
は日・祝日です。

空白のところが上演可能です。空いた日程どこでも上演できます。
５月

金沢市 金沢市 福井市 白山市 米原市

金沢市 × × 金沢市 福井市 金沢市 金沢市 米原市

× 富山市 坂井市 富山市 × 七尾市

福井市 × 金沢市 南越前町 × 大分県佐伯市 越前市 坂井市

× 飯田 金沢市 大野市 × 熊本市 ×

× 福井市 飯田 福井市 金沢市 熊本市 福井市 加賀市 敦賀市

小浜市 越前市 喜多方 富山市 鯖江市 高島市 × 福井市

× 鯖江市 福井市 福井市 高岡市 鯖江市 越前市 上市町 小松市 福井市 　　　　　　　　

× 金沢市 × 福井市 移動日 敦賀市

金沢市 津幡町 白山市 白山市 移動日 福井市 小松市

小牧市 × 金沢市 立山町 敦賀市 長浜市 和歌山市

× 敦賀市 富山市 × あわら市 福井市 帯広 舞鶴市 越前市

× 鯖江市 × 勝山市 移動日 南越前町 名古屋市

× 舞鶴市 上市町 × 越前市 わかさ町 移動日 移動日 越前市 福井市

豊郷町 長浜市 × 小松市 和歌山市 金沢市 × 越前市

白山市 敦賀市 富山県 × 小松市 南砺市 近江八幡市 福井市

金沢市 福井市 × 小松市 越前市 移動日 福井市 長浜市

津幡町 長浜市 岐阜市 × 富良野 白山市

池田町 × 射水市 勝山市 金沢市 × 静内 加賀市 敦賀市

大野市 越前市 福井市 富山市 越前市 移動日 金沢市

小松市 × 金沢市 若狭町 × 金沢市 × 金沢市

舞鶴市 福井市 おおい町 金沢市 × 小浜市 東近江市 敦賀市 鯖江市

高島市 白山市 × 福井市 金沢市 × 越前市 敦賀市 小浜市

香川県 越前市 越前市 南越前町 金沢市 名古屋市

香川県 岐阜市 福井市 越前市 金沢市 南越前町 坂井市

香川県 金沢市 × 越前市 白山市 × 小松市 越前市

香川県 金沢市 北名古屋 越前市 敦賀市 金沢市 越前市 金沢市

香川県 大野市 富山市 香川県 坂井市 あわら市

越前市 小松市 南砺市 金沢市 坂井市 香川県 金沢市

× 大野市 × 越前市 富山市 大津市

× 小松市 越前市 福井市

人形劇団とんと2017年度上演スケジュール表

4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1日 越前×2 1日

2日 福井×2 2日

3日 3日

4日 敦賀×2 4日

5日 5日

6日 6日

7日 7日

8日 8日

9日 金沢市×2 9日

10日 10日

11日 芽室×2 11日

12日 12日

13日 13日

14日 14日

15日 15日

16日 札幌×2 16日

17日 小松市×2 17日

18日 越前×2 18日

19日 19日

20日 20日

21日 越前×2 21日

22日 福井×2 22日

23日 23日

24日 越前市×2 24日

25日 25日

26日 越前×2 26日

27日 越前×2 27日

28日 28日

29日 29日

30日 30日

31日 金沢×2 31日

2018年1月11日現在の上演スケジュールです。
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