地域の子ども達に、あそび体験を！
総会も終わり、コロナ禍の中、今年度の活動が始まりました。
いつもならば、観音山ファミリーパークでの「子どもバザール」
、

高崎子ども劇場

機関紙

延期(バザールは 11 月、あつ夏は 3 月の予定)になりました。
でも、活動の縮小、自粛を余儀なくされながらも次の活動に向け

はらっぱ
2021 年

文化会館での「あつ夏！」と楽しい活動が始まるのですが、どちらも

９月号

て、子ども劇場は動いています。今は活動の足固めの時と考え、公民
館や保育園との共催事業を行って「あそび」を地域に届けています。
放課後のあそび屋を定期的にしている佐野公民館や城山公民館で
は、工作やボートゲームを、はちの木こども園の夕涼み会にあそびブ
ースで参加しました。観音山ファミリーパークの夏休み自由学校で
も野菜スタンプ、アルコールインクアートで作品づくりをしたり、水

鉄砲で遊びました。
どの会場でも会員外の子どもたちが沢山参加していて、子どもたちの楽しそうな笑い顔に「やっぱり、遊びの場が必
要なんだ！」と思います。
子どもたちの生活圏に安心して遊んだり、集ったりする場を作る事が子ども劇場の目標です。友達と遊ぶ、色々な体
験をするという日常が出来ないからより大切な物が見えてきます。 理事長 高見澤

あそび虫始動！
子ども劇場が、体験活動と並んで大切にしている子どもの舞台鑑賞体験（こぶた）。生の舞台を観ることで、
心が動き感情が生まれ、それを表に出したくなるなかで育つ感性。コロナ禍でも、子どもの成長は当然止まる
ことはない。こんな世の中だからこそ、大切にしたい思いもある。しかし、現状は遠くから創造団体を呼んで
実施することはなかなか困難である。
そんなことを考えているなかで、観音山ファミリーパークの（０-３パパ・ファミリークラブ）の講師とし
て子ども劇場が企画実施する機会をいただき、
活動の一部で、パネルシアターや紙芝居等を行った。子どもた
。
ちの真剣な眼差し、驚いた表情や楽しそうな笑顔。お父さん，お母さんも、喜んでくださり、
“観る”ってこ
ういうことかな？ここから始めていこう！と思いました。
実は！高崎子ども劇場の会員さんのなかには、読み聞かせが得意な人，歌の上手な人，紙芝居等自作しちゃ
う人，いろんな芸達者がいるんです(*^o^*)そんな人たちと協力して、幼児低学年親子向けに小さな小さな“観
る会”を実施します。
そして“観る”だけではなく“遊ぶ”も一緒に行います。親子で集える場所になれたらいいな！と、思って
います。
自分たちで行えば、日々変化する感染状況による対応も即可能。たくさん観てほしい小さな子どもたちに、年
４回，春夏秋冬四季折々の活動を届けることもできます。
8/28 に夏の巻を予定していましたが、コロナ
みんなの体の隅っこで小さくなっているかもしれない
あそび心が、伸び伸びと天まで届くくらい大きくなる
感染状況を考慮し、中止になりました。
ことを願って、歌の題から、この会の名前を“あそび虫” 「秋の巻」をお楽しみに
としました。
よろしくね(*⌒∇⌒*)／~~~

高崎子ども劇場

事務局長

田口和江、副事務局長

吉田まさ子

にかわりました。よろしくお願いいたします。

事務所にお越しになる際は、密を避けるため、必ず、事前に電話等で、確認してからお出かけ下さい。
2021 年８月 25 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
←公式 LINE アカウント

Facebook＊高崎子ども劇場で検索

HP https://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

メルヘンとあそびの世界展
9/11(土)～9/20(祝月)
高崎シティギャラリー 10:00～17:00
高崎子ども劇場では、下記の２つの企画運営を
します。詳しくは、チラシをみてね！

第５展示室「つながるあそび」
輪つなぎチャレンジ、しりとり列車、あそび
のレシピ等
輪つなぎを作りにお協力下さ
い！詳しくは次ページを。

第６展示室「Ｂ玉迷路」
ぼくこくぼプロデュース
材料費 200 円
工作時間約 60 分
土日祝日は、
事前予約を、9/1(水)10:00～ ⇒
ＨＰ，公式 LINE にも掲載します。
申込み前に下記同意書を送信して下さい。

感染拡大の中、大切な体験の場を無く
さないための「同意書」です。よく
読んで、ご理解の上、送信下さい。
不明な点は事務局まで。

こぶた部（子ども舞台鑑賞体験）NEWS♪
こぶた部（子どもの舞台鑑賞体験部）では、７月に２回、
央
鑑賞作品を決める時に参考にする資料«子ども舞台芸術
公
作品 2022»のパンフレットを参加者で一緒に見ました。
民
こんなの観てみたい！
館
これ楽しそうだね！
集
こんな人に出会えると面白いね！
会
など‥おしゃべりしたり
ホ で行われた、子ども劇場首都圏主催の「子
６月に Zoom
ー
どもと舞台芸術活動交流会」
に参加し創造団体ごとの話を
ル
聞いた人から、そのことを伺ったり、分厚いパンフレット
の中から、観たいもの，オススメ作品を抜粋し、薄くて手
軽なパンフレットに変身させました。
舞台鑑賞ってよくわからない、と思っている人にも、ず
いぶん見やすいパンフレットになったと思います！ので、
事務所ヘお立ち寄りの際には、ぜひご覧ください(*^-゜)v
また、子どもたちにも、見られる機会をつくります。
コロナ禍で先の計画を立てにくい状況ではありますが、
2022 年度に会員みんなで観られるような作品を選んで
いきたいと思います。
こぶた部は、会員ならどなたでも参加できます～一緒
に、鑑賞作品を選んでみませんか☆⌒(＊＾∇゜)v
こぶた部☆T

子どもあそびバザール開催のおしらせ
2021・1１/ 7（日）
場所・観音山ファミリーパーク
時間・10 時～14 時
内容・子ども市など
(午後の集団あそびは中止)
コロナ感染状況により内容変更等あり
今年はあそびバザールを規模を縮小しながらも
感染対策徹底したうえで開催しようと考えています。
子どもたちの子どもたちによる
子どもたちのための
「あそびバザール！！」
少しでも子どもたちが笑顔
ですごせる場を考えています。

次回こぶた部

9/24(金)10:00～12:00 来てね！

子ども市募集内容
・今年の子ども市は会員の子どもたち、会員の子ども
と一緒にお店をするお友達（非会員の方）に限ら
させていただきます。
・9/23（祝木）の説明会に参加できる子ども
・先着・・15 組
・一緒にお店を出すお友達がいない方は、家族でお店
を出しても大丈夫です
・申込み締め切り・・9 月 13 日（月）劇場のメール
までお願いします。
・不明な点は劇場まで

★子ども市の説明会

9/23（祝木）★

場所・観音山ファミリーパーク
時間・10 時～11 時
内容・お店の内容をおしえてね
※説明会終了後、健康福祉大学の学生による、お店屋さん
開催！！
子ども市のヒントにもなるかも！！
コロナ感染状況により内容変更等あり

いずれの活動も、:コロナ感染状況により、中止や、変更になる場合があります。 詳しくは高崎子ども劇場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)
わらべうたの会
ポコ・ア・ポコ
佐野出張あそびや

対象・募集
乳幼児親子メンバー
メンバー
メンバー
だれでも

日時＊場所
8/25・9/1・9/15(火)10:００～
9/25(土)①10:00～ ②11:00～ 南部交流館
９/25(土)13:30～ 佐野公民館
9/１・8・15・22(水)16:00～17:00 佐野公民館

ついに、我が家の息子にも夏休みクラブデビューの時が
きました! 本人も母も少し緊張して当日の朝をむかえま
したが、夕方にはそんな心配何のそのな姿に安心しまし
た。帰るなり、家中の段ボールで翌日の準備に没頭しなが
ら、
「明日がスッゲェ楽しみ！」と連呼する息子を見て、ど
れだけ楽しかったのかが伝わってきました。完成した段ボ
ール迷路を得意気に案内してくれる息子に、また少し成長
できたな、と嬉しくなりました。
( R の母 )
段ボール迷路のおばけ屋敷が、ちょっぴり怖かったけど
楽しかった。スイカは割れなかったけど甘くて美味しかっ
た。友だちができて嬉しかった。また行きたいです。
R (小１)

水でっぽう合戦

段ボール迷路

7/23･24･25 の 3 日間、3 年ぶりに夏休みクラブや
りました。
段ボール迷路づくりでは、通ったら自動で閉まる扉や
壁の向こうから飛び出てくるお化けなど、各チームと
も自由で奇抜な発想がたくさん出てきて、話し合いの
段階ではどんなものになるのか若者も想像できずてん
やわんや。だけど、作り出すと、子どもたちはみんな夢
中になって休憩することも忘れて作業に没頭。低学年
も高学年も男女も関係なくみんなで協力し合って、ど
のチームも素晴らしい迷路が出来上がりました。集会
所の大広間いっぱいに広がる段ボール迷路は圧巻で、
壊すのがもったいないくらいでした。
久々にじっくり遊びこめ
てとても楽しく、子ども
たちの世界観を堪能しま
した。
（ 若者 M ）
すいか割り

とっても楽しかったです。一生段ボール迷路を残してもらいたかっ
たくらい楽しかったです。まず、宝探しチームはいろいろなお宝が
あるし、どれか一つお宝が貰えました。お化け屋敷 A チームはスタ
ンプを押して進むことと、いきなりお化けが出ることが楽しかった
です。お化け屋敷 B チームでは私が貞子をしましたが、怖がってく
れたのは 1/3 くらいでした(T_T)。でも楽しかったです。クイズチー
ムは『こうするとどうなる』ということをきちんと考えるクイズや
これから気を付けることの問題を出していて、間違っていた方に行
くと行き止まりになることが楽しかったです。全 4 チームとも楽し
かったことがいっぱいありました。
またいつか作りたいです。Y･W (小３）

「夏休みクラブが楽しみ過ぎる」と初参加
の夏休みクラブを待ち侘びていた息子。事
前の公民館での話し合いの時点からワクワ
クする姿が伝わっていました。３日間全部
参加する！と張り切って申込みさせていた
だき迎えた初日。あまりの張り切る姿にテ
ンションが上がり過ぎてグッタリ帰ってく
るかな？初めて会う人と上手に遊べたか
な？そんな事を話しながら夫婦揃って迎え
に行った先には目をキラキラさせてる息子
の笑顔。３日間全力で楽しく遊びきった姿
がとても印象的でした。
（Y･A・母）

夏休みクラブに急きょ、スタッフとして参加しました。
いつもは参加するだけだったけど、スタッフなんて何だか誇らしい
ような気がしました。
スタッフといっても、参加者のようにみんなでスイカ割りをしたり、
どんな迷路を作るか話し合い、水鉄砲を手作りし公園で遊んだ。
話し合いから製作まで２日がかりで段ボール迷路を作ったのが（こ
こをこうにくっつけて、どうに繋げてと話し合うのが）すごく楽しか
ったです！またやりたいです！ S(中 1)

クラフトバンドを使ったカゴ作り、ずっと興味はあったもの
のなかなか一人ではじめられずにいたから、６月のイベントに
喜んで飛びついた私。ちんぷんかんぷんではじめたものの、先
生方に丁寧に教えてもらい、ちゃんとカゴが完成！！色々な色
があり、バンドの太さも自由に変えられ、可能性は無限大！す
っかりクラフトバンドのものつくりに魅了されてしまい、いま
でも楽しく作ってます♡ Ｗ

その後、
いろいろ作って
楽しんでます

じむしょであそぼ！！
事務所開放日（７/２８、８/10、8/20）

◎2 回目 8/10
事務所に入ると、同じ年頃の男の子とママさ
ん、スタッフが大量の紙コップでタワーを作っ
ていました。初めは様子を伺っていた娘でした
が、声をかけてもらい仲間に入ると本領発揮で
す。娘が紙コップで円を作ると、お友達がその中
に紙コップを投げ入れる。すると、そこはもう紙
コップのプール。その中の紙コップに「ゴリラ」
と書いたものを見つけると、ゴリラプールに変
身！自分達も字や絵を描いたり、頭にのせて競
走したり等々……。初対面も気にせず、柔軟な発
想・遊びを繰り広げ大爆笑！！コロナ禍を忘れ
る清々しさが感じられるひと時でした。H 君、
また娘と一緒に遊んでね！企画をして下さった
スタッフの方々ありがとうございました。
（M）

～メルヘンと遊びの世界展にむけて～

「メルヘンと遊びの世界展」
9 月 11 日(土)～9 月 20 日(月)
今年のテーマの「つなぐ」を表現して、子ども劇場では第
5 展示室にて輪つなぎチャレンジをします！来場者に輪つ
なぎを作ってもらって長くなが～く、つなげたいです！！
・折り紙（15ｃｍ×15ｃｍ）を縦に 8 等分した太
さで
・紙テープを使う場合は 約 15ｃｍで
・子ども劇場にある紙テープや折り紙を持って行って
ください
・ご家庭のものをご提供いただいてもありがたいです
9/3（金）までに事務所にお届けいただくと、会場設営に
間に合います。
会期中もシティギャラリーへ持ち込んでいただいて、どん
どんつなげていきたいです！よろしくお願いいたしま
す！！

