
は土曜日 は日・祝日

５月

豊郷町 美浜町 敦賀市 金沢市 飯田市 飯田市 福井市

福井市 × おおい町 越前市 坂井市 越前市 飯田市 敦賀市 坂井市

越前市 × 高浜町 小松市 高岡市 × 若狭町 福井市

白山市 越前市 × 福井市 金沢市 越前市 × 津幡町 米原市

× × 坂井市 越前市 福井市 福井市 ×

福井市 × × 福井市 福井市 金沢市 小松市 越前市 福井市

× 福井市 坂井市 大野市 金沢市 金沢市 福井市 金沢市

× 美浜町 越前市 富山市 勝山市 金沢市 福井市

越前市 × 鯖江市 金沢市 越前市 敦賀市

× 越前市 高岡市 × 越前市 富山市 坂井市 福井市

× 鯖江市 白山市 × 野々市市 金沢市 加賀市 敦賀市

福井市 × 金沢市 金沢市 福井市 越前市 ×

大野市 福井市 越前市 越前市 × 美浜町 白山市 ×

大野市 あわら市 福井市 福井市 立山町 × 福井市 福井市 勝山市 敦賀市

美浜町 福井市 福井市 金沢市 勝山市 敦賀市 綾部市

小浜市 福井市 × 白山市 敦賀市 金沢市 富山市

越前市 南越前町 富山県 金沢市 坂井市 高岡市 福井市 長浜市

× × 福井市 × 金沢市 福井市 金沢市 近江八幡 小松市 近江八幡

坂井市 江別 白山市 × × 南越前町 小浜市 高岡市 ×

あわら市 札幌 白山市 福井市 × 東かがわ市 金沢市 福井市 信州中野

金沢市 × 福井市 × 東かがわ市 鯖江市 越前市 福井市 敦賀市 ×

× × 福井市 東かがわ市 ○ 東近江市 福井市 ○

× 福井市 安城・知立 東かがわ市 × 金沢市 ○

福井市 金沢市 越前市 敦賀市 東かがわ市 坂井市 坂井市 若狭町 金沢市 ○

金沢市 × あわら市 × 白山市 敦賀市 金沢市 小松市 鯖江市 ○

金沢市 坂井市 越前市 × 越前市 名古屋市 ×

× 大野市 福井市 金沢市 × 敦賀市 金沢市 和歌山 ×

白山市 敦賀市 × 勝山市 白山市 × 坂井市 加賀市 越前市

× 大野市 越前市 × 南越前町 南越前町 高岡市 ○

× 高浜町 金沢市 福井市 東近江市 金沢市 ○

金沢市 × 若狭町 ○

0 0

人形劇団とんと2021年度上演スケジュール表

上演が決まった自治体名が記載してあります。○のところが上演可能です。　×は上演不可です。

4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1日 1日

2日 2日

3日 3日

4日 足利×2 4日

5日 5日

6日 6日

7日 7日

8日 8日

9日 9日

10日 10日

11日 金沢市×2 11日

12日 12日

13日 13日

14日 14日

15日 15日

16日 16日

17日 17日

18日 18日

19日 19日

20日 20日

21日 津幡×2 21日

22日 22日

23日 23日

24日 24日
25日 25日

26日 越前市×2 　× 26日

27日 27日

28日 28日

29日 29日

30日 30日

31日 31日

1月15日現在の公演状況です。土日・祝日はご相談ください。
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