
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～子どもに夢を！たくましく豊かな創造性を！～ 

 昭和世代の私が子どもの頃には、「○

○のつどい」など集会の冠に“つどう”

の文字が使われていたのを懐かしく思

います。最近耳にすることが少なくなっ

た“つどう”という言葉、どんな意味なの

だろうと調べてみると…。 

 

「つどう」＿人々がある目的をもって、

ある場所にあつまる。 

出典 デジタル大辞泉（小学館） 

 なるほど。ただ集まるのではなく、目

的をもって、ある場所にあつまるところ

が違うようです。 

 

では、なぜ“つどう”という言葉が

使われなくなったのでしょうか。携帯

電話やインターネットなどの発達・普

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。 

及で、実際に会わなくても人とつなが

ることができる気軽な手段ができ、人

と人が顔を合わせて集まる場所という

ものの敷居が高くなったのかもしれま

せん。コミュニケーション能力のある

大人なら、こうした媒介を通したやり

とりでも問題ないかもしれませんが、

いろんなことが成長途中の子どもたち

には実際に触れられるものや実体験が

大事だという指摘があります。 

 

NPO 法人松山子ども劇場２１では、

生の舞台を“みる・きく”、なかまと

“あそぶ”などさまざまな文化的な体

験の機会を作り、“つどう”ことでう

まれる人と人のゆるやかなつながりを

大切にしながら、子どもと大人が心豊

かに育ちあうことを応援していま

す。 

 写真や動画ではおさまりきらない

子どもたちのキラキラした表情や、

大人同士のおしゃべりの中のほっこ

りした空気感を、ファインダーも何

も通していない自分の目で見れば、

きっと“つどう”ことで見つかる何

かを感じていただけると思います。 

 

 

外であそぼう！ともだちとあそぼう！ 

【日時】 2 月 24 日（月・祝） 

【場所】 愛媛県生活文化センター 

【定員】 40 人（小学 2 年～6 年） 

【参加費】 1,500 円（昼食・保険料含む） 

 

〒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 

 

 

（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 

    大人  2,999 円 

    子ども 2,000 円 

 

（5 月舞台鑑賞例会） 

【日時】 5 月 23 日（土） 

18 時 30 分開演 

【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 ３名 

平澤くるみ 様  上松君乃 様  匿名 1 名 HP はこちらから！ 

“つどう”ってどんなこと？ 

ゆるやかなつながり 

変わるもの、変わらないもの 

NPO法人 

松山子ども劇場 21 

広報紙 NO.61 

2019年 12月発行 

“つどう”からはじまる何かがある 

2019 年 11 月 3 日（日）秋のレクレーション 

「よーいどん！でお菓子とり競争」 

つくってみよう！ 

【日時】 2 月 15 日（土） 

【場所】 松山市総合福祉センター調理室 

【定員】 35 人（小学 2 年～） 

【参加費】 1,000 円（食材費・講師料・保険料含む） 

 

 

お菓子とりに夢中♪ 

 

 

 

 来年度、松山に来てくれる舞台作品が決定しました！ 

四国・中国地方の子ども劇場・おやこ劇場と協力して、各地で公

演しながらやってきます。松山ではどんな舞台になるのかな？ 

生の舞台だからこそのドキドキワクワクをたくさんの子どもた

ちと共有したいと思っています。 

「マイ・クロ・シアター」 
OHオフィス 

確かなワザのジャグリングとオリジ

ナリティあふれる積み木のショー！ハ

ラハラしたり、アッと驚いたり、ホッと

したり！ 

KUROに操られるボール・リング・

はしご…そして、積み木！あなたの積

み木のイメージが変わります！ 

「はれときどきぶた」  
人形劇団ひとみ座 

あの奇想天外なお話が人形劇に

なって帰ってきた！則安くんの書い

た《あしたの日記》が次々と現実に。

三人の人形遣いが、ボサノバギター

のリズムに乗せて繰り広げる、摩訶

不思議な世界です。 

 

＜2020年 9月公演予定＞ 

＜2021年 3月公演予定＞ 

 

http://hitomiza.com/harebuta1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋のレクレーション 

つくろう！ぐるぐる 

ダンボールめいろ 
11 月 3 日(土・祝)10：00～ 

場所 ： 県総合運動公園キャンプ場 

参加人数 ： 親子 34 組 108 人 

          スタッフ 14 人 

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 

第 108 回舞台鑑賞例会 

「チャハハ丸とへへへ丸  

併演 チュータとクッキー」 
＜ 人形劇団ココン ＞ 

6 月 16 日(土)14：00～ 

場所 ： 松山市総合福祉センター大会議室 

  

自分だけの 

マリオネットつくろう！ 

＆例会 アフター★ トーク 
７月 14 日（日）13:30～ 

場所 ： 松山市総合福祉センター小会議室 

参加人数：17 人 スタッフ 5 人 

夏休みお楽しみ会 
８月 24 日(土)10:00～14:00 

場所 : 樽味公民館  

参加人数 : 19 名 

 
お好み焼きとフルーツポンチをみんな

で作って食べた後、消しゴムハンコも

作ったよ！ 

 

道後ひがしブロック 
いもたき会 

10 月 12 日(土)17：00～ 

場所 : 湯渡橋石手川公園 

参加人数 : 46 名 

 

子育ておしゃべり会 
9 月 10 日（火）、 

11 月 21 日（木） 

場所 : コムズ 3 階 会議室 

 子ども劇場で“つどう”を続けて 
 松山子ども劇場 21 理事 小浦 薫 

 

子どもの頃から定期的に舞台を 

観たり、キャンプをしたり、地域 

で遊んだり…子ども劇場でいろい 

ろな“つどう”を体験している私に 

とって、“つどう”ことは「楽しい！！」が一番です。 

 子どもの時はお母さんと一緒に過ごす時間であり、兄弟や

友だちと体感する時間でした。親になった今は息子と共感す

る時間です。観劇をする日、野外で遊ぶ日など、一つ一つは

その日を楽しむだけのイベントですが、いろいろな機会に会

員が顔を合わすことでゆるやかにつながっている安心感や

喜びがあります。 

中高生の時には集まることで仲間ができ、自分たちの居場

所ができ、やりたいことをやってみることができる挑戦する

場、それを通して成長する場だったようにも思います。その

頃に出会った人とは時が経って離れていても、ふとまた顔を

合わすと当時のように語り合えるつながりを持ち続けてい

ます。これからも、一期一会でも、“つどう”機会を大切に

活動したいと思っています。 

 

 

親子キャンプ 

in レインボーハイランド 
６月１日(土)・2 日（日） 1 泊 2 日 

場所 ： 松山市野外活動センター 

参加人数 ： 親子 20 組 43 人 スタッフ 12 人 

１日目 

・まきまきパン 

・炭焼きカレーづくり 

（ロッジにお泊り） 

２日目 

・虫取り 

・葉っぱスタンプ 

・自由遊び 

 

つどえば 生まれる 新しい つながり！ 

新しい 発見！ 
 

身近にある物を使って、ココンさんオリジナルのマリ

オネットを作りました！作り方と動かすコツを教わ

り、みんなでダンス♪その後、「アフター★トーク」と

題して、人形劇を見た感想をお話したり、いくつかの

質問について考えてみました。 

Ｑ 忍法ツヨクナルが使えたら、何したい？？ 

Ｑ 好きなキャラクターは誰？？ 

Ｑ ウシガエルを倒すのに、自分ならどうする？？ 

例会を話す会 
10 月 12 日（土）15:00～ 

場所 : 樽味公民館 

参加人数 : 14 名 

★おともだちができてうれしかったよ。 

★みんなで葉っぱスタンプおしてたのしかったよ。 

★成長した子どもたちが見られました。（おとな） 

★自然にふれながら過ごすひとときの大切さを 

感じました。（おとな） 

★初めての参加だったが、グループの子と仲良く 

なるのが早く、一生懸命あそんでいました。（おとな） 

★めいろがたのしかった。 

★ボールあそびをいっしょにしてくれた子がいてうれしかった。 

★ホットドックが思ったよりおいしかった！ 

★ダンボールめいろに「たのしい！たのしい！」と言って 

はしゃいでいました。（おとな） 

★ホットドックは牛乳パックで作れることを初めて知って、 

子どもも楽しめました。（おとな） 

 

 

★とても楽しかったです。チュータ（ブータ）とクッキーとおじさんのやり

取りが面白かったです。また、あやつり人形のげきなどを見てみたいです。 

★くらくなるところがこわかったけど、おもしろかった。 

★一人で演出しているのに本当に楽しく見応えあるものでした。（おとな） 

秋の恒例・河原でいもたき会！ 

会員さんによるチェロのミニコンサートも◎ 

 

スタッフは事前に 

ココンさんから 

特訓を受けました！ 

2020 年度に観たい舞台作品について、 

みんなで話しました。子どもも参加して 

意見が言えました！  
しゃべれば 

心が軽くなる♪ 

 
次は何を 

観てみたい？ 


