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舞台は心の栄養
愛され続けて 50 年
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
2017 年 12 月 2 日（土）14：30～
コムズ

多目的室

ほのぼのと、落ち着いた感じが漂う例会でした。
奇しくも、人形劇団どんぐりさんも原作の「だるまち
ゃんとてんぐちゃん」も、
『50 周年』という節目の年を
迎えての例会となりました。
その 50 年間は、多くの子どもたちに愛され続けた
50 年だったと言えると思います。ただ原作の中には今
の子どもたちにとってはふだん聞き慣れない言葉も含
まれており、これからも「愛され続ける」作品である
ためには、脚本の中にそのあたりの解説なども盛り込
んでみるなどの工夫もあるとわかりやすくなるので
は、などの感想も上がりました。
担当ブロックからは、
「久しぶりに例会の手伝いを
したが、舞台裏の様子や演じ手の汗も見聞きすること
ができてよかった」という声が寄せられました。
現役の子どもたちだけでなく、昔子どもだった大
人たちもいろいろな意味で楽しめた、
「50 年」という時
の重みを感じさせてくれた例会でした。
舞台鑑賞事業部 木村英理子

みんなの声

アンケートより

※ いろんなものをだしておもしろかったです。
※ だるまちゃんが、もちつきで、お父さんにきねで手をつか
れるところがおもしろかったです。ほかにも、だるまちゃん
が、てんぐちゃんのものを真似するために、家で探す場面は
全部おもしろかったです。
※「だるまちゃんとてんぐちゃん」の絵本は大好きで、どんな
人形劇になっているのか楽しみながら観させてもらいまし
た。お父さんだるまに頼りながらも、思うものがなければあ
る物で代用するだるまちゃんの姿を今の子ども達は、どう受
け止めたのでしょう。これからの子ども達には、だるまちゃ
んのように豊かな発想力で自分だけの宝物を見つけてほしい
なあ… （おとな）

【舞台鑑賞事業部の取り組み】

だるまちゃんとてんぐちゃん
ブックトーク 講師 木村英理子
11 月 12 日(火)

10:30～11:30

コムズ

和室

今回は「だるまちゃんとてんぐちゃん」を中心にしました。
加古里子（かこさとし）さんの人物像を掘り下げ、と

当番ブロックから
ブロ クのまとめ
最近子どもが少なくなってきた小町ブロックです

ても良いブックトークとなりました。1968 年～1996 年まで

が、挨拶やもぎりを担当してくれた小学生の人たち

の 6 作品を読んで、長く愛される作品の本質を感じ取ることが

は、自分たちで相談してしっかり役割を果たしてく

できました。

れました。見ていてとても頼もしく感じました。

原作者

今回の当番は、どんぐりさんのお気遣いで小夜食
や打ち合わせは不要とのことでした。
昼間の公演ということもあって、昼頃に集まり、
夕方には解散という短めのお手伝いです。気持ちに
余裕があったためか、いつもよりも観劇に浸ること
ができた気がします。プレゼントには、ビールとお
つまみを選びました。一仕事終えて美味しいお酒を
飲んでもらえたかな…？
小町ブロック ブロック長 永山 真理子

２

舞台鑑賞事業部

初めて出会った「ジャワ文化」
みんなの声 アンケートより
☆

第 104 回舞台鑑賞例会

リズムのいい音ときれいなかげ絵でとてもたのしかったで

『きんぎょがにげた』

す。すごくこまかい絵の元を皮で作っているのがすごいと思

2018 年 3 月 1 日（木）19：00～

いました。

コミセン

☆ 私は一番最後のお話が面白かったです。
ワニをどんどんわたる方法を考えるのが面白かったです。めっ
たにさわれない楽器をさわれて良かったです。
☆ 音楽もすごくよく、金魚も難しいところに隠れ、難しいのが
いくつかありました。３こめの話もはくりょくがありインド
ネシアの楽器もよかったです。

☆ 作品も音楽もとても良かったです。大人が見てもカラフルで
幻想的で引き込まれる世界観でした。子どもたちも一緒に歌
ったり楽しそうで、良い観劇体験になったと思います。また
他の作品も見てみたいです。

影絵音楽団くぷくぷ
企画展示ホール２Ｆ

平日木曜夜の例会でしたが、観客は会場いっぱい、
100 名以上で鑑賞しました。未使用の鑑賞券で友だち
を誘ったり、チケットの人も多く参加していました。
チラシや声かけで、
「本格的なジャワの影絵と音楽を
観たい！」と期待の表れだったと思います。
オリジナル・原作が絵本・ジャワの物語と 3 種類
の小作品で構成されており、小さな子どもたちも集
中して鑑賞することができました。
ガムランは自然の素材から出る生の音。単純なメ
ロディが繰り返されて、やさしい声と分かりやすい
唄。ガムランとワヤン（影絵）で、不思議で幻想的
な世界が作りだされました。
作品上演後には、交流会があり、楽器や人形に触
れることができました。ワヤンはとても精巧で色鮮
やかで美しく、実際に動かしたり、楽器の音を出し
たりすることができました。ジャワの伝統芸能に触
れる貴重な経験となりました。
舞台鑑賞事業部 上松君乃

～事後交流会～
公演後交流会がありました。

人形にさわって動かした

り
くぷくぷさんにお話しを訊くことができました

当番ブロックから

ブロックのまとめ
道後ブロックと東部城東そがブロックで、一緒に当番

をしたことで大人も子どもも交流ができ新しい輪がで
きました。幼児から小学生の子どもたちは、慣れない手
つきで「もぎり」
「始まりの挨拶」
「プレゼント渡し」
（甘
平みかん他）と役割がしっかりできました。ロビーでは
「きんぎょがにげた」の絵本にちなんで、画用紙で作っ
た金魚に思い思いの目を描き大きな水槽の壁画を完成
させました。劇の後でガムラン楽器やワヤン人形に触
れ、実際に動かすことで劇を見るだけでなく貴重な体験
ができ、当番例会が心に残るものとなりました。
道後ブロック

井上 麻里

３

ロビーでは・・・
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ࡁ   ᖺ  ᭶  ᪥ ᅵ㸧㹼
ࡇࢁ ࢥ࣒ࢬ  㝵 ᐊ
ཧຍ⪅  ே 
ຓゝ⪅  ᒣᮏ႐㞝ඛ⏕ ⪷࢝ࢱࣜࢼᏛᩍᤵ 

    

    ࠕỿ㯲䞉ほᐹ䞉⌮ゎ䞉⪺䛟䛣䛸䛃㻌
Ꮚࡶࡢࠕຊࠖࢆᘬࡁฟࡍࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ
ẖ᪥ࡢ⏕άࡢ୰࡛ࠊ࠾Ꮚࡉࢇࡣ࠸ࡘࠊࢇ࡞ヰࢆࡋ
࡚࠸ࡲࡍ㸽ぶᏊࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ヰࡋࠊ
Ꮫࡪሙ࡞ࢀࡤᛮ࠸ㅮᗙࢆ㛤ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕ㢼࿅ࡸᐷࡿ๓ࡢᕸᅋ࡛ࡢヰࢆษࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ
ࠕ⏨ࡢᏊࡣษ࡞ࠊኚ࡞ᛮ࠸ࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶࡑࡢ
ヰࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸࣭࣭࣭ࠖ
ࠕᏊࡶࡢ⯆ࡢ࠶ࡿࢆ⌮ゎ
ࡋࠊ୍⥴ᴦࡋࡳࠊヰ㢟ࡍࡿࡇ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆᅗࡿࡇࡶษឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ࡞ࠊཧຍ⪅ࡣ
࠸ࠊࡈ⮬ศࡢ࠾ᏊࡉࢇࡢᵝᏊࡘ࠸࡚⮬⏤ㄒࡾྜ
࠸ࠊᨵࡵ࡚⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
ᒣᮏ႐㞝ඛ⏕ࡽࡣࠊ
ࠕᏊࡶࡢ⫱ࡘ㐨ࡍࡌࠊⓎ㐩ࠖ
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠊゝㄒ⫈ぬኈࡢ୰ᕝಙᏊ
ࡉࢇࡢ DVD ࡢ⤂ࠊ
୕ẁ㔜ࡡࡢ⬻ࡢᵓ㐀ࡣࡓࡽࡁࠊ
Ꮚࡶࢃࡿែᗘࡢᇶᮏࡣࠕỿ㯲࣭ほᐹ࣭⌮ゎ࣭⪺
ࡃࡇࠖࡢ 4 ࡘ࡛࠶ࡿ࡞ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
Ꮚࡶ㛵ࡍࡿ♫ⓗ࡞ࡋ࡚ࠊኪ㛫ಖ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ
ヰࡀ࠶ࡾࠊ▱ࡿࡇࡢษࡉࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ

'9'ࠕࡇࡤࢆ⫱࡚ࡿㄒࡾࡅ⫱ඣࠖࢆࡳࡿ
┘ಟ࣭ᣦᑟ 㸸୰ᕝಙᏊ㸦ゝㄒ⫈ぬኈ㸧

ࡁ   ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧㹼
ࡇࢁ ᯇᒣᏊࡶሙ  ົᒁ
ཧຍ⪅  ே
 ᭶ࡢㅮᗙ࡛ᒣᮏඛ⏕ࡽ⤂ࡢ࠶ࡗࡓ㹂㹔㹂ࢆほࡿຮ
ᙉࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕᏊࡶࡢゝⴥࢆ⫱࡚ࡿࡣ࠺ࡋࡓ
ࡽ࠸࠸ࡢ㸽ࠖࡢၥ࠸ᑐࡍࡿࠊẕぶࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࠊ⪃࠼᪉
ࡘ࠸࡚ලయⓗᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

‒

 ୕ޜẁ㔜ࡡࡢ⬻ࡢᵓ㐀͐㙾㣰࠼࡚
ୗẁࡢ࠾㣰ࡣࠕࡽࡔࠖࢆࡘࡉࡿ⬻ࠋ
ୖẁࡢ࠾㣰ࡀࠕࡇࡇࢁࠖࢆࡘࡉࡿ⬻ࠋ
୍␒ୖࡢࡗ࡚࠸ࡿᶳࡀࠕࡇࡤࠖࢆࡘࡉࡿ⬻ࠋ
ࠕࡇࡤ⫱࡚ࡣࠊࡲࡎࠊࡽࡔࡇࡇࢁ⫱࡚ࡽࠖ

䝤䝻䝑䜽᪥ㄅ㻌

ே⏕ 㻝㻜㻜 ᖺ௦䜢㻌
⏕䛝䜛Ꮚ䛹䜒䛯䛱㻌
ᅜ㐃ࡢ᥎ィࡼࡿࠊ ᖺࡲ࡛᪥ᮏࡢ  ṓ௨ୖ
ேཱྀࡣ  ேࢆ✺◚ࡋࠊࡑࡋ࡚ࠊ ᖺ௨㝆᪥ᮏ࡛
⏕ࡲࢀࡓᏊࡶࡢ༙ศࡣࠊ ᖺ௨ୖ⏕ࡁࡿࡇࡀணࡉ
ࢀࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࢇ࡞௦ࢆ⏕ࡁࡿᏊࡶࡓࡕࡀࠊ㛗࠸ே
⏕ࢆศᴦࡋࡴࡓࡵࡣࠊࡲࡎࠊᚰ㌟ࡶᗣ࡛࠶ࡿ
ࡇࡀษ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
Ꮚࡶࡢ㡭ࡽṇࡋ࠸㣗⩦័ࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇࡣࠊ
ᗣ
࡞యࢆࡘࡃࡾࠊᑗ᮶ࠊ⮬ศ⮬㌟࡛⮬↛ᗣࢆ⟶⌮ࡍࡿຊ
࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᗣⓗ࡞㣗ࢆ⪃࠼ࡿࡁࠊᰤ㣴ࡢ㉁㔞ࠊ㣗ရࡢ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡼࡿᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࡣษ࡛ࡍࡀࠊ᭱㏆ࡣ࠸ࡘ࣭ఱ
ࢆ࣭ࡢࡼ࠺㣗ࡿ࠸࠺ࠕ㛫ᰤ㣴Ꮫࠖࡀὀ┠ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡼࡃ⪺ࡃゝⴥ࡛ࡍࡀࠕ᪩ᐷࠊ᪩㉳ࠊ
ᮅࡈ㣤ࠖࢆᇶᮏࠊ⏕άࣜࢬ࣒ࢆษࡋ࡚࠶ࡆࡓ࠸࡛ࡍ
ࡡࠋ✵⭡࡛㣗ࡢ㛫ࢆ㏄࠼ࠊㄡ୍⥴ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁヰ
ࢆࡋ࡞ࡀࡽࡢ㣗ࡣࠊ࠾࠸ࡋࡃࠊᴦࡋ࠸㛫࡞ࡿ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋࡲࡓࠊ㣗ࡣᡂ㛗ᮇࡢᏊࡶࡗ࡚ࠊయ࡙ࡃࡾࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ
ᚰࡢ⥴ࠊ
ឤᛶࡢⓎ㐩ࡶࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡲࡍࠋ
 㣗ࡘ࠸࡚⮬ศ࡛⪃࠼ࠊ㑅ࡧࡿຊࢆ㌟ࡘࡅࠊ
ࠕ⮬ศ
ࡢయࡣ᪥ࠎ㣗࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖࡇࡸࠊᗣ࡛
࠶ࡿࡓࡵࠕࡋࡗࡾ㐟ࡧ㸦㐠ື㸧
ࠊ࠾࠸ࡋࡃ㣗࡚㸦ᰤ
㣴㸧
ࠊࡄࡗࡍࡾᐷࡿ㸦ఇ㣴㸧
ࠖࡢษࡉࡣ⏕ᾭኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ
࡞ࠊᑗ᮶ࡢᗣࡢⅭࠊᡂ㛗ࡢࠎᏊࡶఏ࠼ࡓ
࠸࡛ࡍࡡࠋ
 㸦ᯇᒣᏊࡶሙ 21 ⌮ ⟶⌮ᰤ㣴ኈ ➉ෆ㤶㔛㸧

Ϥ↝↖ޛⅱ↫ⅵ≆
䖩㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻝 ᭶ 㻞㻝 ᪥䠄᪥䠅㻌
ཧຍ⪅ 㻝㻤 ே㻌
䠘䛔䛔ኳẼ䛻ᜨ䜎䜜䛯ᮌ䛣䜚య㦂䠚㻌
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿䚸䛝䛺ᮡ䛾ᮌ䜢䛂䛾䛣䛞
䜚䛃䛷䝣䞊䝣䞊ゝ䛔䛺䛜䜙ษ䛳䛶䛔䜎
䛩䚹䛚䛻䛿䛚䛔䛧䛔㇜Ồ䜢䜏䜣䛺
䛷㣗䜉䜎䛧䛯䚹ᒣ䛾⮬↛䛿Ꮚ䛹䜒䛯䛱
䛾ᚰ䜢䜖䛳䛟䜚䜋䛠䛧䛶䛟䜜䜎䛩䚹㻌
㻌
䖩㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻝㻜 ᪥㻔᪥㻕㻌
ཧຍ⪅㻌 㻝㻣 ே㻌

㬞ᕝࣈࣟࢵࢡ ᇼỤ᪂ụ࿘㎶ࡢᤲ㝖
2018 ᖺ 3 ᭶ 3 ᪥㸦ᅵ㸧
㸦ே 9 ேᏊࡶ 4 ே㸧

▼❔䛷䝢䝄䜢↝䛔䛶㣗䜉䜎䛧䛯䚹ᜏ
䛾ῐ㊰䞄ᓘ䛾䝝䜲䜻䞁䜾䜒䛧䜎䛧䛯䚹㻌

⮬↛ࢆษࡋ࡚࠸ࡇ࠺ጞࡵࡓάືࡀ
ᖺᗘࡶ⥅⥆࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
㻡㻌

ಏ ẲẟẮểẟẾỌẟὲᴾ
Ჲ࠰Ხஉ᳸

ǈ ǔ

ƋƦƿ

ࡁࡓࡸࡲࡼ࠺ࡇࡉࢇཎసࡢ
ࠕ࠸ࡠ࠺࠼ࡃࢇࡀࡸࡗ࡚ࡁ
ࡓࠖࡢேᙧ㸟㸟

⅓ବ↝−⇕∐⇎∞⇝∍∙‒
※ Ⴤዮӳᢃѣπ‒ئ⇽∙∉⇓ט

࠙➨  ᅇ⯙ྎ㚷㈹ࠚ

ƓǋƠǖƛƖơǐƏ

 உ  ଐ ଐ ᳸

ʴ࢟т ׇʮᑸ

 ƝƸǜƱǫȬȸǛ˺Ǔƨƍʴȷᐯဌƴ

ᲰஉᲬᲮଐ ଐ ᳸
ǳȟǻȳ˖ဒޒᅆțȸȫ  ᨞

ᑮဃưƋƦƼƨƍʴȷܰƠƋƦƼǛƠ
ƨƍʴƋƭǇǕȸᲛᲛ

ࣆࢽ࢝ࡢྍ⬟ᛶࡣ↓㝈

⭎ࡁࡢ₇ዌᐙࡓࡕࡢ⇕࠸

࠙➨  ᅇ⯙ྎ㚷㈹ࠚ

ȔǢȋǫƷᮂᘐࠖ

⸩㦮偞↩ቑሷ㫗␔

ǵǦȳȉȝǱȃȈ

   㦗  㡴 ⦮ 
ᨺ᧤℗⸩᧥
ነኼኘዐ䶻᧭↩巿⸳


ᲫᲬஉᲫᲯଐ  ם᳸
ǷǢǿȸƶƜ

Ꮚࡶሙࡢࡇࢀࡽࡘ࠸࡚
ဨࡢⓙࡉࢇ࡛⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺

ᑠࡉ࡞Ꮚࡶࡽேࡲ࡛
ᴦࡋࡵࡿࣇࣥࢱࢪࢵࢡ࡞
ᴦࡋ࠸≀ㄒࡀ㣕ࡧฟࡋࡲ
ࡍ㸟

̿ۼ㈶ຓဨࡢࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ̿ۼ

࠙➨  ᅇ⯙ྎ㚷㈹ࠚ

⃝ஂᾏᏊ ᵝ

ȑȳȈȞƷረ

୰す ᬛ ᵝ  ᯇ⏣ ྩᏊ ᵝ

୕ዲ భ㍜ ᵝ  Ώ㎶ ಙᏊ ᵝ

ǫȳǸȤȞȷȞǤȠ

ᯇᒣᏊࡶሙ  ࡢ
)DFHERRN ࣮࣌ࢪࡣ
ࡇࡕࡽࡽ࠺ࡒЎ

 ࠰Ჭஉ  ଐ  ם᳸

ǷǢǿȸƶƜ

䖪䇷㈶ຓဨເ㞟䇷䖪㻌
㈈ᨻⓗ䛺ᨭ䛷䚸ᯇᒣᏊ䛹䜒
ሙ 㻞㻝 䛾άື䜢ᨭ䛧䛶ୗ䛥䜛
᪉䜢ເ㞟䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌

ಶே㻌 㻌 㻟㻘㻜㻜㻜 㻛ᖺ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻘㻜㻜㻜 㻛ᖺಐ
ᅋయ㻌 㻝㻜㻘㻜㻜㻜 㻛ᖺಐ

⦅ޜ㞟ᚋグޜ
 ࡇࡢࡽᑠᏛᰯࡢ㐨ᚨᩍ⛉ࡀࡣࡌࡲࡾࡲࡍࠋࡲ࡛ࡶ

䙊⯙ྎ㚷㈹䛻ᖺ୍ᅇ㻌
䛤ᣍᚅ䛔䛯䛧䜎䛩䚹㻌

㐨ᚨࡢᤵᴗࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ
ࠕ㏻▱⾲ホ౯ࡀࡘࡃࡇࠖ
ࠕᩍ⛉᭩ἢࡗ࡚ᤵᴗࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࠖࡀࡁࡃኚࢃࡿ

䖃Ⓨ⾜䞉䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䖃㻌

ࡢࡔࠋࡇࢀࡘ࠸࡚࿘ࡾࡢᏊࡶࡽࡢ⋡┤࡞ឤࡣࠊ
ࠕホ౯ࡉࢀࡿࡢࡣࣖࡔ࡞࠵ࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ᮶ᖺ
ࡽࡣ୰Ꮫᰯ࡛ࡶ㐨ᚨࡢᩍ⛉ࠊᑠ୰㧗ࡶⱥㄒࡢᤵᴗෆᐜ
ࡀᖜኚࢃࡿࠊᑠᏛᰯ࡛ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢᤵᴗࡀጞࡲࡿ
࡞࡞ࡢ͆ᨵ㠉͇ࡀᚅࡕᵓ࠼࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ࡛ࡉ࠼
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡶぢ࡚ࡡ

ᛁࡋࡃ࡚㐟ࡪ㛫ࡀ↓࠸Ⴣ࠸࡚࠸ࡿᏊࡶ㐩ࠋࡺࡗࡓࡾ
⮬ศࡽࡋࡃ㐣ࡈࡏࡿ㛫ࢆࡘࡃࡗ࡚࠶ࡆࡿࡓࡵࠊேࡀ

ᯇᒣᏊࡶ

࡛ࡁࡿࡇࡣ࡞ࢇࡔࢁ࠺⪃࠼ࡲࡍࠋ㸦+㸧

Ƅ

ࠊޛ൨ˊထ ᲧᲧ
᳨⣴

6GNȷ(CZ

㸺 ᖺ  ᭶⌧ᅾဨᩘ  ே㸼

㸴

