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こぶた部(子ども舞台鑑賞体験) NEWS♪
高崎子ども劇場のみなさん、こんにちは。
こぶた部こと、子どもの舞台鑑賞体験部です。
いろいろと制限の多いコロナ禍ですが、今の子どもたちの子ども時
代は“今”しかありません。こんな時だけど、こんな時だからこそ
なお、子どもたちへ文化を届けたい，
“観る”を感じてほしい，いろ
んな人に出逢ってほしい～そんな思いから
｢子どもの舞台鑑賞体験」やります！

（１）いち！！！

❬あそびとおもちゃとぼくこくぼ❭ による

人形劇「３びきのこぶた」2021 年４月 25 日上演決定！
手づくりおもちゃのこくぼさんは、子どもに夢を届け続けるプロの人形劇団むすび座で劇団員として活躍していた
こともあるんです。そんなこくぼさんの人形劇を、会員みんなで観ませんか？
そして、観るだけではなく、その日までをも一緒に楽しいことしませんか？当日を盛り上げるために、飾りつけや看
板つくりなど、子ども劇場の仲間とやってみませんか？手づくりプロのこくぼさんに、子どもたち手づくりのプレゼ
ントをあげてしまうなんてのも楽しそうです♪
こぶた部の日にやります！遊びに来てください。
（基本的に第三金曜日，子どもたちと取り組む時は土日等、LINE，
。
メーリング等でお知らせします。
）

(２)に！！！劇を一緒につくりましょう！(会員対象)
自分たちで演じてしまおう！演劇してみませんか！？裏方もあり！
“観ることについて”おしゃべりしている時に、以前こくぼさんと人形劇をやった
ことのあるお母さんたちから「また、やりたい」
「今度は演劇がしたい」と言う声が
あがり、やってみよう！ということになりました。事務所の高見澤文庫から❬むらの英雄❭
という絵本を元に行うこと、３月の“ホップステップの会（旅立の会）
”でお披露目することが決まりました。
さぁ、会員のみなさん、一緒に演じてみませんか！？新たな自分が発見出来るかも。また、手づくり好きな方等は衣
装大道具小道具係としての参加も大歓迎です。
大人も子どもも、みんなで、ひとつのものを創りあげていきましょう。
はじめの集まりは、11 月 27 日 10 時～です。以降、子どもも参加できるような日程にしていきたいと
思います。
(３)さん！！！やっぱり観たい！と言うことで、来年春以降に創造団体に公演をお願いしたいと
思っています。みなさんは、どんな作品が観たいですか？「ふくろうぼうや楽しかったから、また、あんな感じで」
「いや、今度は全然違うものをみたい」
「よくわからないので、お任せします」と言う人も、次のこぶた部に遊びに来
てくださいネ。会員なら、どなたでも参加できます。

次のこぶた部は、11 月 20 日(金)、12 月は 18 日(金)
いずれも 10:00~12:00、事務所でも zoom でも参加できます。縁あって入会した子ども劇場ですね。どんどん参
加して、いっぱい楽しんじゃいましょう(⌒0⌒)／~~♪♪♪
（こぶた部☆T）

2020 年 11 月 19 日発行

◆住所 高崎市飯塚町４６－６ ℡:027-386-6454 Fax:027-386-6453
メール＊yha_kodomo@yahoo.co.jp

Facebook＊高崎子ども劇場で検索

←公式 LINE アカウント

Google カレンダー→

HP www.takasaki-kodomo-gekijou.org/
☆いつからでも入会できます 入会金＊世帯５００円／会費＊世帯月額 １５００円
◆支援会員（個人・団体）
・サポーター会員も募集中
※舞台鑑賞・他活動には別途参加費がかかるものがあります。詳細はお問合せ下さい

これからの舞台鑑賞会

第３土曜はあそびや（会員対象）
11/21(土)あそびや「ハイキング＆工作」

❬あそびとおもちゃとぼくこくぼ人形劇

観音山ファミリーパーク 10 時 時計台前集合
秋の自然の森を
たっぷり楽しもう♪
木の実を集めたり、
ブーメランを作ります
詳細は公式 LINE＆
メーリングでお知らせ済み
12/19(土)あそびや 内容など詳細は後日
観音山ファミリーパーク予定
どちらも、幼児親子から参加できます

2021 年４月 25 日(日)
中央公民館集会ホール
詳細は後日 お楽しみに～♪

11/19(木)＆12/11(金)事務所開放日
「大人のボードゲーム大会」会員対象

○お知らせの方法○
公式
LINE
行事の告知や募集など大事なお知らせはこちら
に発信します！メニューを新設！行事の申込み
も、フォームで簡単にできます。右ページ参照
メーリング 一斉メールで行事の告知などを
ホームページ 近日リニューアル予定。
スマホ版も新設予定。詳細は後日。
Facebook 行事の様子や担当者の思いなど
機関紙はらっぱ 隔月発行
事務所に取りに来るか、希望者に郵送します。
希望の方は、申し出て下さい。
紙面の画像は、公式 LINE、HP に掲載されます
Google カレンダー 随時更新中！右ページ参照

10～14 時 出入り自由 事務所
事務所にたくさん揃っているボードゲームや手作りゲーム♪
貸出ししているけれど、遊び方が分からない？！ 大人が理解
して、子ども達とあそぶと楽しさ倍増になるはず！
一緒に、楽しみましょう♪ 事前の申込みは不要です。

12/６(日)ファミリークリスマス会
観音山ファミリーパーク交流室
10:30～11:30
０-３才親子＆そのファミリー対象
参加費＊１組 500 円 定員 60 名
申込み＊観音山ファミリーパーク クラフト工房へ
℡027-324-9210 (9:00～15:00)
☆わらべうたあそび
☆ミニシアター
☆親子あそび
詳細はチラシを
※高崎子ども劇場が内容を企画しています。

LINE おしゃべり
グループ
会員の交流の場。
登録した会員はだれでも発信できます。
詳しくは事務局へお問合せ下さい
その他の予定
こぐまちゃんの会(自主保育)
こぶた部 主催全体会
劇を一緒につくりましょう！
わらべうたの会
うたごえサークル
ポコ・ア・ポコ

佐野出張あそびや
ホップステップの会（旅立ちの会）
ぼくこくぼ人形劇
「３びきのこぶた 他」

予定

行事に参加の際は、感染症予防のため、マスクの着用、事前の検温を。
会場により、事前の申込みや人数制限、連絡先の記入の必要があります

対象・募集
乳幼児親子メンバ
ー
会員

日時＊場所
12/1・12/15(火)10:００～ 公園であそぼう！

11/20(金)・12/18(金) 10:00～12:00
事務所＆Zoom
会員
はじめの集まり 11/27(金)10:00～
事務所
メンバー
12/５・12/12(土) 10:00～南部交流館
メンバー
12/５(土)18:00～20:00 事務所＆Zoom
小３～中高生
12/５・12/12(土)
ドレミｸﾗｽ (小３～小５)
13:00～
ラティドｸﾗｽ(小６～中高生) 15:00～
だれでも
12/２・1２/16 (水)16:00～17:00 佐野公民館
こ の 先 の お た の し み ！
2021 年 3/21(日) ハーモニー高崎ケアセンター 体育館
詳細は後日 劇作りの集まりの発表を予定しています
2021 年 4/25(日) 中央公民館集会ホール
詳細は後日

｢ハロウィンの飾りをつくろう｣の工作の合間に、公園奥テーブルセットで、久しぶりに子ども達と
カードゲームをした。
[犯人は踊る]ババの犯人カードが手元をどんどん移る(踊る)、スリルと推理を楽しめる我が家でも人気のカードゲームだ。
メンバーを変えながら、キャーキャー、ゲラゲラとかしましい。何回も何回もしても飽きなくて、10 回以上したかなー。
フッと周りを見ると、子どもも大人もそれぞれ、思い思いにゆったり過ごしていて、そーそーこの感じ、子ども劇場って。
縮こまってた心がほっこり温かくなった。
月 1 回のあそびやが、感染対策しながら工夫しながら、また始まりますね。 やったー！待ってたのは子どもより私の方だ
ったのかも。(笑)
(A)

S 君（小 6）

絵＊Ｓ君（小 6）
パラシュートに糸を付けたり、パラシュートの糸を束ねて一本
の糸に結ぶのがややこしくて難しかった。木の飛行機をヤス
リで削ったり、ねじを付けるのは楽しかったな。
実際に飛ばしてみたら、もっと楽しかった。パラシュートをバ
ナナみたいにたたんで糸を巻きつけて、「ターンターンメー
ン！！」と言って飛ばすのが、すっごく面白かった！
（Ｋ君 小３）
10 月から入会させていただいて、4 歳の息子と工作イベントや事務所に遊びに行かせ
てもらっています。10/15 には、解放日のマスクづくりも参加しました。
優しくあたたかく接してもらえるので、
「こども劇場に行きたい！」と息子がよく言っ
ています。
コロナ禍で人との関わりが減り、今まで通りの子育てができず不安になる時もありま
すが、子ども劇場に行くと、人との繋がりを実感することができてとても安心します。
息子の居場所の一つにもなり、とても嬉しく思います。
これからもどうぞよろしくお願いします。
（Ｓ）
明るいガラス張りの観音山ファミリーパークの交流室で、まめっちょの会（わらべうた
とおはなしの会）の皆さんのゆったりとした歌声が響く中、家族ごとにマットに座って、
うたったり手遊びしたり、にこにこと、お話を聞く、穏やかな時間が流れていました。
そして、工作は、プラ板♪初めての子もいて、お絵かきした透明な板が、トースターで
グニャグニャになってから、小さくかた～くなっていく様子にビックリ！目を輝かせて
いました。もう一つ、紙のクルクルお化
け？！自由に顔やしっぽを書いて、
楽しいハロウィンの飾りに
なったかな～♪
(スタッフ Y)

１０/６ 事務所にて

こぐまちゃんの会

約半年ぶりのこぐまちゃん、１歳６ヶ月の息子と参加しまし
た(^^)
息子は列車で遊んだり、トンカチでトントンしたり、ビーズ
をつまんだりと楽しんでいました。お昼ごはんのさつま
いもごはんや豚汁がとてもおいしくて、息子もお腹をぱ
んぱんになりながら食べていました。お腹が満たされる
と事務所内を走り、外ではシャボン玉を追いかけて、きゃ
きゃとはしゃいで、とーっても楽しそうでした。
私自身、会えない間のみなさんの様子や今の状況などを
知ることができて、ちょっと同窓会
みたいな気持ちになりました。
また、次回が楽しみです☆
（こぐまちゃん Ｋ）

１０/２０ 群馬の森にて
落ち葉も木の実でも遊び放題！な秋のこぐまちゃんに参加し
てきました。
娘と 2 人っきりだと、延々と続くドングリ拾いにため息が出ちゃ
う事もありますが（笑）皆とお喋りしたり、暖かく見守ってもらい
ながらだとのんびり散歩を楽しめました。
途中、季節外れのカマキリを見つけて観察していると『水に漬け
るとハリガネ虫が出るんだよ』と教えていただき、試してみる
と……お尻から細長ーい棒がニョキニョキと！しかもうねうね
動いてるー！
私、これがハリガネムシデビューでした！ビックリ！！
こんな衝撃サプライズがあるのも、誰かと一緒に散歩している
からならでは。
子どもが幅広い友人と出会えるように…と入会した劇場でした
が、私にとってもこんな風に子どもの成長を一緒に見守ってく
れる仲間が出来てとてもありがたく思っています。
（ Ｉ ）

初めてあそびやに参加しました。火おこしを楽しみにしていたのですが、雨だ
ったのでずっと部屋の中でした。火おこしがでかなかったのは残念でしたが、た
こ焼き作りが楽しかったです。
私は、ねぎ、さつまいもをほうちょうで切りました。さつまいもは、すごくかたか
ったです。ねぎは、なみだが出ました。たこ焼きを焼く時、くしで回すのがむずか
しかったです。ソーセージ焼きもあって、おいしかったです。
色々なカードゲームができたし、お友達と会えて楽しく過ごせました。
また参加したいです。（カエルちゃん）
以前より、わらべ歌や色々なイベントでお世話になっていました。
少し前から、小学生の上の子が学校でテレビゲームの話題を耳にする様になり、
本人も欲しがるようになりました。
テレビゲームに頼らず、楽しい時間を過ごせるようになって欲しいと思い、入会
しました。
先日のあそびやでは、生憎の雨でしたが、久しぶりに会えたお友達とゆっくり遊
べて大変満足そうでした。
「もっと遅く迎えにきて欲しかった」と怒られました。
昔と違い、年齢の違う子達と遊ぶ機会や外で体を動かして遊ぶ事が減ってきてい
ると感じます。
コロナで制限がある中、難しいとは思いますが、皆で楽しく過ごせるイベントを
楽しみにしています。
これからもよろしくお願いします。
（カエルちゃんの母）

ハニープロジェクト
に行って

ゲームがたくさんできて、
楽しかった。
今度は、リアル焼き肉大戦争を
したい！
（Ｙ君 小６）

10/14 に前橋テルサにて「ハニープロジェクト」の見学とお話を聞いてきました。
１匹のミツバチから生涯でとれるハチミツの量ってご存知ですか？
なんと、ティースプーン１杯だそうです！！
その他にも、ミツバチの生態のお話をたっぷり聞かせていただきました。
なるほど！！ということばかり。
我が家のヘチマもミツバチの受粉により、１本のヘチマから実をつけることができ
ました。
ミツバチのありがたさをより一層感じました。(理事・Ｔ)

