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今年は 40 周年

“松山子ども劇場”が誕生して 40 年。多く
の会員や数え切れない人々の力で、大
切に受け継がれてきました。
子どもたちを取り巻く環境は変化して
も、生の舞台を観ることや、異年齢の集
団での遊びや自然体験は、子どもの成長
におおきな恵みをもたらすと信じて、これ
からも子どもたちと一緒に歩いていきまし
ょう。
新玉公園で夕涼み会

EXPO‘７０(大阪万博)から４０年
1970 年＝松山子ども劇場がうぶ声をあげたこの年は、
「人類の進歩と調和」をテーマに、大阪で『日本万国博覧
会』が開催された年でもありました。当時 11 歳の私は、
愛媛のいなか町で育ち、裕福でもなかったうえに両親は専
業農家の忙しい日々の労働に明け暮れていたこともあっ
てか、日本中が沸き立つようなこの祭りの騒ぎを他所事と
して眺めていたように思います。
やがて松山に嫁ぎ、仕事で忙しい夫と娘の三人で団地暮
らしをしていた 20 数年前のある日、私は子ども劇場の扉
にたどり着きました。凝り性で何事にものめり込みやすい
私にとって、この見知らぬ世界はとても魅力的でした。役
員になり代表者になって、全国に劇場の仲間がたくさんい
ることを知り誇りに思っていたものです。
松山の劇場運動は、40 年前の高度経済成長真っただ中に
ありながら、進歩の方向に首をかしげた当時の創設者たち
が「子どもたちの未来」に不安を感じて集まったところか
ら始まりました。それから今まで、近代化され便利で快適
になっていく生活の中で、子どもの育つ環境は親たちが育
った昔とは大きく変りました。ものが豊かになった反面、
予想通りに『自然やゆとり』など多くの大事なものを失っ
てきてしまいました。

松山子ども劇場 21 理事長 中矢 操

この間私たちは「子どもに夢を！たくましく豊かな創造
性を」を合言葉に、子どもの文化の拠点として活動を続け
ました。子ども劇場のやっていることは、本来行政の役割
で、文化芸術を享受することは憲法に定められた基本的人
権の一つだから、
「いつか学校や公民館で日常的に子ども
のための生の舞台が上演される日が来たら、子ども劇場の
役割は完結する」とも言っていました。けれども夢は遠く、
ＮＰＯ法人となってからも 10 年近くなりましたが、まだ
まだお役目ご免とはなりません。それでも社会全体がマイ
ナスのイメージに染まっているなかで、子ども劇場の仲間
と舞台に感動し異年齢集団で遊びや体験を重ねて育った、
たくさんの子どもたちは「本当に大切なこと」は何かを考
え、多様な価値観を認め合いながら、たくましく生きてい
ることでしょう。
21 世紀になって 10 年、人類はいろいろな意味でやっぱ
り進歩を続けていると言えます。いつの時代でも今を生き
る子どもたちと大人の知恵と力を生かすところであり、未
来の可能性を信じる人たちの拠りどころである「松山子ど
も劇場２１」も、ゆっくりと、たとえ小さくても、進歩し
続けていくと思っています。

コミセンの☆新☆会場
【高学年】

第 62 回舞台鑑賞例会

オカリナコンサート ホンヤミカコ
2010 年 5 月 13 日（木）19:00
松山市コミニュティセンター こども館

会場に着くといつもと違う雰囲気。オカリナ教室に通
っている 60 名の一般の方が、ホンヤさんの演奏を聴こう
と会場を埋めていた。指使いを見ようと早くから並んだ
方もいたらしい。何はともあれ会場がにぎやかなのは嬉
しい限りだ。急遽、変更になった会場は「コミセンのこ
ども館」
。間に合わせの会場と思いきや、程よい広さと高
いろいろなオカリナがあること
さの舞台。それをまるく囲む客席。昼間の賑やかな顔と
が分かりました。大きさによっ
は違う柔らかい落ち着いた空間があった。まさにオカリ
て音が変わることも分かりまし
ナとハープのまあるくやさしい音色や、演奏されるお二
た。とてもきれいな音色で、す
人にぴったりの雰囲気。ミニミニオカリナから大きなオ
ごかったです。
カリナまで使い分け、ハープの音色に重ねながらおなじ
みの曲からオリジナル曲まで演奏し、曲に合わせ軽快に
お人柄のにじみ出るような優し
ステップを踏む姿はとても可愛いらしく、ホンヤさんと
子どもの遊び場がコンサートホ
い美しい演奏でした。オカリナ
の距離がぐっと近付いた感じだった。奏でられる音色か
ールに・・・！！
はもちろん、ハープもとても素
らは、哀愁のある風景、小鳥のさえずり、緑の木々を吹
♦ ♫ . 。・ * ゜ * ・ 。 . ♦ ♫ . 。・ * ゜ * ・ 。 . ♦ ♫ ♦ 。・ * ゜ * ・ 。 . ♦ ♫ ♦ ♫ . ♦ ♫ . 。・ * ゜ * ・ 。 . ♦ ♫ . 。・ * ゜
き抜ける風を感じさせてくれ、心が解放され癒される時
【幼児・低学年】

第 63 回舞台鑑賞例会

ヘンテコ長屋の赤おにドン平 劇団うりんこ
2010 年 5 月 30 日（日）18:30
松山市コミニュティセンター 企画展示ホール 2Ｆ
空っぽの会場

初めての会場のコミュニティセンター企画展示ホール 2F は
少し狭い感じはあったものの、暗幕や仕切りを駆使し、一体
感のある場に仕上がっていた。
劇の始まりは突然で、塾のテスト問題を解けと言われ、会
場内の子どもは顔を見合せる。一瞬ドキッとさせてから、講
談師の軽妙な語り口や巨大な黒船登場に圧倒されて、何役も
こなす出演者に感心し、楽しい歌に動きに大笑いして、終了
後は満足感で一杯であった。劇団うりんこらしい、スピード
感のある、予測不可能、ハチャメチャ、パワフルな劇であっ
た。 畳の焦げが井戸になって、嘘の名人トン平のついた嘘が
現実になる。その展開は息をつく間もないくらいだが、何よ
り突然現れた井戸に会場中びっくり!?人が出入りする仕掛け
はどうなっているのか？劇の終了後に何人も舞台のそばまで
行って覗き込んでいた。地獄へは行きたくないが、穴をちょ
っとくぐってみたい気も…
おとなも子どもも、日常の中に嘘は多く存在する。嘘をつ
いた時の気持ちは？小さな嘘が重なり、嘘でしたと言い出せ
なくなった時の気持ちはどうだろう？誰しも経験あるはず
だ。嘘に良い悪いはないだろうが、人を傷つける嘘はいけな

嘘で人を傷付けたり、悲し
ませたりするのはよくないな
ぁと思います。嘘が本当にな
ったら怖いものです。楽しい

仕込み中

さあ これから始まるよ!
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ひとりで魅せる♪
【幼児・低学年】

舞台鑑賞事業部

第 64 回舞台鑑賞例会

うえだぼんたのみち草げきじょう
たまごの巻
人形劇団 京芸
2010 年 6 月 26 日（土）18:30

雨降りしきる中、会場はコムズの視聴覚室。当日
の朝京都を出発、
松山に 15 時半頃到着した“ぼんた
おじさん”。息つく暇もなく、当番の子どもたちが
一生懸命搬入した大道具小道具を、たったひとりで
素敵なお話の舞台へと組み立ててしまった。
第１話では、大きいのにお母さんに甘えたくてカ
ラをかぶり続けトコトコ歩くたまごにいちゃんに、
子どもたちの目はオープニングから釘づけに。
第２話の“こんたのおつかい”では、行ってはい
けない森の道を行こうとするこんたに「そっちに行
ったらいかんよ～」と声をかけながら、こんたと一
緒にハラハラドキドキ。数多くの登場人物や背景チ
ェンジ、音楽などの全てをひとりでやっているとは
思えない大人は、感心しきり。小さな子どもから昔
子どもだった大人まで皆が目を輝かせて、楽しく穏
やかな時間がそこには流れていた。
（米
澤文子）

【高学年】

ひとりで舞台をしていてよかったこと
うえだぼんた
観に来てくれる人たちの素直な反応が聞けるのが良いです
ね。みんなで人形劇を通して同じ空気、気持ちになれる時は
すごく元気になれます。最近の出来事ですが『たまごにいち
ゃん・こんた』が終わったあと９０才のおばあちゃんがやっ
て来て「すごく元気になりました。よかったです。
」と涙を流
してくださったときは人形劇って年齢は関係なく楽しんでも
らえるんだと思い、これからも「がんばるぞ」と自信になり
ました。

第 65 回舞台鑑賞例会
今までに何度か見たパントマイムの中

リトルピーシーズ チカパン

でも楽しかったです。

2010 年 7 月 7 日（水）19:00
松山市総合福祉センター 大会議室

女性一人でパントマイムはめずらしい
と思いました。手の動きがすばらしか
ったです。

演劇界出身のパントマイマー・チカパン。
パントマイム特有の哀愁だけでなく、ユーモアも兼ね備えた舞台は、
子どもたちを夢中にさせる。あたたかな人柄とやさしさを感じさせるト
ークの作用も手伝って、知らぬ間に「チカパンの不思議ワールド」に誘
われているのに驚かされ、そしてついついにっこりしてしまう。
こういう一流の芸が「子どもの頃より」身近に感じられるというのは
、やはり子ども劇場ならではの何よりの特典であると再認識することが
できた。
最後のワークショップで見せた、子どもたちの表情のなんといきいき
としていたことか。将来、子どもたちの記憶や心のどこかに、今日の出
会いと感動が刻みこまれていることを願わずにはいられない。
（木村英理子）
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ひとりで舞台をしていてよかったこと

◆2010 年 3 月 21 日(日)10:00～
◆松山市総合福祉センター

第 9 回 子ども劇場まつり

☺ 練習がんばったよ‼ ☺
パネルシアター「すてきなぼうしやさん」は、せっか
くの機会なので親子で参加しましょうと声をかけて
実現しました。
練習は週末に１回と本番当日の朝。前もって役割を決
め、各自練習をしてから合わせました。大変だったな
あという思いはありましたが、大切な思い出の１つに
なりました。
（道後ブロック 金田三佳）

❀ いらっしゃいませ ❀
子ども市で、
清見タンゴールの生絞りジュースを販売し
ました。小学校低学年グループで初めてのお店屋さん。
恥ずかしがり屋のうちの子が、
テレビでイベント告知し
たこと、
「いらっしゃいませ」
「ありがとうございました」
が言えたこと。売上げを計算したこと、清見タンゴール
を提供してくれた方への感謝など、
よい経験で大きな収
穫になりました。ありがとうございました。
（城南ブロック 渡部 陽子）

♫ どきどき❤トーンチャイム ♬
私はトーンチャイムを演奏して、同
じ音が続くところを演奏するのが
難しかったです。
本番は少し緊張しましたが、とても
たのしかったです。またトーンチャ
イムをしたいと思います。
（中央ブロック
徳増 彩花）

子ども市 アンケートより
♪みんながよろこんでくれて
よかったです。
♪呼び込みがんばったよ‼
♪いっぱい売れてよかったです。
くじびき，ワッフルやさん、ざっかや、さかなつり、など 10 のお店が出たよ
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♥すごろくを振ってみると
実行委員長 天野 ゆかり
子ども劇場まつりは、私にとってすごろくの
様でした。それは実行委員となって最初から最
後まで関わったからだと思います。
スタート、準備から、子ども市・トーンチャイ
ム・パネルシアターで見せるいきいきとした
顔、中高生のゲームの歌声、全員で手をつない
だ大きな輪、一つ一つ進んで行く中で心が温か
くなり、手の温もり、思いのつながりを感じて
いきました。我が子と同じ時間を過ごし、コマ
を進めながら子ども劇場の皆さんの暖かさに、
チームワークに助けられて満足感いっぱいで
ゴール。幸せで楽しいすごろくでした。ありが
とうございました。

「子どもが主役」は大人も楽しい

地域運営部

子ども時代にいっぱいの遊びや、いろいろな体験をすることで仲間ができ人の
中で育っていくことができます。テレビや携帯ゲームもあり！ですが、やっぱり
自然のエネルギーを感じ、人の声を聞いて育って欲しいと願っています。

鴨川ブロック会
▶5 月 13 日（木）
▶虎石ダイニング

いちご狩り＜城西ブロック＞
▶4 月 11 日（日）
▶双海町
いろいろ種類があって子どもた
ちが行ったり来たりして食べて
いました。制限時間は 1 時間でし
たが、30 分で満腹になりました。

西ブロック会
▶5 月 21 日（金）
▶スターバックス市駅前店
2010 年度の活動について話し
合いました。
中央ブロック会
▶5 月 15 日（土）
▶モリモリ
いつもは平日に開いているブ
ロック会ですが、今回は土曜
日にしてみました。これから
もいろいろな場所や時間で開
いて多くの人に参加してもら
えたらいいなと思いました。

スケート＜中央ブロック＞
▶5 月 9 日（日）
▶伊予鉄スポーツセンター
今年もたくさんの子どもたちが楽しみにして
くれていたようです。1 年ぶりでしたが、スム
ーズに滑り出し、年ごとにみんな上手くなって
いくな～と思いました。今回はお父さんの参加
もあり、とても楽しい一日となりました。

城南ブロック会
▶6 月 15 日（火）
▶南部児童センター
この日初めて南部児童セン
ターに集まりました。例会当
番について話した後は井戸
端会議。子どもたちは遊具で
遊んでいました。

いもの苗植え＜東部ブロック＞
▶6 月 20 日（日）
▶おいも畑
雨のなか、急いで植えました。
秋の収穫が楽しみです。

朝鮮料理を楽しむ会＜中央ブロック＞
▶7 月 4 日（日）
▶松山市総合福祉センター
ビビンバとわかめスープを作ったよ。
講師の金洋恵さんから、料理のことに
とどまらず、朝鮮の歴史などいろいろ
な話が聞けた有意義な時間でした。野
菜たっぷりのビビンバは、子どもたち
にも大好評でした。

おたのしみ夕涼み会【全体】
▶7 月 4 日（日）17:00～19:00
▶新玉公園
予定されていた前日の雨天順延
を受けて、この日は雨天決行の覚
悟で臨みました。幸い、天候には
恵まれ 60 人の参加者が集まりま
した。ヨーヨー釣りや的あて、工
作を思い思いに楽しみ、天草で作
った自家製のところてんを突き
棒で突いたり、竹を使った流しそ
うめんに大歓声が上がったり体
験いっぱいの夕涼み会でした。
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西ブロック会
▶6 月 4 日（金）
▶マルシェ
お別れ会

★ブロック毎に行
事があります

田植え【全体】
▶6 月 27 日（日）
初めての子どもたちもぬるぬる
のどろ田の中で格闘！半分遊び
感覚でしたが無事終了しました。

◆第９年度定期総会報告◆

2010 年５月 22 日（土）10：00～12：00
ハーモニープラザ集会室

子ども劇場の会員のつながりと活動を大切にして、みんなが「会員であること」を喜びに感
じられるところにしましょう

方針

✿運営の仕組み

NPO 法人松山子ども劇場 21 運営のしくみ

体験活動事業部を新設し、たくさんの
人で事業を組み立てます。総務部担当
の理事が事務局の仕事をサポートしま
す。

✿『まこちゃん』通貨の導入
みんなが少しずつ力を出し合える仕組
みとして、劇場通貨（まこちゃん）の
導入を検討していくことが紹介され、
後日理事会で具体化しました。

理事会

＊( )は担当部名
理事長
中矢 操
副理事長 山崎 真帆（体験活動事業）
松田 美紀（広報）
理 事 武智 理恵（地域運営）
岡田 由美（地域運営）
上松 君乃（舞台鑑賞事業）
小野 典子（体験事業）
竜子 真紀（広報）
三好千代香（総務）
清瀬 真弓
事務局長 岡本久美子
（舞台鑑賞事業兼務）

✿総会終了後……

地 域運 営部
ブロック長
副ブロック長

サークル長

舞台鑑賞事業部
体験活動事業部
子ども活動事業部
旧称

子育て支援事業部

中高青活動事業部

理事会が用意した軽食（豆ご飯、オム
レツ、鶏の甘煮等）を自由に食べなが
ら、今後の活動や劇場のこれからなど
おしゃべりを楽しみました。

監事

広報部

河野 雅代
能田さち子

総務部

８月

10 月

今年もこの季節がやってきたぁ!!

高学年キャンプ

地引き網にところてん作り!!

８月６～８日
レインボーハイランド

夏のシーサイドキャンプ

９月

♪オペラ『ピノッキオ』をからだで
感じるワークショップ（連続 3 回講座）
～おとなも子どもも体ほぐして自分大好き～

８月 25～27 日
松 山市 睦月 島

場所 愛媛県生活文化センター
(北持田町 139-2)
日時 10/11(月・祝) 10/31(日) 11/28(日)
10：00～12：00(小学生)
14：00～16：00(おとな)

松山子ども劇場40 周年記念⑥
じ

ご

く ば っ け い も う じ ゃ の たわ む れ

地獄八景亡者戯
～じんたろうとつくも神の巻～
人形劇団 むすび座
９月 30 日(木）18：45～
松山市民会館 中ホール

★３回終了すると 12 月 23 日(木・祝)の舞台
『ピノッキオ』で歌うことができます。

＊子ども(4 歳～小学 6 年生) 無料ご招待
●発行・お問い合わせ●

✿✿賛助会員✿✿
松田
三好
岡本
神谷

君子様
悦夫様
龍 様
美幸様

中西 智 様
渡辺 信子様
戸井田 学様
三好あさ子様

☆―賛助会員募集―☆ １
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 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。

〒790-0003 松山市三番町 6 丁目５－７
ホームページも
みてね↓

Tel・Fax

089-945-0031

E-mail :info@matsuyamakodomo.or.jp

HP : http://www.matsuyamakodomo.or.jp
＜7 月現在会員数 277 人＞

ありがとうございました。

６

