
生の舞台を観たことはありますか。客

席も舞台の世界の一部のような生の舞

台は、観に行く予定が立っただけでどき

どきわくわくする特別なものではない

でしょうか。 
人形劇団ひぽぽたあむの永野むつみ

さんは、こんなふうに語っています。 
―観劇に即効性を求める見方は貧しい。

カンフル剤ではないのだ。どちらかと言

えばおやつ。主食ではないが、三度の食

事を補完する大切な栄養源。何よりも、

生活の愉しみ、あそびなのだ。 
（「ここから先は子ども席」幼児の教育 フレーベル館） 

無くても困らないけれど、あれば人

生がぐっと豊かになる―これが、生の

舞台を観ることなのです。 
 

舞台上で実際には無いものが見えた

り、人形が生きているかのように見え

たりするのは、演技者の技術と観客の

イメージ（想像力）があるから。 
5 才の子は 5 年分の体験を総動員し

て、50 才は 50 年分の人生の重みをか

けて舞台からのメッセージを受け取り

ます。そして、舞台と現実の世界を行

き来しながら考えたり、気づかされた

りします。 

子ども劇場では、子ども向けのお芝

居や人形劇を観ますが、むしろ大人の

方が夢中になってしまう作品もありま

す。 
「お父さんが笑っている」 

「へぇ、お母さんも泣くんだ」 
作品に心を奪われているところを

うっかり子どもに見られて恥ずかし

くなることもありますが、大人が自

分と同じように喜怒哀楽を出すとこ

ろを見ると、子どもは安心するのか

元気になります。 
 

松山子ども劇場 21 で“観劇”から

生まれる“感激”をあなたもお子さ

んと味わってみませんか？ 

 

 

子どもと一緒に“カンゲキ”しよう！ 

NPO 法人 
松山子ども劇場 21  
広報紙 NO.60  
2019 年 6 月発行 

人形劇団ひぽぽたあむ「ひみつのヒポポターム」より 

“観劇”は心のおやつです

 
年齢の上限はありません

 

大人も“感激”しよう

 



１２月 1 日（土） 

特別企画！ 

ピアニカのワークショップ 

を開催しました♪ 

 

★まじょがちいさくなっていくところが 

すごくおもしろかったです。パントマの箱が 

すごくたのしかったです。    【10 才・女子】 

★ありささんのような、ストーリーの中にパントマイムを入れて

いるげきは初めてだったけど、ストーリーが面白かったです。 

かべをつくってるシーンが一番印象的でした。交流では、げき

では分からない面白おかしく楽しいお話ができてよかったで

す。  【11 才・女子】 

★1 歳の息子、帰宅してから「パンパン×２ パントマ～！」を歌

ってみると笑って喜んで、楽しかったんだなと感じることがで

きました。  【おとな】 

★話しが進むにつれて、子どもたちが世界に入っていくのが

分かり、ひとつにまとまっていく感じが良かった。あたたかい

雰囲気の例会でした。   【おとな】 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ソウゾウする！

 

2 月 17 日(日)10：00～13：30 

市福祉センター・県生活文化センター 

参加人数：おとな 40 人・子ども 52 人 

家でもパントマイムをやってみてくださいね。
想像力があれば、必要なものは何もないので！

（カンジヤマ・マイム 渡邊 ありさ）

《メニュー》
・押し寿司
・いんげんゴマあえ
・茶碗蒸し
・いちご大福

★ピアニカでこんなにえんそうできるなんて 

思わなかった！＼(◎o◎)／ もっとれんしゅう 

してみっちゅりをこえてみたい*^-^*  【8 才・男子】 

★ぶたいのうえにいっぱいのってうれしかった。 

【7 才・女子（ピアニカ隊）】 

★こんなに豊かな音が広がるとは！お話も上手く、お人柄があふれ、 

構成も楽しかったです。子どもたちとのセッション良かった。素晴らし 

かった。ぜひまた松山へライブに来てください。      【おとな】 

★音楽が好きで、音楽のすばらしさを伝えていきたいという気持ちが 

すごく伝わったライブでした。やはり生の演奏はいいですね。【おとな】 

 

 

 

 

ピアニカの魔術師ミッチュリーさん

を講師にお迎えし、「メリーさんのひつ

じ」を両手で弾く「魔術」を教えていた

だきました！ 

リクエスト曲をメドレーで演奏しても

らった後は質問コーナーも。ミッチュリ

ーさんのヘアスタイルのことや、海外

での体験等のお話で盛り上がりまし

た。 

ピアニカを教えてもらった子どもた

ち“ピアニカ隊”は、例会当日ステー

ジに立って、魔術師と一緒に演奏を

披露！素敵な体験をすることが出来

ました。 

 

✿春のごちそうメニューに親子でチャレンジ♪
思ったより簡単においしくできて、みんな大満
足です。自分でできることもたくさん発見しまし
た。人気企画につき、次回もお見逃しなく！

 

 

 

感動冷めやらぬ中、子どもも大人も参加して、ありさ 

おねえさんにいくつか質問をさせていただきました。 

Q 松山の子どもたちの印象は？ 
A 最初恥ずかしがり屋なのかなと思いましたが、「さわっちゃ

ダメ～」とか物語が始まると声がよく出て、会場の距離が近

いこともあって、言葉のキャッチボールができました。 

Q パントマイムの修業はどれくらい？ 
A ７年半です。それまではダンスをしていました。日頃から 

柔軟や体幹トレーニングをしているので、すぐ反射的にストレ

ッチしたくなります。 

Q 子どもの頃から想像力豊でしたか？ 
A 絵本を書いたり想像することは好きでした。 

 

街中で重いかばんを待ち上げる動きや、チュッパチャ

ップスとアイスの食べ方の違いなど、舞台中には出て

こなかったパントマイムもいくつか披露してくださり、あり

ささんの人柄や考えも伝わってくる楽しい時間でした。 

舞台鑑賞後、交流会を開催しました！ 
 第 107 回例会 

3 月 17 日（日） 
【開 演】 1４：00 

【会 場】 シアターねこ 

 サウンドポケット

 
 

第 106 回例会 

12 月 15 日（土） 
【開 演】 19：00 

【会 場】 シアターねこ 

11 月 3 日(土・祝)10：00～ 

県総合運動公園キャンプ場 

参加人数： 親子 52 組 150 人 

 スタッフ 12 人 

渡邊 ありさ

 

✿気持ちのよい日差し

のもと、走って寝転んで

工作をして潜り込で・・・

大勢の親子で外遊びを

楽しみました。外で食べ

るシチューの味も格別

でした。

ぐるぐるダンボールめいろつくろう！ 忍者になるんじゃ！ 

「観続けることで育つ子どもたちを語ろう！」
 昨年 7 月、子ども劇場中四国ネット主催の会に参加し講演会を聞

いてきました。講師の広中省子さんは、子ども・おやこ劇場東海連絡

会元運営委員で、東海地方のおやこ劇場の運営に長く関わってこら

れた方です。 

近年、子どもを取り巻く環境や、子育ての環境が大きく変化してい

ます。他者との関わり合いが苦手な子どもが増える中、いろんな異質

な人との出会いはとても大切であり、子ども劇場はそれを経験できる

貴重な場である、という話に大いに共感しました。 

 

そして舞台を仲間と一緒に観た後で、子どもたちは感想を発表し合

う場があると、そこでは何を言ってもいい、自分を出してもいい、話すこ

とが楽しくなるとなり、自分と違う感じ方や価値観に出会うことができま

す。大人は子どもが何を見て、何を感じたのか？を知り、小さな変化

や言葉を発見することにもなるでしょう。 

「劇場の舞台鑑賞を通して、子どもは、大好きなお母さんと『楽しい

なぁ～』というあったかい雰囲気を共有できる。」の広中さんの言葉を

聞いたとき、是非子ども劇場で、たくさんの子どもに、その気持ちをいっ

ぱい味わってほしいと強く思いました。    （東部ブロック・竹内 香里）         

 

✿みんな忍者になりきって、大学生のリ
ーダーと一緒に一日遊び尽くしました。
お城山にのぼって、松山城の秘密も勉強
したよ。堀之内公園の忍者障害物競走も
盛り上がり、時間が足りないくらいでした。

《演奏曲目》 

ルパン三世・星に願いを・トランペット吹きの休日・ 

ウィリアムテル序曲・あめふり・夢をかなえてドラ

えもん・真っ赤な秋・北風小僧の寒太郎・ひなまつ

り・シンコペーテッドクロック・リベルタンゴ・   

ハッピークリスマス・He’s a Pirate 

固定観念にとらわれない自由な発想と豊かな想像力は、子どもたち
が将来どんな職業に就いたとしても、心と生活を満たしてくれると
信じています。子どもたちから湧き出てくる「想像」という種を大
事に育て、花を咲かせてあげることが、私たち大人の役割ではない
かと思います。 ピアニカの魔術師 ミッチュリーより

10：00  ダンボール迷路を 
つくろう 

11：30  牛乳パックで 
ホットドックを 
つくろう 

13：00  みんなで迷路を 
つなげてあそぼう 

14：00  しっぽとりゲーム 
とおやつ 

3 月 24 日(日)9：45～15：30 

市福祉センター・松山城・堀之内 

参加人数：子ども 54 人 

おすしといちご大福 



 

 

●どんな小学生でしたか？ 

 ⇒美術と体育が好きな男の子みたいな子でした。家族にイラストレーターがいたの

で、「何かを表現したい！」と思うより「表現することが当たり前」と思っていました。 

3 才からダンスを始め、バレエ、モダンダンス、ジャズダンス、コンテンポラリーダンス…。

高校のときは演劇科だったので文化祭でミュージカルもしました。 

 

●衣装は手作りですか？ 

 ⇒既製品だと、観ている人に「ア○ゾンで売ってたやつだ！」と作品に入り込む想像

を奪ってしまうので、魔女の帽子、魔女のマント、ベストなど自分で作りました。 

 

●パントマイムとダンス、どんな違いがありますか？ 

 ⇒ダンスは基本動くし大きな動作が多いですが、パントマイムは動かな 

かったり止めたりすることが表現になるので、からだの使い方や使う部分 

が違います。見せることで表現するという点では一緒ですが、パントマイム 

はより具体性があると思います。お客さんにどうやったら伝わるか、伝わった 

後の反応も込みで芝居が進んでいくので、お客さんと一緒につくっている 

感じです。パントマイムをしている時は、セリフを言わないけれど、顔で語る 

というくらい常に表情を変えています(笑)。 

 

また、ダンスは、みんなで作品をつくる、振付されたものを踊ることが多い 

です。バックダンサーなどは代わりになる人が自分以外に必ずいますが、パ 

ントマイムは自分が感じたことを出せるので自分しかいない。表現できる 

幅が違うと思い、パントマイムの道に進みました。 

 

●子どもたちに向けたメッセージをお願いします。 

 ⇒生活していく中で、つらい事や困った事、誰かを助けたいと思う事 

に出くわすと思います。マイナスな気持ちになりそうなそんな時、自分 

で楽しくする方法を想像（創造）してみてほしい。表現する前に、想像す 

ることが自分自身の助けにもなるよ、というところでしょうか。 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～子どもに夢を！たくましく豊かな創造性を！～ 

はなす・みる・あそぶ・つくる・たべる・きく 
いろいろな体験を通して、子どもたちが心豊かに育つことができるように

サポートしています。プロの舞台芸術に出会う鑑賞例会のほかに、たくさん

の仲間といっしょに活動できる場をつくっています。 

 

自然とあそぼう！ともだちとあそぼう！ 

【日時】 6 月 1 日（土）・２日（日） 

【場所】 松山市野外活動センター 

【定員】 親子 20組（年長～小学生） 

【参加費】 大人 5,500 円 子ども 3,000 円

（宿泊費・食費・保険料含む） 

 

月例会「パントマの箱」の舞台の上で、魔女役、パントマイム、

ダンスとキラキラの笑顔を見せてくれた渡邊ありささん。広報部の

インタビューに応えてもらいました。

 

〒790-0022  松山市永代町 9-3-305 

Tel/Fax     089-945-0031 

E-Mail    info@matsuyamakodomo.or.jp 
 

【開局時間】   火    10:00～14:00 
              水・金 10:00～16:00 

お休み  土･日･月･木 

 

 

 

秋のレクレーション 

【日時】 11 月上旬 

【場所】 愛媛県総合運動公園 キャンプ場 

（12 月舞台鑑賞例会） 

【日時】 12 月 12 日（木） 

19 時開演 

【場所】 松前総合文化センター  

【チケット】 会員無料 

     

  

 

（6 月舞台鑑賞例会） 

【日時】 6 月 16 日（日） 14 時開演 

【場所】 松山市総合福祉センター  

【チケット】 会員無料 

大人 2,500 円 

子ども 1,500 円 

会員募集中です 

◆親子で楽しみたい！ 
【入会金】 300 円 (入会時のみ) 

【会 費】 20 才以上 1,300 円／月 

4才～19才   700円／月 

＊会員になると、舞台鑑賞例会のチケットは無料です。 

＊４才になると誰でもいつでも会員になることができます。３才以下の 

お子さんは保護者が会員になると、おひざで観ることができます。 

 

◆活動を応援したい！ 
【賛助会費】  個人 1,000 円・3,000 円・5,000 円／年  

団体 10,000 円／年 

＊個人 1,000 円の賛助会費は、「シアターサポート」として松山子ども

劇場 21 の舞台鑑賞事業の実現にのみ使わせていただきます。 

＊個人 5,000 円・団体 10,000 円の賛助会員は、年に１回舞台鑑賞例会

のチケットを送付いたします。 

 

ありがとうございます  個人賛助会員 9 名 

松田君子 様  渡辺信子 様  作道昌美 様 

中西智  様  宮本道恵 様  和田カズ子様 

花井和司 様  森 由美 様  清瀬眞弓 様 

HP はこちらから！ 


