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あつまれ春休みの子どもたちが 3 月 29 日に高崎財団と共
催の元、無事開催することができました。
「アンディ先生のマジック教室+イリュージョン」・245 名
「笑劇☆紙芝居しばい」・89 名
「ぼくこくぼ・色変わりコマ」・29 名
たくさんの子どもたち、親子、学童の方が鑑賞や工作体験
に来場していただきました。
思え返せば、新型コロナウイルス感染拡大のため、令和 2 年
度は中止。令和 3 年度は 7 月開催予定が 3 月に延期。
世の中が感染拡大予防のため、子どもや親子が楽しみに予
定していた、イベントや学校行事がなくなっていき、子ども
たちの「どきどきわくわく」の芽生えが失われていく中で、2
年越しではありますが生の舞台を観る体験を、子どもたちに
届けられたと実感しています。
文化会館・大ホールでは開演 5 分前のベルが鳴った時の子
どもたちの「わー！！」の声は「何がこれからはじまるのだ
ろう」という「どきどきわくわく」の心の声のように聞こえ
ました。終演後大ホールから出てきた子どもも大人も興奮冷
めやらぬ何とも言えない表情でした。
高崎子ども劇場は、ひとりでも多くの子どもたちに生の舞
台や体験活動を通して、心豊かに育ってほしいと活動をして
います。
(事務局長 田口)

春、佐野公民館「あそびや」から活動の幅が広が
って来ています。
公民館から乳幼児親子向けにあそびやの様なあそ
びの場を設けて欲しいと嬉しいお話を頂き、２月、
３月に公民館に行って来ました。また、そこに参加
したお母さんから親子の子育てサークルにと講師派
遣の依頼が続きました。
子ども劇場には、現役の保育士さんやベテランマ
マが沢山いてあそびも引き出しがいっぱいです。
子育てサークルでは、慌ただしい毎日を過ごして
るお母さんがせっかく親子で出かけて来たのだか
ら、親子がべたべた出来るゆったりした時間にしよ
うとしっかりと内容を決めずに始めました。
当日は、春休みだった事もあり、0 歳〜新１年生
までの親子だったのですが、ずっと続いているサー
クルなので殆どの人が顔見知りだった事もあり、す
ぐに和気あいあいで楽しく遊び始めます。
始めは、わらべうたで親子で遊びます。小さな子
だけでなく、１年生になるお兄ちゃん達も恥ずかし
がりながらもお母さんのひざで満足そうです。♪お
すわりやーす いすどっせ〜♪笑い声が広がります。
スカーフで遊びながら♪タンポポ タンポポ 〜♪ 小
さな子にはそ〜っと頭にかけて、大きな子には高く
飛ばします。絵本で一息入れて、後半は新聞紙で遊
びます。丸めたり伸ばしたりしたら穴を空けて着て
みます。テープを貼り合わせて いつの間にかドレス
になり、王冠になり、剣になり、、、最後はビリビ
リにして大騒ぎになりました。クールダウンに大型
絵本を読んで楽しい時間は終わりました。
「身近なものであそび、家に帰ってからもあそべ
るヒントにしてもらいたい。」と思い色々なものを
持って行きましたが、出かけてみると子どもたちの
想像力で全く違うことになり、あそびが進んでいく
面白さがありました。
こんな機会がいっぱいあって、沢山の子どもたち
があそびと出会える場と、子どもの笑顔が広がって
いけばいいなぁと思いました。 (理事長 高見澤)
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◆支援会員（個人・団体）
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これからの舞台鑑賞会

あつまれ夏休みの子どもたち！

2022 年７月 28 日(木)
人形劇団むすび座

「かくれ山の大冒険」
１４：０0 開演予定 高崎市文化会館大ホール
迫力満点の大型人形劇！気弱な少年が魔界で出
くわすピンチを乗り越えながら成長していく
大冒険！！ 天狗、赤鬼、山姥、子どもを猫の
姿に変えてしま
う恐ろしい猫婦
人などとどう立
ち向かうか！
応援せずにはい
られない！
以前「アラビア
ンナイト」を届
けてくれた老舗
の人形劇団です

◎ワークショップ「甘酒作り」◎
5 月 18 日(水) 13:00～15:00
参加費
会 員 1,000 円+材料費 300 円
会員外 1,500 円+材料費 300 円
甘酒 500ml お持ち帰り
定員 6 名
申込みはメールで

こぶた部（子ども舞台鑑賞体験）NEWS♪
子ども劇場では、３月 29 日 久しぶりに、子どもたちへ舞台
鑑賞体験を届けることが出来た。アツまれ春休みの子どもたち
での“笑劇☆紙芝居しばい”と“アンディ先生のマジック教室
＆イリュージョン”だ。
当日の感想は、いろんな方が書いてくださっているので、そち
中
らを読んでもらうことにして、私は事後の話しをしよう。
央
御覧になった方はわかると思うが、アンディ先生が教えてくれ
公
民
たティシュを使ったマジック。あれを、家でやったという子ど
館
もが沢山いると聞いた。腕の長さが変わるマジックを、家族に
集
やってみせたという中学生もいる。紙芝居のたっちゃんのネタ
会
「はっとしたぜ！」を言い、母親のイライラをニコニコに変え
ホ
てしまった男子もいるらしい。
ー
私が何度も書いてきた『観ることは吸うこと，受けること→心
ル
が動く，感情が生まれる→表に出したくなる→（吐く）→自主的
創造的文化活動が生まれる。この間に、感性が育つ。
』まさに、
この（吐く）の部分の子どもたちの話しを聞けると、とても嬉し
い。鑑賞をきっかけに、いろんな親子の時間が楽しいものにな
っていることを知ると、こちらまで幸せな気分になる。取り組
んで良かったと思う。
さて次は、“アツまれ夏休みの子どもたち”です！７月 28 日
㈭みなさん、予定してくださいね。舞台鑑賞体験は、子どもにも
大人にも元気と感動を届け続ける人形劇団むすび座による“か
くれ山の大冒険”です！魔界に迷い込んでしまった少年ナオの
物語。さて、ナオにも鑑賞されたアナタにも、どんなことが起こ
るのか楽しみです(◠‿◠)♪♪♪
こぶた部★高橋利恵子
次回こぶた部 ５月 20 日(金)10:00～事務所にて

その他の予定
おしゃべり場＆カードゲーム、ボ
ードゲームの会
電車でハイキング
甘酒づくり
定期総会＆大人のボードゲーム会
わらべうたの会
わらべうたあそび・まめっちょの
会
佐野あそびや
あつまれ夏休みの子どもたち！
①人形劇公演「かくれ山の大
冒険」 他
落語ワークショップ
メルヘンとあそびの世界展
①展示など ②落語公演
子どもあそびバザール

対象・募集
だれでも
要申込み
会員 申込み
要申込み
会員
メンバー(見学可)
乳幼児親子
申込み

だれでも
詳細後日

詳細後日
詳細後日
詳細後日

日時＊場所
5/13(金) 10:00～12:00 事務所
※人数に制限があり
5/１５(日)9:00 高崎駅集合→JR 横川駅～アプトの道
5/18(水)13:00～ 事務所
5/30(月)10:00～12:00 事務所予定
5/7・5/21・6/11・6/18・7/2・7/9 全土曜 ①10:00
～ ②11:00～ 南部交流館
5/29・7/24(日)10:30～11:30 観音山ファミリーパーク
工房
※申込みは高崎子ども劇場へ
第１～第４水曜日 16:00～17:00 佐野公民館
7/28(木)
①14:00 開演 高崎市文化会館大ホール
他、詳細後日
8/29(月)・8/30(火)10:00～12:00 中央公民館音楽舞踊室
①高崎シティギャラリー展示室 9/10(土)～9/19(祝)
① 高崎シティギャラリーコアホール 9/18(日)
11/6(日)10:00～ 観音山ファミリーパーク

その他、会員対象の活動など、いろいろ計画中！
追加、変更、各イベントの詳細は、公式 LINE や会員のおしゃべり LINE で告知します。

まわると色が変わるコマとは？？と思い参加して、本当に色が変わったからビ
ックリした！！紙芝居しばいはとっても面白かったし、ダンスもキレキレで笑
っちゃったし、ももたろうとすももたろうのお話は二人の息がぴったりでとて
も面白かった！！アンディ先生のマジックショーはあり得ないことが目の前で
起きてとてもびっくりした。名前を書いたトランプのカードがふたを開けてな
いペットボトルに入って、とても不思議に思った。すごいマジックを間近で見
られて嬉しかった。もっともっといろんな舞台を見たいです。
「アツハル」だけじゃなくて、「アツナツ」「アツフユ」もしてほしい！！！
（Y 小３）

コロナ渦になり、一昨年からいろんなイベントが
中止や延期になってしまい、ようやく…生の舞台
が見ることが出来た！！テレビで見るのとは全く
違う、舞台との一体感や大勢で見る楽しさを久し
ぶりに味わうことが出来て楽しかった。生の舞台
はやっぱり良い！子ども劇場はこうでなきゃ！と
再認識。娘二人は朝から、コマ作り、紙芝居しば
い、プラネタリウム、アンディ先生のマジックシ
ョーとフルスケジュール。ノリのいい二人の紙芝
居しばい、どうなってんだろう？？と目が釘づけ
だったマジックショー。充実した一日を過ごせま
した。（Y の母）

紙芝居もマジックショーもとても楽しかったです。何度も企画が延期に
なってしまっていたので、今回見る事が出来て良かったです。アンディ
先生のマジックショーを見るのは今回で 2 回目でも面白かったです。ま
た、この様な企画があるのを楽しみに待っています。
（S 中１）
１年生になる娘が初参加しました！
「笑劇★紙芝居しばい」のバッハの話！だんだん加速するたっちゃんの
早口言葉を「あはあは」笑いながら真似をする娘。つられて私も真似し
て大笑い！子供の頃の懐かしい感じを思い出しました。その後も、たっ
ちゃん・りさちゃんとの掛け合いを楽しみ、帰り際に娘は緊張しながら
も「今日の紙芝居とっても上手だったよ。楽しかったです」と、自分の
気持ちをりさちゃんに伝えられて大満足でした。
午後からは、事前ワークショップで作ったアンディ先生のようなど派手
な眼鏡をかけてマジックショーへ参加！「火が出た」「あの鳩はどこ
に？」終始目を丸くさせて驚き、あっという間の時間でした。感動しま
した‼
(M)

※学年は３月時点のものです

アンディ先生の瞬間移動のマジックがすごかっ
たです。トランプを使ったマジックで、トランプ
の真ん中を押すとゆあちゃんの名前を書いたカ
ードが一番上に来るのも面白かったです。
アンディ先生が会場の人に手伝いをお願いした
時に張りきって手を挙げたら、指してもらえて
お手伝いができたのも嬉しかったです。
ハトのかごが何個も箱から出てきたのが不思議
で、前の方の席で見ていたのに仕掛けが全然分
かりませんでした。
（K 小４）

イベント等が困難な中、運営ご苦労様です。コロナ禍でも大人のイベントは開催される
のに、子どものイベントばかり自粛を強要され、親子や子ども自身の居場所が奪われる
状況に納得がいきませんでした。そんな中、このようなイベントを開催されることは大
変勇気のあることだと思いますし、感謝しております。次回のイベントも楽しみです。
（アンケートより)

春を探しに散歩をしてポカポカ陽気でとても気
持ちが良かったです。グループ分けをしてそれ
ぞれで探したことで新しい出会いと違った年齢
の人でコミュニケーションが取れて楽しかった
です。
(参加者 アンケートより)

今回、佐野公民館さんで行われたあそびやに参加してみ
て、子どもたちからたくさん元気をもらいました。また、
私も小学生時代にこうやってたくさんの大人に見守られ
て成長してきたのかなと考えさせられました。ぜひ機会が
あればまた参加させていただきたいです。
(スタッフ大学生 N)

