
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、「今の古佐小さんを形づくったであろう、

子ども時代の思い出」というテーマでの執筆をご依

頼いただきましたが、実のところ、決定的な影響と

言えるほどに思い出に残る出来事を絞り込むこと

はできませんでした。 

 典型的な中流サラリーマン家庭で育ち、兄と両親

の4人家族。生まれてから高校卒業まで松山の道後

地区ですごし、修学旅行を除けば、四国の外に出た

のはわずかに2度。中学から高校の6年間は男子校

で、胸ときめく学園ドラマ的な経験もほとんどな

し。このように、ごく平凡な環境で子ども時代を過

ごしましたから、特別な影響力を持つ強烈な思い出

は見当たりません。 

 むしろ、日常生活の中での家族や友人とのふれあ

い、家庭の外で出会う大人たちからの影響、自らの

決断で行ったことでの成功と失敗の経験など、日常

の経験の積み重ねによって、少しずつ現在に繋がる

人格が形づくられたと感じます。そのほかに、読書

やテレビ、映画などで間接的に接する様々な人物像

と人間模様からも、大きな影響を受けました。 

 優しく温かい大人、共感できる信念を人生で実践

している大人、社会のために活躍する大人、これら

の徳を全て兼ね備えたような大人。それとは反対

に、意地悪で、偉そうで、冷たく、欺瞞に満ちて、

利己的な生き方をしている大人。いろんな大人と接

する中で、人間的温かさ、信念を貫く厳しさ、社会

での競争で勝利する要領の良さ、本音と建て前、

言動の一致しない偽善、謙虚さと傲慢さなど、

様々な人間のあり方を目の当たりにし、「こうな

りたい」と憧れる大人と「こうはなりたくない」

と思える大人の具体的なイメージを持つことが

できたことは、人格形成の上で最も貴重な体験で

した。 

 また、漫画や小説、テレビドラマや映画に出て

くる登場人物に描かれるキャラクター、歴史上の

ヒーロー、現在活躍する有名人などへの憧れも、

人格形成の上で大切な要素でした。いわゆる「子

ども時代からの夢」なるものは、直接関わりを持

つ大人たちからではなく、このような、ヒーロー

化された人物像から影響を受けて形成されたと

思います。 

 現実の大人から影響を受けて形成される「現実

的な人物像」と、ヒーローへの憧れから形成され

る「理想的な人物像」。この両方の人物像への憧

れを実現しようと努力していれば、地に足のつい

た現実的な生活を送りながらも、夢を追い続ける

無邪気な情熱を忘れないでいることができます。 

 ヒーローへの憧れを抱く子どもに対し、「現実

は違うぞ」と大人びた考えを押し付けて、無限の

可能性を秘めた子どもの「夢」を、大人の視点か

らの現実的な「人生設計」のレベルに引き摺り下

ろしてしまわないように注意したいものです。 

 

（こさこ もとし） 
作曲家・即興演奏家・ 

ハープ奏者 
 

1971年愛媛県松山市生。 
東京大学医学部保健学科卒

業。看護師・保健師。学生時

代は、ギターリストとしてプ

ロの演奏活動にも参加する。

1997年に渡米後、独学でハ
ープ奏者となり、カリフォル

ニアのストックトン交響楽

団の首席ハープ奏者を務め、

2007年には国際ジャズ&ポ
ップ・ハープコンクールで準

優勝。ハープの即興演奏家、

作曲家として国際的に高い

評価を得て、日米を中心にオ

ーストラリア、ブラジル、カ

ナダでも演奏活動を展開。現

在は、カリフォルニアのシエ

ラ・ネバダ山麓で、自然に近

いライフスタイルを目指す

農園での生活を営みながら、

音楽活動と研究活動を続け

ている。 

子どもが憧れる人物像 古佐小  基史  

１ 

子どもに夢を！ たくましくゆたかな創造性を！ 

 

2017年 11月 1日 発行 

特定非営利活動法人 

松山子ども劇場 21 

広報部 

✰ 
✰ ✰ ✰ 

思春期入り口の小５の息子は

「すごい汗だね」と一言ですが、

おとなの一生懸命に感動した様子

を見せました。 

７月と９月の例会２作品は、特

に、演者さんの迫力を感じるもの

でした。やっぱり生の舞台を間近

で観るのは、貴重な経験なのだと

思いました。 

 2017シーサイドキャンプ（8/5・6）怒和島で朝焼けを見る 



舞台は心の栄養               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで小夜食をつくりました 

抱腹
ほうふく

絶倒
ぜっとう

☆紙芝居
かみしばい

 
第 101回舞台鑑賞例会『笑劇☆紙芝居しばい』 

            マーガレット一家 

2017年 7月 15日(金)19:00～ コミセン企画展示ホール 

今まで読み聞かせや、《教育紙芝居》と言われるもの

を見ることは多かったのですが、本格的な《街頭紙芝

居》を見る機会がなく、今回の「笑劇☆紙芝居しばい」

は枠にはまっていた自分には、しょうげきでした。 

紙芝居とお芝居が合体しているから、「紙芝居・芝

居」？紙芝居師が二人で演じるから、「紙芝居師・倍」？

何だかだじゃれのようなうたい文句ですが、この言葉

がぴったりはまって、こんなに心躍る例会になるとは

予想もしていませんでした。 

 やっぱりパンツネタは子ども達に大うけで、はずし

ません。たっちゃんとりさちゃんの軽快な掛け合いも

見事です。２つの紙芝居を同時進行したり、自転車や

紙芝居の枠までも小道具にしたり、エプロンシアター

のようにペタペタ貼ったり、マジックあり、ダンスあ

り、クイズもありで、盛り沢山の内容です。自然に子

ども達が 2 人をとりかこみ、瞳をキラキラ、顔はピカ

ピカ、声は熱く、楽しむ姿を見て、【マ－ガレット一家】

を再び観たい、楽しみたい、と思いました。 

          舞台鑑賞事業部 藤田浩子 

 

当番ブロックから             西・伊予・城南ブロック  堀川泰子 

去年例会作品を決めるときに、我が家の長男が「これが観

たい！！」と唯一作品名を挙げたのが、今回のマーガレット一

家の『笑劇☆紙芝居しばい』でした。企画会議で紆余曲折の結

果の作品決定だったこともあり、「叶うなら例会当番にもなり

たい！」という我が家のわがままが叶ったのはとてもありが

たいことでした。 
子どものいる会員 3 家族でおにぎり・から揚げ・卵焼き・コマ

ツナの胡麻和えに加え、会員さんのご実家から朝採れのオク

ラとミニトマトも入れたお弁当スタイルの「小夜食」を作りまし

た。（元気いっぱいの子どもたちが手伝ってくれました。） 
劇場で初めて実施した「小学 3 年生無料招待」の子どもた

ち 8 人が参加していたからでしょうか、今回の例会会場は、普

段の雰囲気とはずいぶん違うように感じました。子どもたち

の熱っぽさと劇団さんの熱さが拮抗するような不思議な空気

で、低学年・幼稚園の小さな子ども達もそれに引っ張られるよ

うに集中して楽しんでいました。またひとつ、生の舞台の可能

性について触れることができた舞台でした。 

２ 

なぞなぞ付きのポケットティッシュのプレゼント 16種類 

※ぜんぶ ぜーんぶ  たのしかったよ！！ 
※ラップみたいにしていた所が、すごく、おもしろかったで

す。しゃべりかたも、うまかったです。   （小 5 男子） 

※本当に楽しかったです。２才の娘も笑ってくれたので親子

でたくさん楽しめました。「また来ようね」と娘も言ってい

ました。また、ぜひ松山に来てくださいね。  （おとな） 
�
楽
し
か
�
た
ね
！
� 



舞台鑑賞事業部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ともだちいりませんか 
第 102回舞台鑑賞例会 

『ともだちや ～おれたちともだち～ 』  

劇団うりんこ 

2017 年 9 月 15 日（金）19:00～コミセン企画展示ホール 

 今回の舞台は、12 冊ある原作「おれたち、ともだち」

シリーズの中から「ともだちや」「あいつもともだち」

「ともだちごっこ」がセレクトされていました。この３

作品がどのように一本のお話になるのか楽しみに当日

を迎えました。個性の強いキャラクター達を、配役を変

えながらコミカルに演じる役者さんに、会場の子どもた

ちは声援や拍手で大盛り上がりでした。原作には登場し

ない｢木の精｣や｢きこり達｣が、舞台の物語の流れの中で

は重要な役割をしていて“ともだち”というテーマを

色々な視点から見る事が出来た素敵な舞台でした。 
            舞台鑑賞事業部 玉井正美 

アンケートより 
＊ 木の精がおもしろかったです。アルプスいちま

んじゃくが すごかったです。 
＊ 絵本も読んでみようと思いました。 
＊ 木の精役の人の演技がすごかったです。笛も上

手でした。みんな とてもあつそうでしたが、
とてもおもしろいげきをしてくれていいなと
思いました。（小 6女子） 

＊ 絵本は大好きで よく読み聞かせをしました。お
芝居で観ると迫力があって、オオカミときつね
のトランプ遊びの時は会場の子どもたちも引
きこまれ、目を輝かせて声を出し お芝居を楽
しんでいました。（おとな） 

城西ブロック  野口敦子・井上智子 
この例会は人気絵本『ともだちや』が原作ということでどん
な作品になるのだろうかとみんなが楽しみにしていました。『と
もだちや』のお話に「きのせい」ときこりたちのお話が絡み合
い、なんとも不思議な楽しい世界に引き込まれてしまいました。 
今回は、北・鴨川ブロックと一緒に当番をしました。事前に合同
ブロック会を持ち、食事をしながら、ワイワイガヤガヤと話し合
いをすることができたのが、とても楽しかったです。 
当日は子どもたちも、もぎり、あいさつ、プレゼント、そして片

付けと、よく活躍していました。みきゃん＋ダークみきゃんの紙袋
をプレゼントの前に渡すアイデアもよかったです。 

【舞台鑑賞事業部の取り組み】 

▶ともだちやブックトーク 講師 木村英理子 

９月２日（土）13：30～14：30 ハーモニープラザ活動室１ 参加 16 名 

※例会の原作「ともだちや」についてブックトークを行いました。 

作者：内田麟太郎氏や作画：降矢なな氏について.学び、原作の読み聞かせがありました。 

そしてみんなで絵本がどのように舞台作品になるかおしゃべりし、ワクワク期待がふくら 

みました。   ▼ブックトーク : あるテーマにそって、関連する何冊かの本を紹介する手法 

  

▶例会まとめの会 ９月 21 日（木）10：00～事務局 参加 4 名 

鑑賞部では例会後、当番ブロックの方々と、例会の感想や取り組みについて自由に話す時間をもっています。 

※舞台を鑑賞してみると 3 冊の絵本をうまく組み合わせて、見事な流れで構成されていました。 

※「ブックトークに参加してから、舞台を観たが期待を裏切らない作品だった。」「この作品は事後のブックトークがあっても

よいと思う。」など感想がありました。 

▶例会場で原作紹介 

北・鴨川ブロック  戎森まどか 
城西ブロックと合同でお手伝いをすることが出来ました。 
 ファミレスで 食事をしながらの打ち合わせ会は、子どもたち
の交流会にもなり、当日の挨拶・もぎりでは力を合わせて頑張
ってくれました。 
片付けは、担当ブロックの方がたくさん残ってくれ、劇団の方
とおしゃべりを楽しみながら、短時間で終えることが出来まし
た。おいしい小夜食は劇団の方の元気の素。心を込めて作ってく
れてありがとうございました。     

当番ブロックから          

３ 



自然とあそぼう！ともだちとあそぼう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✿プレキャンプ 
参加者説明と交流 

４ 

✿キャンプ 1 日目 
怒和島に向かって出発！怒和小のみんなと初対面でもすぐに友だちになりました 

 

✿キャンプ２日目 
漁船でクルージングと海水浴あっという間の 1泊 2 日ともだちになりました 

怒和小の子どもたちの感想 
☆班の人と仲よくしていい思い出が
できました。また砂浜運動会のビーチ
フラッグで１位になれてうれしかっ
たです。（5年） 
☆友だちがたくさんできました。フォ
トフレーム作りがたのしかったです。
キャンプランタンもたのしかったで
す。（3年） 
☆キャンプランタンでもうじゅう狩
のときに人数が合わなくて、みんなが
協力して行動しないといけなかった
のでとてもむずかしかったです。 
（6年） 
☆わたしがシーサイドキャンプでい
ちばんうれしかったのは友だちがで
きたことです。はんのみんなとなかよ
くかつどうできてとてもたのしかっ
たです。（2年） 

そうじ➡昼食➡オリエンテーション➡ 砂浜運動会(ビーチフラッグ・砂山・スイカ割り・磯の宝探し）➡フォトフレーム作り➡ 

起床➡軽い朝ごはん➡移動 ➡漁業体験（クルージング）➡朝ごはん➡ビーチで海水浴➡昼食 ➡アンケート記入 ➡片付け ➡ 

＼みてみて！こんなに仲良くなったよ！！／ 



ブロック日誌 

 

 
 
 
 
 
 
 
お鍋がおいしい季節になりました。お鍋は、短

い時間で調理ができ、お好みの味で、簡単に色々な

旬の食材をたっぷりいただけるのが嬉しいですね。 
冬野菜の大根やカブなど根菜類や長ねぎは、ビタ

ミン C が豊富で、体を温めてくれるとも言われてい

ます。また、ほうれん草や水菜は、子どもの成長に

も欠かせない鉄分やカルシウムが含まれ、β-カロテ

ンも豊富です。 
最近は、野菜特有の色素や香り、渋みの成分も注

目されています。植物が自らの身を守るために作り

だす成分で、私たちの体に嬉しい働きをしてくれる

ことがわかってきました。そして、野菜からは食物

繊維も摂れますね。いろいろな野菜を組み合わせて、

1 日 3 回の食事でしっかり食べられるように意識し

てみませんか。 
最後にお鍋を食べるときに注意してほしいのが塩

分です。旨みがたっぷりの煮汁は、美味しくてつい

つい沢山飲んでしまいがちです。塩分のとり過ぎは、

子どもの腎臓などに負担をかけてしまうので気を付

けたいですね。 
温かいお料理で、冬野菜のもつパワーをたっぷり

いただきましょう。 

（松山子ども劇場 21 理事・管理栄養士・竹内香里） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加した子どもたちの感想 
☆夜ねたりしてたのしかったです。このキャンプでいいけ
いけんができました。友達と遊んだりしておもしろかった
です。（伊台小４年） 
☆プレキャンプのときに体育館で生活も、上手にできるか
な？と思いました。きんちょうするなと思いました。じっ
さいにキャンプに参加してみてとても楽しいなと思いまし
た。（潮見小 3年） 
☆とてもたのしい 2017夏のシーサイドキャンプ。らいねん
もきたいです。（そが小 3年） 
☆ぜんぶ楽しかったけどとくに楽しかったことは、フォト
フレーム作り・クルージング・キャンプランタンです。（久
米小 3年） 
☆友だちもたくさんできてとても楽しかったです。またシ
ーサイドキャンプにおうぼしてきたいです。（味生第 2小 4
年） 
☆らいねんも新しい友だちを作って、みんなとたくさんあ
そびたいです。（清水小 2年） 

＼ありがとう 怒和島！！／ 

おいしく食べよう  no.11 

野菜はすごい !！ 
 ～冬野菜をいっぱい食べよう～ 

５ 

体育館の掃除➡港へ出発 ➡フェリー乗船➡高浜到着➡解散 

夕飯➡漁師さんの話➡歌の練習➡キャンプランタン➡就寝 

城西＆北・鴨川合同ブロック会 
8 月 25 日（金）19 時から 

9 月例会の当番の城西ブロックと北・鴨川ブ

ロックが、交流も兼ねて夕飯を食べながら担

当決めをしました。 
（大人 11 人・子ども 6 人の参加） 

東部城東そがブロック 
10 月 14 日（土）17 時から 

恒例の「いもたき」をブロック発信事業とし

て実施しました。劇場全体に呼びかけたこと

で子どもの参加があり、楽しいいもたき会に

なりました。雨の心配をしながらでしたが、

何とかもちそうということで公園で実施がで

きました。子どもたちはいもたきを食べた後、

夜の公園で思いっきり遊んでいました。 
（大人 27 人・子ども 17 人の参加） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖12 月 2 日(土)に観る人形劇『だるまちゃんとてん

ぐちゃん』を演じるのは、地元愛媛で 50 年にわたり活

動している「人形劇団どんぐり」です。主宰の山崎さん

は松山子ども劇場 21 の会員さんでもあり、広報紙コス

モスにも何度か登場していただきました。 

そんなご縁から、観ると演じるでは立場は違うけれ

ど私たちと同じように、子どもたちに生の舞台を届け

たいという思いで、地元愛媛で表現活動を続けている

方々のお話を聞きたいと、ツテを頼りに取材しました。

いただいた答えはどれも熱い思いにあふれていて、私

たちも仲間が増えたようでたくさん元気をもらいました。 

① 60年前 

② 子ども達に地域に 

根ざしたいいお芝居を、 

との事ではじめは児童 

劇団として旗揚げ 

③ 大人 5人 中高生 4人  

小学生 4人 計 13名 

(29年 10 月 9日現在) 

④ 観客に感動してもらっ 

たり考えてもらったりできるようなわかりやすく地域性

のある作品や普遍性のあるテーマを持つ作品が多い。 

⑤ 松山市総合福祉センター1F大会議室 

⑥ お客に何を伝えるか、何を感じてほしいか。 

⑦ 創立 60周年 記念公演 『ねこはしる』 

   日時：11 月 19日(日)18時～ 

   場所：松山市総合福祉センター大会議室 

⑧ 來嶋(くるしま)さん 090-4973-4550 

質問事項 
Ａ．グループについて 

①開始時期 ②きっかけ ③メンバー構成 
Ｂ．作品について 

④どんな作品 ⑤活動場所 ⑥大事にしていること 
Ｃ．その他 

⑦今後のイベント ⑧問合せ先など 

① おはなし会は 20年前からしていますが、「おはなし屋

えっちゃんとしては 10年くらいです。               

② 参加者と一緒に作り上げていく「おはなし会」のスタ

イル、特に「パネルシアター」「エプロンシアター」に

魅了され、始めました。 

③ 私一人です。腹話術の人形「どんぐりお」は居ます

が･･･。 

④ パネルシアター「ピヨちゃんのこんなになっちゃった」

シリーズ、「金のがちょう」など 30作品くらいありま

す。 

    エプロンシアター「おむすびころりん」「赤ずきん」な

ど昔話シリーズ。手遊びシリーズなど 20作品くらいあ

ります。 

環境マイスターとして「地球温暖化」「森林保全」「宇

宙のおはなし」のパネルシアター＆腹話術を合わせた

作品。 

⑤ 私が開催している「おはなしＣＡＦＥ」 

 絵本の店「コッコ・サン」・コープ久枝。 

保育園・幼稚園・小学校・中学校・大学・図書館・児

童館など。出張おはなし会として呼んで頂ければ、ど

こへでも参ります。 

⑥「まず自分自身が楽しむ！」をモットーにしています。 

⑦『昔なつかし遊びまつり その３』 

   日時：11月４日(土) 10時～15時 

   場所：松山市総合コミュニティセンター１Ｆ展示室 

⑧ おはなしＣＡＦＥ http://ohanashicafe.net/ 

 

 

 

 

✿大洲人形劇サークルへそ太郎 ✿人形劇グループＪＯＹ 

✿おはなし屋えっちゃん    ✿人形劇団どんぐり 

✿劇団こじか座        ✿夢くれよん 

✿中ムラサトコ              (敬称略) 

  ご協力いただいた皆様 ありがとうございました。 

   

 

① 平成 16年に、河野小学校読み聞かせボランティアの中の

有志が集まり「こうの読み聞かせ隊」を結成。その後、地

域ボランティアも加わり、「夢くれよん」と名前を改め、

８人のメンバーで活動しています。 

② きっかけは、河野小学校読み聞かせでの週 1回、10分間

の朝読だけに終わらず、年１回のイベントをと考えていた

ところ、講演会で影絵に出会い、すぐに挑戦！週１回程度

公民館に集まり、メンバーで知恵を出しながら、わいわい

楽しく製作・練習しています。 

④ 「とべないほたる」「さるかに合戦」「ありとキリギリ

ス」「おおかみと七ひきのこやぎ」「ごんぎつね」「はなさ 

かじいさん」「いっすんぼうし」などです。 

⑤ 上演は、河野小学校をはじめ、近隣の小学校、児童クラ

ブ、放課後こども教室、保育園、 デイサービス、などです。 

⑥ 影絵を通して、皆さんを 

メルヘンの世界へご招待。 

夢や感動を一緒に味わい、 

お話が好き！本が大好き！ 

になってほしいと、願いを 

込めて活動しています。 

⑧ 代表 土手内さん 

《おはなし屋 

えっちゃん》 

《劇団こじか座》 

《夢くれよん》 

６ 

舞台のうえのひと in えひめ 



                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 であいは 近くにあるよ！ 

⑥ 昔は見せる人形劇を作っていました。（どちらかという

と一方的に見せる人形劇でした。）今はできるだけ楽しい

人形劇を作っています。我々人形の遣い手と人形と観客

と、みんなで作り上げる人形劇です。子どもの笑顔を追

い求めてます。子どもの笑顔は大人を元気にします。我々

も含めて。全ての子ども達に生の人形劇を観てもらいた

いと思ってます。 

⑦ 人形劇団どんぐり創立 50周年記念公演 

11 月 21日（火）総合福祉センター（50人限定公演） 

    12 月 24日（日）松山市民会館中ホール 

  以上が一般公演です。それ以外の依頼公演が 11 月に 
１回、12 月に 5 回あります。 

① 20年前（今年の秋で歌手生活 20周年になりました。） 

② 長女が生まれて余計なことを考える暇もなくなってから、 

本当に自分がやりたいことは歌う事だとわかりました。 

③ 基本は一人。作る作品によって、ダンサーや、映像作家、 

音楽家とコラボレーションします。 

④ ・乳幼児のためのお芝居「ぐるぐる」俳優あさのかさねとの共

同制作、出演（2014年厚生省児童福祉文化財作品） 

・ドキュメンタリー映画「森の慟哭」中井信介監督作品のナレー

ション、楽曲提供 

・ドキュメンタリー映画「太平門 

消えた 1300人」松岡環監督作品の 

音楽制作 

・TVKテレビ 40周年記念制作アニ 

メ「ドロンコロン」伊藤有壱監督 

作品の声、歌の制作、出演、2012 

年より毎朝放送中 

・南海放送ドキュメンタリー番組 

「夕なぎ」のナレーション 

・コンテンポラリーダンスユニッ 

ト yummydance作品「女ぐるぐる」 

「よくみてごらん」音楽制作、出演 

・パイプオルガン＋歌＋ダンス作品「字のない手紙」オルガニス

ト原田靖子、ダンサー新井英夫との共同制作、出演  

・映像＋ダンスユニット hanbun.co作品「アタシノアシタ」共同

制作、出演 

・歌＋砂絵の作品「声のスケッチ」（DVD作品）「とりのうた」「蛍

の婿選び」（構成、演出 中ムラサトコ・サンドアート構成、制

作 田村祐子）による作品全国公演、出演 

・乳幼児のためのアートワークショップ「子そだては爆発だ！」

を横浜山手ゲーテ座にて開催中。企画、講師を務め 2018 年には

10周年を迎える。 

・そのほか、夫で造形作家のささきようへいとのワークショップ

ユニット jarijari にて、松山、今治、尾道を中心に音と造形で

の様々なフシギオモロワークショップを展開中。 

・自主レーベル「天然 packing」にて７枚のアルバムを制作、出版。 

⑤ 全国各地の劇場、カフェ、ホールなど様々な場所です。 

⑥ イマジネーション！ 

自分の中にイメージが湧いてきたとき、それを現実の形にして表

現することを続けること。素晴らしい共演者と組むことで、新し

いものが生まれること。そして、なによりも観てくださる人が心

の底から面白かった、人間っていいなあ！と感じてもらえるよう

な作品を作ることです。 

 

① 1989 年 12月創立 

② 宇和島おやこ劇場の会員たちで、いつも見る側の自

分たちが演じる側になってみよう･･･と。 

③ 40,50,60代の女性 ピアノ教師や美術の専門など含む 

④ ぶす、三まいのおふだ、おに六とへえ六、おかえ

し、ともだちやシリーズ、だんごどっこいしょ、あお

むしくん、ぞうさんのくれよん、サバンナのおふろ、

おばけのひっこし、ふしぎなバスケット、キャベツく

ん、どうするどうするあなの中、他 

⑤ 図書館、小学校、幼保、子育てサークル 

⑥ 子どもたちの心が、わくわくどきどきする作品づく

り、笑顔になる作品づくり。演じ手と子どもたちのコ

ミュニケーションを大切にしたいと思っています。 

⑧ 宇和島おやこ劇場 片山さん 

① 昭和 43年 4月からです。 

② 最初は児童健全育成を目的と 

したボランティア団体の中で人形劇を製作・上演する部門と

してメンバーを募集したものです。 

③ 50 代 60代の男 4人女 3人。普段は男二人で動きます。 

④ うさぎとかめ、だるまちゃんとてんぐちゃん、赤ずきんちゃ

ん、ちびくろサンボ、龍の目の涙 

⑤ 劇団としては活動場所を選びません。子ども会、幼稚園、保

育園、小学校、老人ホーム、病院等依頼があればどこへでも

出かけます。依頼元の準備していただいた会場で上演します。 

     
  
 

① 昭和 52年 

② 大洲市ＶＹＳ 

活動から、人形劇 

を行うグループが 

分離し、市内の保 

母さんに呼びかけ 

人形劇サークルと 

して発足 

③ 会員 8人(男性 3人 女性 5人) 

④ ジャックと豆の木、和尚さんと小僧さん、ほっかむ

り兵六 

⑤ 保育所、小学校、介護施設、児童館 

⑥ 「子どもたちに夢と希望と感動」をメインにしてい

ます。あと１つ、活動する中でいつも「どうか人の

争いがなくなり、自分の事も他人の事も大切にしな

がら生きていけるきっかけになりますように」と願

っています。 

⑦ 12 月 17日(日) 大洲児童館、喜多児童館で上演。 

 

《中ムラサトコ》音楽家、ボイスパフォーマー 

《人形劇グループ 

ＪＯＹ》 

《大洲人形劇サークル へそ太郎》 

《人形劇団どんぐり》 

７ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楽しいこといっぱい！ 

松山子ども 検索 

●発行・お問い合わせ● 

〒

松山市永代町 9－3－305 

Tel・Fax  
＜10月現在会員数 150人＞ 

 

ホームページ 
も見てね 

８ 

 

✿編集後記✿ 

いきなりお金の話で恐縮ですが、普段から支払いは現金
オンリーの私が、とある目的でポイントを貯めるためにク
レジットカードを持ち歩くようになりました。スーパーで
多少ビビりながらカードを差し出すとスッとレジを通して
おしまい・・世の中知らないうちに変わっているのですね。
そういえば、銀座で買物をする中国からの観光客は、スマホ
をかざして支払いを済ませる「なんとかペイ」がほとんどだ
とか。いずれ現金は社会から姿を消すのでしょう。 

当然あり続けると思っていたこと、存在を意識すらしな
かったものが消えていき、見慣れないものや新しいシステ
ムがいつの間にか社会に存在し始める今の時代は、近い将
来のことすら見通せなくなっています。その中を生きてい
く子どもらに、いったい何を身につけさせたら良いのか悩
むところです。(Ｍ.Ｍ) 

☆―賛助会員募集―☆ 

財政的な支援で、松山子ども
劇場 21の活動を支援して下さる
方を募集しています。 

個人  3,000円/年 
     5,000円/年🌼 
団体 10,000円/年🌼 
✿舞台鑑賞例会に年一回 
ご招待いたします。 

み る 

あそぶ 

まなぶ 

【第 103回舞台鑑賞例会】 

だるまちゃんと 
 てんぐちゃん 
人形劇団どんぐり 

１２月２日(土)14:30～15:30 

コムズ多目的室 

 

201７年１１月～ 

【第 104回舞台鑑賞例会】 

きんぎょがにげた 
影絵音楽団くぷくぷ 

2018年３月１日(木)19:00～ 

コミセン 企画展示ホール２F 

 

 
ジャワ島の影絵芝

居とガムランの生

演奏。滅多にない機

会です！ 

 愛され続けて 50 年！

人形劇も原作も☆ 

11月 25日(土) 10:00～12:00 

コムズ４階和室 
☆毎日お子さんとどんなお話をしていますか？

マッキーこと山本万喜雄先生によるユーモア

たっぷりのお話しで、子育ての不安や悩みを

軽くしませんか？ 
 

2018 年 2 月 12 日(月・祝) 10:00～ 
コムズ・堀之内公園・松山城 
 
✧今度の修行の舞台は松山城じゃ。 

頭も体もフル回転、こころしてかかれよ！ 

 

(詳細、参加募集については 1 月発表) 

☆にんじゃになるんじゃ!! その２ 

松山子ども劇場 21 の

Facebook ページへは 

こちらからどうぞ↓ 

こころが軽くなる♪子育て講座 

♡恒例のお楽しみ♡  
春のキッズフェスタも計画中！まっててね！ 

☆冬の里山であそぶ №1 
１２月１０日(日)  
 
・淡路峠に登るよ。おりたらおやつにピザ！ 


