
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「コロナ時代を生きる」 

理事 武智 理惠 
 

「コロナ時代を生きる」ためには、どのような力が必要なの

でしょうか。 

想定外の問題に直面したとき、安定した生活に戻りたいと

嘆く人は少なくありません。 

否応なく襲ってきたコロナ。そのことに対応しなければなら

ないとき、「子ども劇場」が連綿として届け続けてきたことがク

ローズアップされると感じます。想像こそが求められているの

です。 

舞台を観ることでの疑似体験や感動は、果てしなく広がるイ

メージを育みます。思考と想像の力が培われ、創造と実践の力

へと続きます。どんなに困難な出来事にも立ち向かえる力がつ

くのです。 

「コロナ時代を生き続ける」ためには、しなやかな発想と実

行する力が、希望とともに必要であると言えるでしょう。 

 

劇場コラム 

お知らせとお願い 

･ 来場者には、全員マスクの着用をお願いします。 

・入場時には検温をします。 

・消毒液の設置をします。手指の消毒にご協力ください。 

・来場者全員の連絡先を控えるようにします。 

・体調の悪い方は入場の制限をさせていただきます。 

・ステージと観客席の距離を通常より広くとります。 

・観客収容人数を最大の半分以下に制限します。 

～新型コロナ感染拡大防止の取り組みについて～ 

 松山子ども劇場 21 では、皆さんが安心して舞台を楽しむ

ためにできることを次のように考え準備しています。 

これ以外にも出演者側と相談してとれる対策を考え

ます。お気づきの点があれば下記までお知らせくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あの奇想天外なお話が人形劇に！？ 

「はれときどきぶた」 

（第 110回 舞台鑑賞例会） 

人形劇団ひとみ座 

【日時】 9月 25日（金） 

19時開演 

【場所】 愛媛県教育会館 

2階講堂（北持田） 

 

 

やさしい音色のコンサート 

「はねるマレット うたうマリンバ」 
（第 111回 舞台鑑賞例会） 

マリンバ・カンパニー 

【日時】 12月 26日（土） 

15時 30分開演 

【場所】 愛媛県男女共同参画センター 

     １階多目的ホール（山越） 

ジャグリングの技が冴える 

「マイ・クロ・シアター」 
（第１１２回 舞台鑑賞例会） 

OHオフィス 

【日時】 2021年 3月 14日（日） 

※詳細は未定 

～子どもに夢を！たくましく豊かな創造性を！～ 

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。 

〒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 

 

 

HP はこちらから！ 

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 ５名 

滝澤 久海子様  松田 君子様 

野本 眞由美様  清瀬 眞弓様 

落海 君江様 

NPO法人 

松山子ども劇場 21 

広報紙 NO.62 

2020年 7月発行 

＃おうちじかん どう過ごした？ 

学校休業中、どうしてた？ 逆境から生まれる逞
たくま

しさ 

新型コロナがもたらしたもの 

 新型コロナウイルスの影響による

3 月からの学校休業は、本当に急な決

定でした。 

子どもにとっては、学校に行けな

い、友だちに会えない、一人でははか

どらない勉強のストレス…。 

大人にとっても、子どもが家にい

るのに仕事に行かなくてはいけな

い、または自宅で仕事をしなければ

いけない。ストレスのたまった子ど

もたちのケンカの仲裁、給食がない

ので昼食の準備など、負担が大きか

った 3か月でした。 

その一方で、この自粛生活を前向

きに受け止めて楽しんだという声も

たくさん聞きました。 

子どもたちはやっぱり個性的だなぁ

と感心しつつ、どこかでこの逞
たくま

しさに

出会った事があるような…！？ 

それは、子ども劇場でおなじみの劇

団さんたちの姿でした。 

「生の舞台を子どもたちに届けた

い！」と全国各地で活躍されている劇

団の皆さんは、このコロナ禍で出演が

すべてキャンセルに…。そんな自粛期

間中、続々とインターネットの動画で

活躍されているのを目にしていたので

した。 

新型コロナウイルスの世界的流行で、

それまで“当たり前”だった生活が一変

【チケット】３公演とも会員は無料 

おとな 2,500 円 / 子ども 1,500 円 

（20 歳以上）    （3 歳から 19 歳） 

＊ただ今計画中。おたのしみに！ 

外であそぼう！ 

♥親子キャンプ 
【日時】 11月 8日（日） 

【場所】 松山市野外活動センター 

（レインボーハイランド） 

子ども料理教室 

♥おせちを作ってみよう 
【日時】 12月 5日（土） 

【場所】 愛媛県生活文化センター調理室 

してしまいました。不安に押し潰され

そうな毎日ですが、想像力（創造力）と

ちょっとしたチャレンジ精神があれば

豊かに生きられる、と子どもたちや劇

団の皆さんに教えてもらう機会となり

ました。 

 

【劇場の子どもたちが過ごした休業期間】 

①コーラが作れるかどうか試したよ！ 

②ゆったり時間で手作りパンに挑戦 

③家族みんなでたこ焼きパーティ！ 

④おうちピザはトッピングたっぷり♥ 

⑤動画で見た“こびと”をつかまえたくて、

紙粘土で“こびと”の仲間をつくったよ。 

⑥お散歩中に、気になった植物をアプリで調

べたよ。 

⑦⑧特別給付金を使って、自力でパソコンを

組み立てたよ！ 

① ② ③ 

④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ 

松山子ども劇場 21の 

子どもたちが過ごした休業期間 

 

http://hitomiza.com/harebuta1.jpg


飾り巻きずし 2 種類と、 
イチゴの寒天ゼリーを作ったよ！ 

上手に 

巻けたかな？ 

飾り巻きずし作り 

に挑戦❕ 
2020年 2月 15日（土）松山市総合福祉センター 

 

三角のフラッグに感想や応援メッセージを書いて、

みんなで発表しました。 

「面白かったところは？」→「日本語じゃない言葉を

しゃべってた！」「足が曲がって人間じゃないみた

い！」「舞台に 1 人で上がれなかった！」「カバンか

ら出てきた！」などなど。 

その後、カードゲームをしたり、 

クリスマスケーキを作ったり、 

楽しい会になりました。 

例会アフター・トーク 

＆クリスマスお楽しみ会 
2019年 12 月 22 日（日）コムズ 

2019 年 12 月 ～ 2020 年 3 月 

公演前に、ジャグリング体験♪ 

【みんなの感想】 

★二人とも 100％がんばってるようすがす

ごかった。 （6才・女子） 

★めっちゃ笑った。チィキィの「マジック」の

ところがおもしろかった、変顔もおもしろか

った。ダイキの一輪車がすごかった。 

（12才・女子） 

★とても楽しく時間を忘れて拝見すること

ができました。舞台を見ても拍手をほとん

どしたことのない子どもが、立ち上がって

手を叩いたり、目をキラキラしているのを

初めて見て、私もとても嬉しかったです。

今後もがんばってください。 （おとな） 

＼ ノンストップコメディサーカス ／ 
＜第 109回 舞台鑑賞例会＞ 

「Witty Look の 
Life's a CIRCUS!!!!!」 

2019年 12月 12日（木）松前町総合文化センター 

★最初は不安そうだった娘も、身を乗り出して

楽しんでいました。地方ではこういったショー

を見る機会がほとんどないので親子共に感動

しました。 

言葉が通じなくても理解できる表現を工夫さ

れているなと思いました。（おとな） 

みんなで一緒に 観て 作って 遊んだよ！ 

手裏剣を作ろう！ 

松山城にも登って忍者修行！ 

忍者になるんじゃ！ 
2020年 2月 24日（月・祝） 愛媛県生活文化センター 

松山城 

修行① 折り紙で手裏剣を作る 

修行② 剣を作る 

修行③ 的当てをする 

＜忍者食を食べる！＞ 

クイズをしながら松山城を目指す！ 

免許皆伝！！ 

毎年大人気の「忍者になるんじゃ」 

今年も５０人の子どもたちが、忍者修行に挑戦！ 

 

大学生のお兄さんお姉さんをリーダーに、初めて会った 

仲間たちとお城を目指しました。 

思いっきり体を動かして、一日遊び尽くしたよ！ 

忍者に変身中 

一緒にポーズ☆ 

ウィッティ ルック の ライフズ ア サーカス 


