つづけて観よう

３密避けて 出会おう！遊ぼう！

カンゲキ（観劇・感激）は 心の栄養

NPO 法人
松山子ども劇場 21

自然とあそぼう！ともだちとあそぼう！

5 月 15 日の総会で、追加の舞台鑑賞例会作品が決まりました。
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それでも、やっぱり、たいせつな友達。

10 月 31 日（日）

「やもじろうとはりきち」

松山市野外活動センター（松山市菅沢町）

（第 114 回舞台鑑賞例会）

【対象】 3 歳以上の子どもと保護者

7 月例会場ロビーにて シールで投票

くわえ・ぱぺっとステージ
【予定プログラム】
〇昆虫はかせをめざそう！
〇おひさま写真にちょうせん！
〇ミッション！植物をさがせ

【日時】 12 月 12 日（日） 14：00 開演
【場所】 松山市男女共同参画推進センター（コムズ）
5 階大会議室

言葉がなくても気持ちはつたわる。

「チカパンの大道芸！」
（第 115 回舞台鑑賞例会）

パントマイムプラネット
【日時】 2022 年 3 月６日（日） 15 時開演
【場所】 松山市総合福祉センター大会議室
冬の野山でトントンギコギコ

冬の里山で冒険あそび

かえるのウォートン、大冒険！

「火よう日のごちそうはひきがえる」

2022 年 1 月 16 日（日）

（第 116 回舞台鑑賞例会）

人形劇団 京芸

とよかたの森（松山市畑寺）・淡路が峠

【日時】 2022 年 5 月１４日（土）18：30 開演

【対象】 小学生と保護者

【場所】 未定

おとな

2,500 円

（20 歳以上）

/

子ども

オンライン化とどう付き合う？

【予定プログラム】
〇ぎこぎこのこぎり体験
〇淡路が峠にのぼろう
〇斜面をロープで登ろう

【チケット】会員は無料
1,500 円

（3 歳から 19 歳）

会員募集中です！
◆親子で楽しみたい！
【入会金】

～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。

【会

費】

300 円 (入会時のみ)
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。
体験活動の参加費は一般の半額です。
＊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

〒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 月・木・土・日

＊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
HP はこちらから！

武井
門屋
清瀬
林

多佳子
美穂
眞弓
稲子

様
様
様
様

平澤
野本
滝澤
片山

個人賛助会員 12 名
くるみ 様
花井 和司
眞由美 様
松田 君子
久海子 様
上松 君乃
栄子 様
作道 昌美

7 月例会 事後交流会で演者に質問

様
様
様
様

◆急速にすすむ、オンライン化

◆利便性ゆえの懸念

電話回線を利用したインターネットの
普及から約 25 年、スマートフォンの普及
から約 10 年―。そして去年からのコロナ
禍で、一気に私たちの生活の中にオンラ
インで出来ることが増えました。
はじめはおっかなびっくりだった ZOOM
をつかった会議も、一年経った今では随
分と慣れました。目的も仕事の会議だけ
でなく広く交流に使われ、利用者が増え
一般化しています。また、＃おうち時間
で Youtube や Instagram などオンライン
配信を利用する人が増え、テレビ以外の
観る楽しみになりました。学校では、
GIGA スクール構想の名の下に、小学 1 年
生から一人一台タブレットを使用した学
習が始まり、休校になった場合でもオン
ラインを利用して家庭学習ができる枠組
みもつくられています。そして、松山子
ども劇場 21 の今年度方針にも「オンライ
ンを活用して交流」の文言が入るように
なりました。この流れはコロナが収束し
てソーシャルディスタンス（社会的距
離）が必要なくなった後でも止まること
はないでしょう。

技術の進歩は、利便性の向上とともに
問題も運んできます。スマホ・タブレッ
ト利用では、視力低下や電磁波など健康
被害からネット中毒・ゲーム依存・見え
ないいじめなど社会問題まで、特に子ど
も達への影響を懸念する声が後を絶ちま
せん。想像以上のスピードで進んでいく
技術革新に、漠然と感じる不安もあるで
しょう。そんな中で、私たちにできるこ
とは何でしょうか？
一つめは、便利なモノに支配されない
よう意識して生活することだと思いま
す。自粛期間中、自宅でできる砂場あそ
びキットやキャンプ用品が爆売れしたと
いう話は、子どもの生活環境のバランス
をとろうと、工夫している大人がたくさ
んいると示した希望ある話題でした。
二つめは、子ども達が実際に出会い、
主体的に活動できる場をたくさんつくる
ことだと思います。

◆本物の出会いを大切に
子ども達は、私たちが思う以上に多く
のことを、実際の出会いの場から学んで

います。相手の表情を目で見て、声を耳
で聴いて、そこに流れる空気などを肌で
感じることは、人と関わる力の原材料と
なります。たとえ何気ないやりとり、意
味のないと思えることでであっても、目
の前の相手と押したり引いたり加減の学
習をしています。機械を通したやりとり
では、こうした機微を捉える力は養われ
ないでしょう。
生の舞台を観ることは、これらに加え
て、プロの劇団員またはアーティストの
創造性を肌で感じることができるので
す。
生の舞台だからこその、本物の出会い
を子ども達に届ける場でありたい。松山
子ども劇場 21 は、そんな思いでこれから
も歩み続けます。

松山子ども劇場 21 は、
来年、2022 年 5 月に
NPO 法人化 20 年を迎えます！

2021 年８月までの活動

心おどる 舞台に 会いに行こう！
OH オフィス

＜第 112 回 舞台鑑賞例会＞

＜第 113 回 舞台鑑賞例会＞

マイ・クロ・シアター

劇団うりんこ

きみがしらないひみつの三人
７月 17 日（土）17 時開演

3 月 14 日（日）15 時開演

愛媛県男女共同参画センター 多目的ホール

松山市総合福祉センター 大会議室

７月例会場のロビーでは、来場者の貼ったシールで

ある日、きみが生まれた。
きみのところに三人のともだちが
やってくる―

ハラハラしたり、アッと驚いたり、
ホッとしたり！

子どもも大人も楽しい
ジャグリングと積み木の世界♪

ヘルメ・ハイネ原作の名作絵本を舞台化！
【みんなの感想】

★ハートおばさんのうた声がとても
うまかったです。いぶくろおじさんも
おもしろかったです。あたまはかせ
は、しらないことをかんがえたりして
いました。（小２）

★わたしは日曜日にマジックをみてとてもよかったで
す。さいしょのところもよかったけど一番よかったの
はさいごのきらきらです。どうしてかと言うときれい
ですてきだったからさいごをえらびました。（小１）

★うたがとてもきれいで、人がうご
いていることをしゃべるだけでつた
わってくるのがすごいと思いまし
た。ストーリーもおもしろかったです。
（小４）

★さいしょにとうじょうする時に足になにかをつけて
いて、バランスをとっていたのですごいと思いまし
た。（小２）
★どこもかしこもおもしろかった。とくに最後のはし
ごにのったところがおもしろかった。またみたいで
す。（小２）
★恥ずかしがり屋の息子ですが、舞台で演奏に参加
させてもらい、いい体験になったと思います。ありが
とうございました。（おとな）

劇団員さんに

しつもん

【みんなの感想】
★子どもの将来の「何か」の一部と
なってくれればと、今回初めて参加
しました。観劇中、「わーっ」と声を出
して喜ぶ娘を見ることができ、大変
有意義な時間となりました。（おと
な）

したよ！！

終演後、事後交流の場を設けて 3 人の演者さんに質問しました！ 短い時間でしたが、
「どのくらい練習（稽古）しましたか？」
「好きな食べ物は何ですか？」
「高校のときの部活
は？」など、たくさんの質問に答えてくださいました。その中から一部ご紹介！

★Kuro さんのおしゃべりがとっても上手で、子どもた
ちがひき込まれていく様子が手にとるようにわかり
ました。楽しい時間はあっという間にすぎ、あと 10 分
見たかったです。ありがとう！！（おとな）

Q：舞台装置がジャングルジムなのはなぜ？

★初めてジャグリングを見ました。とても楽しかった
です。子供たちがたくさん参加できて見ていてもほっ
こりした気持ちになりました。４歳である私の息子も
終始興奮気味で、連れて行って本当によかったです。
（おとな）

Ｑ：児童演劇専門の劇団員として、子ども達に届けたいことは何ですか？

★積み木が創る美しい世界にひきこまれました。言葉
がなくても物語の中にいつの間にか誘われていまし
た。子どもたちが舞台に上がってワクワクできるよう、
その都度消毒等心を配っていただいたスタッフのみ
なさんにも感謝！！（おとな）

ケーキのデコレーションが完成♥

ギョーザ大好き♥

はまだ きよ さん

はまださん： 舞台の形を考える人、演出家のイメージがジャングルジムだったんです。
からだの中をいそがしく動き回るイメージがぴったりだと思います。

はまださん： 今の時代は大人も子どもも“生きづらさ”を抱えていると思います。楽しい
とかいろんなことを伝えたいし、大丈夫って言えること・伝えることが大事
だと思います。子ども達が何を知りたいだろう、何がひっかかるだろうとみ
んなで相談し考えてお芝居を作っています。

毎日 3 食ラーメンでも OK！

高場 哲也 さん

高場さん： お芝居は一緒に体験することだと思っています。今は制限があるけれど、
一緒に体験したいと思います。
宮川さん ： 子どもは強い感性を持っているので、生半可では見透かされると思っていま
す。子どもは真髄を見る、それを見られるのを意識して、それを届けたいと
いうのを指針に活動しています。

Ｑ： お芝居の道にすすんだきっかけは？
はまださん： 中学校の演劇部が盛んで、学級活動でもお芝居をする時間があり、そこから

生ビールをこよなく愛する

宮川 団 さん

