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【松山子ども劇場２１ これからの予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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。 

〒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・水・金 10:00～15:00 
お休み 月・木・土・日・祝 

 

 

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。 

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 

＊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 

清瀬 眞弓  様  門屋 美穂 様  上松 君乃 様 

滝澤 久海子 様  片山 栄子 様  和田 寿博 様 

渡邊 信子  様  小山田 ユミ子 様    匿名 1 名 

 

 

 松山子ども劇場 21様、ＮＰＯ法人化 20年

おめでとうございます。 

チャイルドライン ハートコール・えひ

めの染川まどかです。私たちは民間で子ど

も専用電話、子どもがかける子ども電話の

活動をしています。 

2001 年よりこの松山で活動をしています

ので、今年で 21年になります。 

この活動を始めたのは、子どもたちの周

りに違和感や疑問を抱き始めたころ、「自分

の子どもを考えるなら、すべての子どもた

ちを考えなければ意味がない」と言われた

言葉が、私を大きく突き動かしたからと思

います。今もまだまだ子どもたちに支えら

れ、教えられの日々です。 

電話にかかわって感じる子どもたち、20

年前も今も子どもそのものは何も変わりま

せん。ただ周りの環境は驚く速さで変わ

り、その中で子どもたちは、柔軟に従順

に器用に進んでいかなくてはいけない、

遅れずに急ぎすぎずに、みんなとそろっ

て、これはとても大変なことです。大人

が思う以上に子どもたちは、疲れ果て、

悲しいこと、寂しいこと、つらいこと、

嬉しいこと、腹立たしいこと、いろんな

感情を抑え飲み込むように、無意識のう

ちにしているようです。 

この子どもたちの周りの大人にぜひお願

いしたいことは、子どもの話を聴いてく

ださい。 

批判したり、説教したり、諭したり、

説き伏せたりしないで、とにかく最後ま

で子どもの話を聴いてください。うん、

うん、そうだったの、と受容して共感し

てください。大人が子どもの話を聴くこ

とはとても難しいことですが、私たち大

人ができる最も大切なことと思っていま

す。これからも子どもたちの声に懸命に

耳を傾けていきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

【鑑賞チケット】 

会員は無料 

おとな（20 才以上）  2,500 円  

子ども（3 才から 19 才）1,500 円 

   

【体験活動参加費】 会員は半額 

出会えばきっとファンになる！ 

音楽 「ピアニカの魔術師」 
（第 118回 舞台鑑賞例会） 

サウンドポケット 

【日時】 12月 17日（土） 18時開演 

【場所】 松山市青少年センター 大ホール 

7 月例会 事後交流会で演者に質問 

おもしろ不思議なへんてこ兄弟のお話 

人形劇 「カボとピノ」 
（第 11９回 舞台鑑賞例会） 

人形劇団ココン 

【日時】 2023 年５月 14日（日） 14時開演 

【場所】 松山市男女共同参画推進センター（コムズ） 

よくあるお問い合わせ 

Q:子ども劇場って、会員が劇をするのです

か？ 

A:いいえ。会員制の定例会として、プロの劇団や

アーティストを招いて、子どものための舞台鑑賞

をしています。その他、子ども時代にさせたい体

験活動にも取り組んでいます。 

 

Q:何歳から会員になれますか？ 

A:4 才から誰でもいつでも会員になれます。3 才

以下のお子さんは、保護者が会員になると参加で

きます。活動の種類によっては、年齢制限があり

参加できないこともあります。 

 

Q:会員さんから鑑賞チケットをもらった！

どうすればいい？ 

A：4 才以上の方の人数分の鑑賞チケットがあれ

ば、入場できます。感染対策のため会場に人数制

限があるので、事前に事務局にご連絡いただける

と助かります。チケットは 1年間有効ですので、ご

都合や観たい作品を選んで例会会場に足を運ん

でもらえるとうれしいです。 

 

30 年以上も前、任意団体時の

松山子ども劇場にかかわり、そ

の活動のひとつ「子育て講座」

で、子どもたちについて様々学

びました。チャイルドライン 

ハートコール・えひめを設立

し、その後自立援助ホームウィ

ングを立ち上げました。 

夫 1人、子ども 1人、孫 3人 

 

 

染川 まどか 

 

 ―NPO法人化 20年を記念して、“子どもを

まんなかに”活動を続けてこられた染川ま

どかさんに寄稿をお願いしました。 

 子どもを まんなかに 

20年間で観た舞台作品より（一部） 

里山の自然を満喫しよう！ 

体験活動 「春の里山冒険あそび」 

【日時】 2023年 3月 5日（日） 9時から 13時予定 

【場所】 淡路ケ峠・とよかたの森（松山市溝辺町） 

★淡路ヶ峠をのぼろう 

★ロープであそぼう 

★のこぎり体験をしよう 

かわいい人形劇の 3本立て 

人形劇 「へんてこげきじょう」 

（第 120回 舞台鑑賞例会） 

人形劇団京芸 

【日時】 2023 年 9月 30日（土） 昼公演 

【場所】 会場未定 

 

 松山子ども劇場 21 は、今年 2022 年 5 月に 

NPO 法人化 20 年を迎えました！ 

mailto:info@matsuyamakodomo.or.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度 愛媛県 NPO法人活動助成事業 団体支援助成事業 

第 116回 舞台鑑賞例会  

人形劇「火よう日のごちそうはひきがえる」 

（対象年齢：3歳から大人まで） 

日時：2022年 5月 14日（日）18時開演（上演時間 65分） 

劇団：人形劇団京芸 

会場：愛媛県男女共同参画センター 多目的ホール 

参加者：101名 （会員 52名 一般 49名） 

☆みんなの感想 

★おもしろかった。（子ども） 

 

★とってもたのしかった。でもちょっとこわかった。（子ども） 

 

★ネズミの弟がいっぱいいたのでびっくりしました。（子ども） 

 

★ミミズクのジョージははく力がすごくてびっくりした。ウォー

トンはジョージにつかまってどうなるかとはらはらどきどきした

けど、最後は 2人ともなかよくなれてよかったです。（子ども） 

 

★子どもと初めて観劇して、とても感動しました。息子もおもし

ろがって連れて行ってよかった。ミミズクとカエルの関係にぐっ

と来ました。（大人） 

 

★久しぶりに京芸さんの人形劇を楽しみました。ウォートンって

いいなぁ！ジョージの心を溶かし、友達になれるなんてすばらし

い！見習いたい！人形がいきいき動いて生きているようでした。

（大人） 

2022年 5月から 9月までの活動 

 

 

第 117回 舞台鑑賞例会  

舞台劇「おこんじょうるり」 

（対象年齢：4歳から大人まで） 

日時：2022年 9月 17日（土）14時開演（上演時間 55分） 

劇団：劇団むう 

会場：愛媛県生活文化センター 3階 大広間 

参加者：60名 （会員 45名 一般 15名） 

☆みんなの感想 

★ばばさまのうた（じょうるり）がおもしろかった。

昔の話かなと思った。（子ども） 

 

★すごくおもしろくて、みている方も楽しくなりまし

た。（子ども） 

 

★おこんがさいごに死んだところが悲しかった。声の

変化がおもしろかった。おばあのじょうるりがおもし

ろかった。衣装がかわっていておもしろかった。また

みたいです。（子ども） 

 

★おこんの死が暗く感じなかったのは、はじめの朗読

のじべたっこさまからはじまっていたことによって、

おこんはじべたっこさまになって、いつもそばにいて

くれるのだと結びついて心が温かくなりました。（大

人） 

 

★おこんじょうるりは、むうのお二人がのびのびと演

じられて、ほっこりしました。声がよく通って生って

いいなとしみじみしました。4 歳 6 歳の子ども達が集

中して夢中になっていたのも嬉しかったです。おこん

のさいごに涙しました。笑いあり、涙あり、とっても

素敵な時間をありがとうございました。（大人） 

観劇前： 舞台を観る前のあつまり（事前企画）に参加して、作品の世界を深める 

                 生の舞台を観る   

劇団へのプレゼント渡し  ・  舞台バラシのお手伝い 

・ 劇団さんと記念撮影 

観劇後： 事後のアフタートークで、いろんな人と感想を交流し自分の世界をひろげる 

事前に集まることができなかった5月例会は、 

「みんなのごちそうってどんなの？」をテーマ

に、会員さんみんなの思うごちそうの絵や写真を

募集し、例会会場に貼り出しました。 

 
 

終演後、バラシのお手伝いを

する子どもたち。 

事前企画で、子どもたちが

描いた色紙を劇団むうのお

二人にプレゼント！ 

劇団の指導を受けた子どもたちによる 

詩の朗読からはじまりました。 

事前企画で子どもたちが作成した 

ウェルカムボードを囲んで記念撮影。 

 

「ワインがごちそう！」と 

いう大人会員もいれば、 

「ニンジンが大好き」という

子ども会員も。 

夏休みに行った事前企画では、「お

うちでできないことをやりたい！」

と大きな模造紙に手形をペタペタ♪ 

「劇団むうさんと交流 

したい！」と終演後に 

質問交流をしました。 

「原作絵本を読んでみよう！」 

と絵本のよみきかせタイム 

 

アフタートークでは、観劇の感想だけ

でなく、原作本や劇団、演者さんの情

報でも盛り上がります。 

 たくさん重ねて 

深く味わって！ 


