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お知らせ・４コマまんが
玉入れの結果を 息をのんでみまもる子ども

財団法人 日本ユニセフ協会
愛媛県支部 事務局長

子どもたちの笑顔に支えられて
みなさんは、平均寿命が 35 歳の国を知ってい
ますか？ストリートチルドレンや水汲みで一日が
終わる厳しい環境にある子どもたちの姿をイメー
ジできますか？世界には 22 億人の子どもがいる
といわれており、貧困下(1 日 1 ドル以下)で暮ら
す子どもは約 10 億人と伝えられています。
今から 5 年前のこと・・・縁あってアグネス・チャ
ンさんの講演会を聞くことができました。開発途
上国では子どもをたくさん産む。それでも生まれ
た子どもが皆大きく成長できる保障はどこにもな
い。産まなきゃ・・と焦るように産んでも栄養不足
や保健指導、医療環境が行き届いておらず亡く
なってゆく現実。そしてまた・・・産む・・・
私は四人の子どもの母親でもありますが、不自
由なく子どもらしく育てられる環境が、生まれた国
によってこんなに違うことに疑問とショックを感じ
ました。それから「地球のステージ」主宰の桑山
医師に出会うことができました。逆境の中で生き
ている子どもたちは、かわいそうという私の先
入観は吹き飛んでしまいました。多くの子どもた
ちが、満足に食べられないでいるのに皆、笑顔
が輝いている。どんな状況の中でも「生きる」こと
に懸命に頑張っている。私はこの子どもたちの

笑顔を応援したいと願いました。そして、日本の
子どもたちに、輝く笑顔、子どもたちのことを伝え
たいと思ったのです。ある意味かわいそうなのは
日本の子どもたちかもしれません・・・
私はいま・・・世界の子どもたちのことを皆さん
に「知る」「関心をもってもらう」活動を Unicef とい
う組織の中でしています。愛媛県内の小中学校、
大学、一般の集まりなどに出掛てゆき、ワークショ
ップや講話をしています。私たちに何ができる
の？何をすればいいの？多くの質問を受けます
が、人それぞれ、答えは違っていていいので
す。
60 数年前、戦争に負けた日本はとても貧しい
国でした。豊かになつた今こそ、地球の未来を
託せる子どもたちに明るい未来をプレゼントでき
るのは、私たち大人の大切な特権です。

谷岡 美佳

たにおか みか
伊予市在住
娘 19 才 17 才 息子12 才
11 才の四人の子育てをし
ながら unicef 支援活動を
行っている。
趣味は、ハーブのお庭づ
くり、季節をとおして手作
りを楽しむこと。
映像と歌で届ける

地球のステージ１

The world was not left to us by our
parents,it was lent to us by our children．
「この大地は祖先から譲り受けたものではない。
子孫から借り受けたものである。」

2009 年 3 月 20 日(金･祝)
19:00 開演
松山市民会館 中ホール

(ＮＹ本部 1 階ロビーに掲げられている言葉。ナバホ族

NPO 法人地球のステージ

の言い伝え。)
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企画･出演 桑山 紀彦

知覧･青春

〜アイ・アム・ヒア〜

劇団道化

思春期の子どもたちへ・・・

2008 年 9 月１８日

舞台鑑賞事業部 Ｔ．Ｋ

7 月末に行われた「劇団 道化」代表理事 篠崎省吾さんの講演会に参加し、
「知覧・青春
〜アイ・アム・ヒア〜」への期待も高まりながら、本番を迎えました。
当日は戦時中の話ということもあり、いつもの例会に比べ年齢層の幅の広い会場でした。
さて、舞台の幕が開き…主人公と特攻隊員の恋と青春がテーマということで、構えて座っ
ていた中学生の男の子たちはじめ子どもたちも、随所で笑いを誘った場面や（会員のエキス
トラ出演も大いに盛り上げてくれました）
、静かに出発の別れを伝える場面に涙し、この青
春物語にぐいぐいと引き込まれていったようです。
戦時中の暗く、辛い日々の中にも日常の生活があり、恋も笑いもあった。ただ生きて存在
していることを喜びたい。そして反戦への思い。そんな舞台に寄せる思いが会場の中で共有
され、感動の渦となって心の中に染み渡ってきました。
本当に上質な時間をすごしました。もっともっと、
人間の滑稽さ・素晴らしさ
たくさんの中高生に観てもらいたかった…そんな
気持ちで帰途につきました。
戦争の悲しさを伝えたい
この劇の脚本は︑篠崎氏が鹿児島
県内の子ども劇場の青年たちと共
同してつくったことが話された︒そ
して八ヶ月間にわたる台本作りを経
て︑この作品が完成した︒

☆ 戦争の時は自由に恋愛ができなく
て︑好きな人に好きと言えなかった︒で
も好きな人の近くにいるだけですごく

幸せだったんだなと思った︒鹿(児島の青
年メンバーの感想 )
☆ 青年たちは最初︑知覧の特攻隊を
やると話があったとき︑﹁
かかわりたく
ない﹂
というのが本音でした︒特に戦争
物は暗いからいやだと︒けれど劇団か
らの熱いメッセージで︑自分たちと同じ
世代の若者の生き方を話しあうことが
でき︑戦争や平和を考えるきっかけに

なりました︒鹿(児島県子ども劇場協議
会事務局 藤英子さん )

当日資料より抜粋

会員 役者に変身

2008 年 7 月 27 日(日)
篠崎省吾氏 講演・事前交流会
松山市総合福祉センター中会議室
多くの中高生・青年を含め 34 人参加

この例会では、子ども２、大人３ 計５人の会員が舞台に特別出演
しました。親しみ、楽しさが一段と増したお芝居となりましたね。
出演したのはほんの短い時間でしたが楽しかったです。演劇経
験の全くない私にとっては、貴重な体験ができたことに感謝していま
す。出演している時は、次のセリフ…とかタイミング…とか大きな声を
出さないかん!!っていう気持ちでいっぱいでした。
リハーサルでは、セリフ覚えてない、声は出てないで、劇団の人に
指導を受けていましたが、演技って難しいなと感じた瞬間でした。
そして、終わってからは、自分の別な一面を見られたようで少し恥
ずかしい気持ちもありましたが、やりとげたことの達成感と回りの人か

Ｅさん Ｔさん 劇団道化の西村さん Ｒさん

らの「よかったよ」っていう一言がうれしく感じました。
(Ｏ．Ｉ

青年)

劇が始まって私の出番までの 1 時間ぐらいは
落ち着いてみていましたが、出演する時になっ

例会当番は西・伊予ブロックでした。

てすごく緊張しました。でも舞台の上からお客

小夜食は・・・瀬戸内サラダ 炊き込みごはん

さんはよく見えていました。演技は劇団の人か
ら教えてもらって、セリフはありませんでした。
一番心に残っているのは、横で私と同じセー
ラー服を来ていた大人の人です。その人がとて
もおもしろかったです。 (Ｏ．Ｔ 小 6 談)
Ｍさん

Ｉさん

２

いもたき かぼちゃプリン
帰りに道後温泉に入っていかれるかな？
ということでタオル・石鹸 ･入浴剤・酎ハイ・みかん
麻の手編みのかごにセットして５人
の役者にプレゼントしました。

３人のひょうげもん しょうぼうじどうしゃじぷた

劇 団道 化

子どもにこにこ 大満足

感 想

2008 年 9 月 23 日

舞台鑑賞事業部

Ｋ．Ｋ

てくてく…パラレロ…と、軽快な歌声で 3 人のひょうげもんが、意表をついて後方から
登場。あっという間に会場中が 3 人に惹きつけられた。第 1 部のなにができるかなでは、
身近にある食材や生活用品が動物たちに早変わりして動き出し、生命が吹きこまれていっ
た。創造が弾けて、心底楽しめるお芝居だった。
第 2 部のしょうぼうじどうしゃじぷたは、役者より多い 4 台の（消防）自動車や背景
などのセットを、3 人で流れるように分担されながら芝居が進められた。終始、パワフル
な人形の動きと声に感心し通しだった。
子どもたちは、どちらの芝居も好奇心や集中力を欠かすことのない様子だったが、明ら
かに心の中は違っていたように見えた。なにができるかなでは、
「ウヮ〜！」
「ヘェ〜。
」
という驚きや楽しさを一人ではなく横の友達や親子で分かち合いながら。じぷたでは、ま
るで自分の姿とちびっこのじぷたを重ね合わせ、声にこそならなかったが、
「じぷたがん
ばれ〜!!」と祈るような面持ちで観ていたようだった。
終了後は、ホッとした安心感と、心から笑った満足感でいい気持ちだったのではないだ
ろうか。

♪さいしょは仲間はずれにされていた

♪てくてく、てくてく、パラレル、パラレル♪・・・

じぷたくん。さいごになかよくなれ
てよかったです。またあうことをた
のしみにしてます。♪
(7 才)

また、おもしろいげきを見せて下さい。(8 才)

♪表現豊かな劇団の方に見入り、大笑いする我子
を見るのもおもしろかったです。 (おとな)

例会当番は城南ブロック

例会３週間前

CATV (ケーブルテレビ)出演
４才のまさと君と幼稚園年長のゆうせい君がお母さ
んといっしょに、じぷたの劇が来ますよ、とテレビでお
知らせする「たうん広場」の収録を体験しました。本番
はあっという間に OK が出てびっくり。将来はテレビ局
で仕事をしたいゆうせい君は、カメラマンとお話して
記念写真も撮ってもらいました。

例会当日

開演１時間前に例会当番は、大人も子
どもも劇団の人と輪になって顔合わせと打ち合わせ
をします。力をあわせて例会をつくっていく気持ちに
なります。はじめて当番をしたＭさんは、
「劇団の人
と言葉を交わし、距離を近く感じることができて役者
さんの素の顔が見られました。会員になるとこんな経
験ができるんですね。
」と話していました。

11

べて一から勉強し直しま
す︑といったおはなしにも
みんなから﹁へえ〜 ﹂
の声があがりました︒
自由に乗ったり︑触った
りできなくて子どもたち
は残念だったかもしれま
せんがいつよばれてもい
いように︑物が完璧に整頓
されて入っていたり消防
士さんたちの機敏な動き
や訓練を見ながら︑人の
命・安全を守る仕事ならで
はと︑感じることができた
のではないでしょうか︒貴
重な体験ができました︒
︵城南ブロック︶
!!

３

11
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舞台のあとは消防署見学

月 日 土( )松山市 南消防署
子ども 人 大人 人参加

お芝居を観た後に本物
の消防自動車を近くで見
せてもらえるなんて嬉し
いなあ ･･･
と家族四人で
参加しました︒
救急車の中に初めて入
りました︒また︑実際に
ポンプ車のホースを持た
せてもらい︑部品一つず
つが結構重い印象を受け
ました︒
消火用の服装をお父さ
んが実際に着用して体験
させてもらい︑こんなに
重い服を着て︑きびきび
とした動きをされている
ことに驚き︑感心したそ
うです︒また︑新しいレ
スキュー車になって装備
が最新になったので︑す

10

「あかずきんちゃん」
「いいものみ〜つけた」
人形劇団ののはな
２００８．１０．３１（金） 県民文化会館 別館
１１． １（土） 潮見公民館
松山市鷹子老人福祉センター

すぐれた生の舞台作品との出会いによって、
人と交わることの素晴らしさを感じ、生きてい
ることの幸せを実感する体験を「ひとりでも多
くの子どもに届けたい」と願い今年も実施した
シアタースタート。実行委員一人ひとりが肌で
感じた『感激の観劇録』をお伝えします。

初めて舞台に出会う体験！そこから…

「子どもの想像力」を信じて！そうすれば…

■お母さんのおひざの上ですっかり劇に夢中になって
いる。終わった後はとっても満足した顔。その子にと
って特別な一日になったことだろう。
■会場の子どもたちの反応一つひとつに驚いた。すご
い感性だなぁと思った。言葉のない、音と音楽のみの
演出にすばらしさを感じた。
■会場に来るまでちゃんと見ることができるか不安だ
ったが、人形を目で追ってよく見ていた。親も楽しか
った。劇団の人はすばらしくて、みんなをひきつけて
離さない力があり、すごいなぁと思った。
■人形劇を初めて観る小学１年生の男の子。一人で知
らないお友だちに囲まれて観ることになったが、
「いい
ものみ〜つけた」は身をのりだし観ていた。
■幅広い年齢層で楽しめるような人形劇だったので、
会場の反応やノリも良かった。劇団とのやりとりで、
さらに生の舞台の醍醐味が伝わったと思う。

現在、赤ちゃん・幼児の
多い中央ブロックでは、前事務局長のお
父さんのＫ．Ｆさんのご好意でいも炊き
の調理をしてもらい、それをみんなで新
玉公園にていただきました。里芋を畑で
育てるところから手をかけて作られたい
も炊きの味は格別です。その中身は･･･
里芋(7 キロ余り) 鶏肉 にんじん ごぼう
焼豆腐 しいたけ ちくわ かまぼこ じゃ
こ天 棒天 コンニャク たこ足 白ねぎ ト
ウロク豆 千切あげと調味料。ごちそうさ
までした。

九九月月
日 土( ★)北Ｂいも炊き 堀江の海岸
子ども 人 おとな 人
十十月月
日 土( ★
) 城南Ｂ 南消防署見学
子ども 人 おとな 人
★中央Ｂ いも炊き 新玉公園
子ども 人 おとな 人
日 日( ★
) 道後Ｂ いもほり・いも炊き
コープえひめの畑・レインボーハイランド
子ども 人 おとな 人
日 日 ★東部城東そがＢ いねかり
(
)
三好さんの田んぼ
人
十十一一月月
２日 日 ★中央Ｂ ハロウィーンパーティ
(
)
新玉分館 子ども 人 おとな 人
８日 土( )★東部城東そがＢ いもほり
樽味の畑 子ども 人 おとな 人
十二月
６日 土 ★東部城東そがＢ 里山ハイキング
(
)
淡路が峠 子ども 人 おとな 人

ちょっとのぞいてみました
中央ブロックのいも炊き

み る

秋
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2008 年

■「いいものみ〜つけた」は言葉のないお話。見ている
子どもたちが口々におはなしを作っていく。大きな声で
はないが、お友だちと話している。それを聞いているだ
けで楽しい。親でもない大人が子どもたちの想像力と同
居した２０分あまりの時間に幸せを感じた。
■幼稚園の友だちをさそって観劇した会員のお母さん
が、鑑賞後、
「子ども劇場に入っちゃえば」と自信を持
っておさそいする姿を見かけた。これが地域とともに歩
んできたシアタースタートの良さかなと思う。
■子どもの笑顔は親や大人たちを幸せにするのだと、改
めて感じた。子ども劇場が、その空間、時間、機会を提
供することの大切さを感じ、自信を持つことができた。
■初めて実行委員会に関わった。シアタースタートに対
するいろいろな想いを感じることができ、すべての子ど
もたち（親たち）にこういう機会を提供できることはす
てきだと思った。安心できる場所があることはうれしい
ことである。

松山･今治から興居島へ！ 秋キャン
ご

ご

し

ま

今年 7 月。高学年キャンプに向けての実行委員の合宿、リーダー
キャンプをした。このとき今治 GKR(今治おやこ劇場 高学年リーダー会)
から「松山子ども劇場さんと交流をしたい」と 3 人の中高生が加わった。こ
れをきっかけに、「次は秋のキャンプでも一緒にしたいね」と、今回の今治
から 5 人、松山から 14 人が参加するキャンプとなった。そのため場所もい
つもと違うところ（より今治に近いところ…）と考え、興居島に決めた。
キャンプ当日、高浜港で出会った印象は、初対面の人も多くて緊張し
ているのかな？って感じでした。でも興居島に着き、ゲームをしたり、海
辺に行ったり、ご飯を作ったり…、夜の散歩をして海辺で火を囲む頃には
すっかり打ち解けて語り合っていました。
松山の中高生たちは1泊2日で物足りなかった様子でしたが、今治の中
高生とキャンプをしたことは、相手のキャンプや活動を知り、仲を深める機
会となったり、自分たちのキャンプの良さに改めて気づいたり、それぞれ
に思い出に残るキャンプになったと思います。
(松山子ども劇場・青年 Ｋ)

ぶ

そ

まけてくやしいです。
(7 才)
楽しかった。また
来年もしたい。(7 才)

走ってチャハハ
ころんでもへへへ

投げ入れの術

くもがくれの術

投げ入れの術(玉いれ)の時に
おとながマジで襲ってきたのが
恐かったです。(18 才)

やぶれかぶれの

あ

2008.10.26(土)
〜２7 ( 日)
興居島
泊公民館にて
中高生・青年
19 人参加

今回のキャンプに参加し
て本当に成長できたと思う。
ただ楽しむだけでなく、真剣
な話をしたり、慣れない料理
をしたり、自分たちでしたいと
思ったコトをどんどんして、で
も責任を持って、それでこそ
劇場の キャンプだ ね！
(今治おやこ劇場・高2 Ｙ)

保育園や小学校にない種目ば
かりで楽しかったです。(おとな)

・ふわふわ修行の巻 風(船競技 )
・殿様のいうとおり 借(り物競争 )
・忍者修行終了の巻 全(員リレー )

今年の秋のレクリエーションは運動会。12 月 4 日の人形劇
「チャハハ丸とへへへ丸」のお話をヒントに、子ども活動
事業部が競技のアイデアを出しあいました。総勢 76 人の忍
者たちがみごとに修行をやりとげました。

家事修行の巻

秋の運動会を楽しもう

2008 年 11 月 30 日(日) 愛媛県総合運動公園補助体育館

最後まで修行した証しに
手裏剣をプレゼント。

子どもを温かい目で見守る
おとなの姿が印象的でした。(青年)

ときの会のメンバー特製
お弁当。なんと、おにぎり
の中にから揚げや卵焼き!

５

高学年例会

幼児･低学年
例会

1
【地球のステージ

【くわえ･ぱぺっとステージ&人形芝居ひつじのカンパニー】

2009 年 3 月 20 日（金・祝） 19：00〜
松山市民会館 中ホール

2009 年 3 月 14 日（土） 18：30〜
松山市総合福祉センター 大会議室

◆ 子育て講座
2009 年 1/19 (月)10:00〜12:00

◆ 高 学 年 スキ ー
2009 年 1/5 (月)

「我が子の思春期と どう付き合いますか？」

参加費
助言者

＊他にスキーレンタル等の費用がかかります

申込〆切 2008 年 12/23（火・祝）
定員 20 名（最小実施人数 15 名）

６００円（資料代）
山本万喜雄先生
（愛媛大学教育学部教授）
託児 一人５００円（要予約）
申込〆切
1/15（木）
会員は参加費・託児とも 無料

◆印の行事について、参加申し込み
方法など詳しくはホームページを
ご覧ください

◆ 親子クッキング
2009 年 1/31 (土)13:30〜15:30

松山市総合福祉センターボランティア活動室

久万スキーランド
小学 4 年生以上 おとなも OK
参加費 会員 2.000 円 一般 3.000 円

桑山紀彦】

◆ 第 8 回 子ども劇場まつり
2009 年 2/22(日)10:00〜15:00

松山市総合福祉センター 調理室
チョコレートのお菓子を作ろう
参加費 会員 ２５０円
一般 ３００円
「みんなの居場所」まこちゃんひろば
きてみてぴょん
松山市総合福祉センタークラブ活動室

☆ 1/31 (土) 13:00〜21：00
子ども市 店長会も開催予定
☆ 2/28 (土) 13：00〜21：00

松山市総合福祉センター

おもち
中央ブロック

もそもそサークル

Ｎ．Ｒ （小 2）

まつり当日に開く「子ども市」
のお店 募集中！！
子どもが自分で作るお店のことです
お店の申込〆切
1/14 (水)

おめでとう！！
てつぼうに ほしたタオルが ならんでる
小山田雅隆さん（小5）
夏のシーサイドキャンプで詠んだ作品が第 7 回
瀬戸内海俳句大会で優秀賞を受賞しました

2009 舞台鑑賞例会企画 決定
2009 年
【選択】 9/6（日）笛師九兵衛おもちゃ箱コンサート
葦笛工房
9/30（水）のんのんばあとオレ
劇団コーロ
【合同】 12/22（火）ファーブル昆虫記
イッツフォーリーズ
2010 年
【合同】 3/7（日）プレジャーB のクラウン・サーカス
プレジャーB
【幼児･低学年】 5/30（日）ヘンテコ長屋の赤おにドン平 劇団うりんこ
【高学年】 5/13（木）オカリナコンサート
チームオカリナ

✿✿✿✿✿✿✿✿✿
賛助会員募集

●発行・お問い合わせ●

財政的な支援で、松山子ども劇場 21
の活動を支援してくださる方を募集
しています

個人（年間） 5,000 円
団体（年間） 10,000 円
・舞台鑑賞例会に年 1 回ご招待します
・ニュースレター（年 4 回発行）をお
送りします

〒790-0003 松山市三番町 6 丁目５−７
Tel・Fax 089-945-0031

E-mail :info@matsuyamakodomo.or.jp
HP:http://matsuyamakodomo.or.jp
＜12 月現在会員数 397 人＞

会員募集中！！
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