュオ！小國徹さんは日韓
ワールドカップ決勝戦で選手入
場を口笛で生演奏しました。皆
さんに笑顔と元気を届けます。

静岡県裾野市出身のシンガー・
ソングライター・ベーシスト・司
会者。ニッポン全国街頭紙芝居
大会inぬまづのテーマソングを
制作してくれました。開会式で
披露してくださいます！

MUSIC横浜サウンドストリーム

MUSICフルヤトモヒロ

投票

投票

※すべての出演者は変更する場合がございます。

紙芝居タイムテーブル

投票

投票



ニッポン全国から紙芝居師が集結！ニッポン全国から紙芝居師が集結！

声優出身の紙芝居師こまちゃんです♡
神奈川県伊勢原市を盛り立てようとご当地ネタを題材にしたオリジナル紙芝居を作り上
演しています。
拍子木ではなくタンバリンを鳴らし歌ったり語ったり元気をお届けします！

紙芝居師こまちゃん 神奈川県伊勢原市

紙芝居発祥の地とも言われる＂東京都荒川区＂で生まれ、自身も街頭紙芝居屋さんを見
て元気に育ちました。30歳を過ぎた頃突然、「自分も紙芝居屋さんになる！」と決意し、
去年から街中でのイベントで活動を始めました。今年7月中頃には、地元埼玉県草加市
内の公園に自転車と駄菓子を携えて、街頭紙芝居屋さんデビューをする予定です！
宇宙一くだらない紙芝居で、人の＂生きる＂を全力で応援します!!

紙芝居屋のbenben 埼玉県草加市

【人、街の笑顔と元気の応援団】として活動しているオヤジです。
活動テーマは「子どもは宝」子ども達親子と紙芝居を通じて、楽しみ、遊び、何かを感
じてもらう。一緒に愉しむことが一番の紙芝居。プレゼントいっぱい、笑顔いっぱいの
紙芝居。今回は子供たちが創った紙芝居クイズを中心に展開させます。
一緒に遊んでね～～～（＾O＾）／＆（笑）

壽ちんどん宣伝社 ことぶき 茨城県土浦市

老若男女に愛される紙芝居界のアイドル
紙芝居屋のおきゃん 大阪府

初参加なので右も左も分かりません
とりあえず一生懸命大きな声出して頑張りまぁす

伊豆乃フネ 伊豆市

○○一味は三度の飯より絵を描くのが好きな父親の源兵衛さん、彼を尻に敷く母親のおっ
かぁ、親を無視して暴れる梅ゴンとゲンゲンによる家族紙芝居。作品はすべてオリジナル
で源兵衛さんが絵を描き、家族で物語を考えている。楽しい話だけでなく怖い話・戦争・
大人向けなど自分達の興味のあるジャンルを追求し、自分達の世界観を紙芝居で表現す
るために日夜奮闘中。3年ぶりの大会！○○一味から何が飛び出てくるかお楽しみ！

家族紙芝居の○○一味 東京都荒川区

ぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅ、ドッキン、
かーみしばばばばば、かーみしばばばばば、かーみしばばばばばばーあい。
はて、さて、ハテナ。珍味な紙ッ芝居っで活動中。
普段は、ライブハウスやアートイベントで、パフォーマンスしています。チャリホパ紙芝
居をお楽しみにー。

チャーリー ホッパー 愛知県愛知郡東郷町

3年ぶり開催おめでとうございます!
今回も参加させて頂きます→4回連続です(^o^)

オリジナル紙芝居を楽しみながら頑張ります

紙芝居屋ふじまなぶん 埼玉県狭山市

歌のおねえさん、アコーディオン経験を持つ保育士の母「ゆうこ」と、お絵描き・おは
なし大好きな小学3年生の次女「ぴっぴ」による親子の紙芝居屋。今回はふたりを一歩
引いて見守る中学2年生の長女「ぷりん」を加えた3人編成！紙芝居の主役はうさぎの子
「うさおくん」。主役なのに一言もセリフを発さず、その上クセが強く奇想天外!?そんな
うさおくんの紙芝居とアコーディオンで、みなさまをゆうことぴっぴワールドへご案内！

紙芝居屋ゆうことぴっぴ 神奈川県横浜市

喋る！歌う♪着ぐるみ座長のうさぽんです。
紙芝居・バルーン・似顔絵・フェイスペイントでパフォーマンスするエンターテイメント
集団の座長！
全国の商業施設やイベント等で活躍中。ぬまづでは新作紙芝居をやります！
楽しみにしててねー☆

うさぽん座 栃木県宇都宮市

熱血紙芝居師。劇団「うりんこ」出身。
何でもやりたがりの性格を活かし、遠巻きに見ている人々をもぐいぐいと引き込んで
しまう迫力の舞台は、これが紙芝居かと見紛うばかり。反面「つっこまれてなんぼ」
の愛されキャラで、子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで大人気！
「ニッポン全国街頭紙芝居大会inぬまづ」三連覇!!!（2014-2016）

たっちゃん 愛知・マーガレット一家

街頭紙芝居と出会って40年。
紙芝居を通じて毎日楽しく過ごしています。
塩崎おとぎ紙芝居博物館、遊びの玉手箱、イベント会社エスアールエー、まちかど交
流館帝塚山遊楽、てづくり紙芝居館など！
今回は三邑会（さんゆうかい）の本物の紙芝居をお見せいたします。

大塚珠代 大阪府

昭和47年新宿歩行者天国で世直し紙芝居を演じて大道芸デビュー。
『小川宏ショー』出演が縁で、ケーシー高峰師匠に弟子入り。
独立後は、大道芸家として独自の話術による『ガマの油売り口上』『バナナの叩き売
り口上』『黄金バットの紙芝居』などを演じ活躍。
現在は紙芝居のレジェンドともいえる存在のお方です。

源吾朗 東京都

民話や昔話の紙芝居をしています。
静岡の昔話の紙芝居もするので、是非お楽しみ下さい☆☆☆

大川ひろよ 鳥取県

第1回目から皆勤賞参加！結成20年目になる清水町の陽気な、おばちゃん軍団こん
にゃく劇場です。
子どもから大人まで、笑う門には福来たる!!貪欲に笑いと癒しをお届けしています。
町内にはとどまらず、呼ばれた所へ何処までも。愉快キテレツな時間を一緒に過ごし
ましょう♪

こんにゃく劇場 静岡県駿東郡清水町

芸歴25年の和（話）の大道芸人。主な演目はバナナの叩き売り、ガマの油売り、大
道易占い その他和物大道芸数種。
紙芝居は専門外なるも、今回は紙芝居仕立ての「物売り声の今昔」を掛ける。江戸～
現代まで古今の物売り声78種をお客様の要望に合わせて、紙芝居の絵は有るもス
トーリーはお客様次第。

楽し家舘助 静岡県浜松市

静岡市を中心に活動しております。
今回沼津公演は、朗読紙芝居を口演します。
大型舞台で演じますので、お楽しみにィ～ みんな集まれェ～

おしか座市川光雄 静岡県静岡市

モト子供向け劇団にいた保育士で介護士の小さいおはなし屋さん「千代のおはなし屋」
です♪
紙芝居の枠からはみ出して？
一緒に楽しい時間を共有できたら嬉しいです。

千代のおはなし屋 静岡県

お芝居『シアター万華鏡』・おはなし会『福朗のよみもの屋』『音がたりび～だま』・
ラジオパーソナリティ『FMIS』『ママ夢ラジオ』・音声アプリVoicy『ねむよみ』
『MAMA＇S』と、いろいろな表現活動をしています。ご縁があってこの紙芝居大会
に参加して何年かな？今年は再開・参加出来てとても嬉しい！街頭紙芝居としての技
は未熟ですが、楽しく物語を伝えていきたいと思います。よろしくお願いします♪

まるchan 静岡県田方郡函南町

2回目の参戦！重ねた年月とご縁を結んだ2年間に感謝。子供の頃、近所の公民館に
来た紙芝居のおじちゃん。目の前で繰り広げられるお話のライブ。すぐそこにある劇
場に大興奮！大人になると、夢なんかみる暇もなく、現実に流される日々。「語り継が
れるには理由がある」昔話には民族が大事にしたエッセンスがつまっているのも魅力。
子供も大人も楽しい紙芝居です。

かたリスト がっきー 伊豆の国市

元気いっぱい！もうすぐ紙芝居2年生！
大阪を中心に活動しています。
みんなに笑いとワクワクと笑いを！！
よろしくお願いいたします。

ずっく 大阪府

今からワクワクドキドキしています。
よろしくお願いします

ミッセル 京都府

紙芝居屋。長崎生まれの九州育ち。
大阪に住んで3年目。
関西弁は喋れんばってん！九州弁で愛と笑いを真面目に語る。
2021年7月デビュー。ピチピチ新鮮な風来坊。

ふろん茶 大阪府

あるときは国語教師、またあるときはメルヘン絵描き、しかしてその実体は…
紙芝居師こてへんです！
ほんわか紙芝居で、みんなの心に花を咲かせましょう！

こてへん 奈良県

介護福祉士の仕事の傍ら子どもからお年寄りまで楽しめる紙芝居を様々な場所で口演。
コロナ禍で口演回数はめっきり減ったが待ちに待った沼津での紙芝居。
美味しい海魚いっぱい食べて頑張るゾーっ！

紙芝居屋旅ほたる 茨城県守谷市

北海道から初参加です。子どもの時は漫画家か漫才師になりたかった。
自作の紙芝居は「ゴジラinさっぽろ」から始まって8本。今回はその中から30年以上
かけてて育てた「キー君とワン公」と「ピー君とおとかぁちゃん」の2本を持って沼津
にきました。泣いて、笑って、忘れられない、初めてみたと言われるような15分になる
ようにがんばりまーす。

松下音次郎 北海道上川郡鷹栖町

大阪、社会の窓社の紙芝居師「バンジョー」です。
なにわのオバサンです。
紙芝居って夢がありますよね紙芝居をしているとすごく楽しいです。
楽しい紙芝居をして、お客さんも楽しくなってハッピー、
私も楽しくなってハッピー だわっ

バンジョー 大阪市

カルチャーチャンプルーないまぜや！紙芝居屋の加瀬ひろしです。
オリジナルの紙芝居作品を用意しました。
ニンゲン、ヨーカイがないまぜになったお話。
ローニャクナンニョが集まって！楽しめたらいいなと思います。

紙芝居屋の加瀬ひろし 大阪市

3年前の大会に参加し、今回が二回目。小学生向け作文教室PRのため始めた紙芝居。
紙芝居に魅せられ、仕事に。地域密着型紙芝居で、川崎の駄菓子屋、銭湯などで活動
していました。紙芝居の実演復帰は2年ぶり。その舞台が、この大です。新作「ママ
のおしえ」「すたっふ」「でんしゃ」未公開作品「ホントのうらしまたろう」歌紙芝居・
クイズ・昔話などオリジナル作品。さて、どんなお話が飛び出すか？お楽しみに。

こくごレストラン 神奈川県川崎市

お元気ですかー！
関西で紙芝居を楽しんでます、紙芝居紳士のりょうじといいます！
カフェやイベント、お呼びとあればどこにでも。笑いたい人！みーんなあつまってーー。
奈良県から、完全オリジナルの爆笑紙芝居をひっさげて、沼津に突撃隊まいりました。
さあみなさん、盛り上がってまいりましょーー！

紙芝居紳士 りょうじ 奈良県奈良市

シラカベ歯科医院／レストランストーリーズ／㈱カミコネ／一般社団法人社会の窓社／㈲後藤建材／㈲トーシン／酪農王国オラッチェ
伊東オレンジビーチプロレス／清水町ライオンズクラブ／毎日牧場／開運香月己書道場／NPO法人紙芝居・大道芸ネットワーク
㈱セーフティZ／昭和レインボー／㈱M's PLANNING／食堂お魚直売所／修善寺虹の郷／湯の国会館／タコライス478／ツナまさき
タイガー杉山／おざぴー／パフォーマースマイルナビ／街頭紙芝居芸人三ッ沢グッチ　　　　　　　　　ありがとうございます！
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焼き肉居酒屋
けんちゃん家


