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白井子ども劇場 

広報ＮＯ.２７４  
 

◇私たちが 2021 年度めざすこと◇ 
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で
遊
ぼ
う 

夏
祭
り

企
画 

七
次
第
一
公
園
（
予
定
） 

 

白井子ども劇場 

2020 年度まとめの会 
6 月 6 日(日) 

西白井複合センター  

作法室・研修室  

 

春の交流会に       

行ってきました 

   中高青企画 

5月 2日 いんざいピザがまの森 

https://shiroikodomogekijo.wixsite.com/shiroi-kodomo


お花見会        3月27日(土)七次第一公園 

 

      参加者  どんぐり1名 幼児2名 小学生8名 中学生1名 大人10名 計22名 

                                               

久し振りの劇場イベントとなりまし

た。開催するにあたり、色々考えまし

たが、野外でのイベントという事もあ

り、感染対策を重視して、実施しまし

た。 

天候と桜の散り具合も心配しました

が、絶好のお花見日和になりました。

集まってすぐ、思い思いの遊び道具で

遊んだり、近況報告したりと、やりた

いことがたくさんありました。 

                                 

 

                           

                   

           

                                

                                

 

 

                                 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも通りの自己紹介も慣れたもの。フルーツバスケットでは、みんな鬼をやりたがって、

席を譲り合う状態に…必死なのは大人だけ？(>_<) 玉入れやお菓子食い競争では、必死にな

っていましたが、みんな笑顔で体を動かしていました。どんぐりさんから参加してくれた 2

歳さんから中学生まで幅広い年齢の子ども達が参加してくれました。ゲームに参加出来なく

ても、マイペースに枝をひろったり、石を拾ったり…好きな事で遊べるのが劇場の良い所。

もちろん、お弁当は、家族ごと間隔をあけて食べました。密になる事が気になりましたが、

皆さんの協力のもと、実施出来て良かったです。なかなか、タイミングも難しいですが、こ

れからも、野外活動で自由に遊べるような場を提供出来たら良いなと思いました。 



どんぐりクラブ活動報告 3月 4月 
 

3月 2日（火）風輪づくりと座布団遊び 西白井複合センター作法室 

朝からお天気がいまひとつ。今日は複合センター作法室で遊びました。 

紙皿 2枚を上手に張り合わせ風輪をつくりました。長机の滑り台でコロコロ転がしてみると、わあ

ー！！坂道をくるくる回る風輪。 

次は作法室にあったたくさんの座布団をお借りして、迷路を作ってみたり、おうちを作ってみたり。

たくさんの座布団でこんな楽しいことが出来るんです！！ 

ブルーシートのトンネルくぐりは、毎回盛り上がります。ごっつんこしないようにね😟一方通行よ。 

 

 

 

 

 

3月 8日（火）じゃがいも植え、ネイチャーゲーム、卒どん式 

今年度最後のどんぐりクラブです。 

久しぶりの畑に集合！！じゃがいも植えをしました。 

種芋を包丁で半分に切る作業もそれぞれ体験。 

おおきくなあれ～の気持ちを込めて、 

土のおふとんをとんとん被せてあげました。 

畑から七次第一公園に移動して、お山でネイチャーゲームを 

楽しみました。 

ふわふわするもの、チクチクするもの、鳥の鳴き声、 

アリさんは見つかったかな？？見つかったらカードの爪をポチッと折りましょう。 

卒どん式では立派になったみんなの姿を見ることができました。1年間ですごーく成長しましたね。

幼稚園に行っても頑張ってください。 

 

4月 20日（火）春の宝さがし 七次第一公園 

2021年度のどんぐりクラブ始まりました。 

小規模のスタートとなりましたが、この先どんどん 

お友達が増えるといいなあ。 

今日は七次第一公園のお山で宝さがしをしました。 

一生懸命探してくれたね。 

七次第一公園のお山ですが、草刈されてすっかり見通しがよくなって、スタッフはお宝を隠すのに

苦労しました(^▽^;) 

どんぐりクラブでは、一緒に遊びを楽しむお友達を募集中。皆さんの周りで未就園のお友達いませ

んか？是非お誘いください！！ 



祝 卒業・入学おめでとう 

 

 

 

                   

新中学生                                                  
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新高校生 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

                                  

                                                 

 

 

 

 

 

 



今年度の 

 

 

 春ですね。進学したり進級したりした子どもたちは、新しい環境に慣れたころでしょうか。 

今年度の目標を劇場のみんなに聞いてみました。それぞれの目標に向かって、がんばる１年にし

たいですね。 

 

鉄棒の逆上がりとバトミントンが上手に

なりたいです。       （M）            

 

一輪車を乗れるようにする！ （Y） 

                

断捨離    （N） 

             

 

たるんだお腹を引き締める。（K） 

              

 

自然の中で、おもいきり遊ぶ！（M）      

              

 

庭をきれいにする。    （Y）     

           

はずかしがりやを直す。   （M） 

               

 勉強を頑張る。     （H＆M）            

 

逆上がりをできるようにする！（S） 

              

 

睡眠時間確保！９時間睡眠。 （H）                

 

ライバルに負けないようにサッカーをが

んばる。規則正しい生活をして、予習復習

をしっかりやる。       （H） 

          

 

規則正しい生活を送る。   （A） 

 

          

 

夫が大人買いした「マンガ日本の歴史全

１５巻」読破すること！いろいろやるこ

と多くて、なかなか読み進められません

が、年内には読み終わりたいです。  

              （Y） 

          

 

今年こそ少しは運動する。 

家族の料理スキルをあげる！ （A）         

              

自主的に去年よりたくさん本を読む。苦

手な分野の歴史の本などに挑戦する。            

             （S） 

庭を少しでもキレイに保つ。毎年ドクダ

ミ畑になってしまう庭を何とかしたいと

思います。         （K）     

みゆき 

 

ベランダで花や野菜を育てたい。（R） 

         

 

がんばるぞ！ 

○学目標を発表しよう。 



2020 年度 春交実行委員会④⑤⑥⑦＆学習会 

実行委員会④ 2021.3.14㈰ 13:30~14:50 各所からリモートにて 

実行委員会⑤ 2021.3.28㈰ 13:00～17:00 印西市中央駅前地域交流館 会議室１・２ 

実行委員会⑥ 2021.4.11㈰  13:00～17:00  印西市中央駅前地域交流館 会議室５ 

実行委員会⑦ 2021.4.25㈰  9:00～12:00 印西市中央駅前地域交流館 会議室１・２ 

学習会    2021.4.25㈰ 13:00～17:00 印西市中央駅前地域交流館 会議室１・２ 

 〈実行委員会④〉 

緊急事態宣言が延長になり、春交当日は対象にならないものの、このまま対面での打ち合わせ

が少ない状態で当日を迎えることに不安になった実行委員たち。思い切って『延期』を決めまし

た。「3/28㈰→5/2㈰」へ。でも、あくまでも『延期』なので、『2020年度』の春交であること、

学年の表記は 2020年度の時のものであること、としました。又、予定していた実行委員会や学習

会の日程を再検討しました。 

無事高校受験を終えたМОさんが④から復帰して、いろいろ役目を引き受けてくれました。  

しおりの表紙はＫさん・裏表紙はＩさん・白井ページはМＩさんとそれぞれ活躍しています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

運営委員会報告 

12月 7日、8日（ZOOM会議），1月 18日（ZOOM会議） 2月 15日（ZOOM会議）， 

3月 8日午前、夜（ZOOM会議）4月 12日午前、夜（ZOOM会議）4/26午前、夜（ZOOM会議） 

 ★10月から ZOOM会議をしています。だんだん画面越しでの話し合いにも慣れてきました(^^♪ 

  参加してみたい人は連絡くださいね！ 

＜鑑賞＞ 
他劇場作品、近隣の文化ホールでの公演に 

1世帯 3000円の補助をします。 

＜あそびっく＞ 
☆お花見会 3/27(火) 

☆春のデイキャンプ 4/29(木祝)→雨天中止 

☆ジャガイモ掘り  6/26or27 

☆夏の水遊びデイキャンプ 7月 

☆夏まつり風企画  8月 

いんざい子ども劇場の企画 

鑑賞会 「けん玉公演 ～遊びから学ぶ～」7/11(日) 

体験ワークショップ ☆けん玉師という生き方 6/12(土) 

  チラシを後日配布します。 

＜どんぐりクラブ＞ 
2020年度終了 

2021年度 継続 3組 

4/20 春を探そう 

5/11 サツマイモ植え  5/25 公園をお散歩 

6/1 ボール遊び 6/22 ジャガイモ掘り 

7/6 公園をおさんぽ 7/13 水遊び 

参加者募集中！ご近所の方に声掛けお願いします。 

＜中高青サークル＞ 

春交 5/2（日） 

いんざい 「ピザがまの森」 
 

春交実行委員会 

 12/13(日)下見、1/10（三役会）2/21 

3/14 3/28 4/11 4/25 

 

＜その他＞ 

＊千葉県センター研修会 2/10（水）（ZOOM）3/3(ZOOM) M・S・K 参加 

 

 今後の運営委員会は  ５月１０日、１１日（ZOOM会議） ３１日 

 ６月２１日、７月１２日   ZOOM会議も入れる予定です。 



２０２１年度年間予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※八幡溜の会（神崎川を守るしろい八幡溜の会） 

 

コロナ禍のため、予定を変更することがあります。 

鑑賞は、近隣の文化会館の催しや他の子ども劇場の主催のものを LINEやメールで 

紹介します。 

1世帯 3000円の補助がありますので、観に行かれた方は、運営委員にお知らせください。 

日 程 内 容 

4 月 29 日(木祝) デイキャンプ（船橋市青少年キャンプ場）→  雨天のため中止 

5 月 30 日(日) 田植え  八幡溜の会主催 

6 月 6 日(日) 2020年度まとめの会（交流会） 複合センター作法室 

6 月 12 日(土) 「けん玉師という生き方」講演 いんざい子ども劇場主催 

6 月 26 日(土) 

or 27 日(日) 
ジャガイモ掘り 

7 月 11 日(日) けん玉公演  いんざい子ども劇場主催 

夏休み 水遊び（平塚環境塾ベースキャンプ 予定） 

8 月 上旬 夏休み工作教室（予定） 

下旬 夏祭り風企画（七次第一公園） 

9 月 お月見会 

10 月下旬 サツマイモ掘り 

31 日(日) ハロウィーン 

11 月初め 稲刈り  八幡溜の会主催 

11 月 秋のデイキャンプ 

12 月 クリスマス会 

1 月 お餅クッキング 

2 月末 ジャガイモ植え 

3 月 お花見会 



　劇場の予定 　その他の予定

５月 10 月 運営委員会 9：30 事務所（どろんこ274号発行）

11 火 どんぐりクラブ　サツマイモ植え／運営ZOOM会議

12 水 おはなしだいすき

25 火 どんぐりクラブ　お散歩

30 日 田植え ［八幡溜の会］

31 月 運営委員会 9：30 事務所 　（予備日6月5日(土)）

６月 1 火 どんぐりクラブ　ボール遊び

2 水 おはなしだいすき

6 日 2020年度まとめの会 10:00 複合センター

12 土 ワークショップ「けん玉師という生き方」 ［いんざい］

21 月 運営委員会 9：30 事務所

22 火 どんぐりクラブ　ジャガイモ掘り

26or27 土or日 あそびっく　ジャガイモ掘り

県センター総会

７月 6 火 どんぐりクラブ　お散歩＆サンドイッチ作り

7 水 おはなしだいすき

11 日 「けん玉公演～遊びから学ぶ～」 ［いんざい］

12 月 運営委員会 9：30 事務所

13 火 どんぐりクラブ　水遊び＆カレー

19 月 北総会議

夏の水遊びデイキャンプ 平塚環境塾ベースキャンプ予定

８月 4 水 おはなしだいすき

夏休み工作教室（予定）

夏祭り風企画（七次第一公園）

９月 1 水 おはなしだいすき

9 木 るんるんらんらんサークル会（どろんこ印刷） 10:00 複合センター

13 月 運営委員会 9：30 事務所（どろんこ275号発行）

お月見会

※ 事務所待機は原則として、祝日を除く月曜日午前です。

※ 「おはなしだいすき」は同日の10:00～複合センター、11:00～スマイルです。

※ 「八幡溜の会」…正式名称「神崎川を守るしろい八幡溜の会」

環境を守るために発足した会

神崎川及び神崎川上流の八幡溜（けやき調整池と競馬学校の間）の

（未定・上旬）

（未定）

劇場カレンダー　５～９月

　月　　　日

（未定）

（未定）

（未定・下旬）

【4月会員数】

🌸賛助会員紹介🌸

茜 様 (有)エヌ・アイ・エス 様 ニュータウン・クリニック 様

学校法人吉岡学園 まどか幼稚園 様 その他 個人会員の皆様 （順不同）


