
 

子どもたちに夢を！ たくましく豊かな創造性を！           ２０２１．９．１３． 

 

 

 

 

 

発行：白井子ども劇場  編集：広報部  事務所：大山口 2-8-4-304 Tel & Fax ４９１－２１６３ 

アドレス：shiroi_kodomo@yahoo.co.jp  https://shiroikodomogekijo.wixsite.com/shiroi-kodomo  

 

 

  
 

  

  

                           

 

 

 

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白井子ども劇場 

広報ＮＯ.２７５  
 

◇私たちが 2021 年度めざすこと◇ 

 

お月見会 
9 月 21 日(火) 満月 

七次第一公園 

秋のデイキャンプ 
11 月 14 日(日)  

船橋県民の森方面 

 
 

 

♦ 規模を小さめにして開催します。 

♦ 雨天の場合、中止か延期とします。 

2021 年 10 月 31 日(日) 

七次第一公園周辺  

☆会員とそのお友達 

白井子ども劇場の 

☆ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ☆ 

鑑賞（いんざい主催） 

田楽座 10 月 10 日(日)15:00 

印西市本埜公民館 
→ 延期になりました。 

決まり次第ご連絡します。 

 

 

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


白井子ども劇場 ２０２０年度まとめの会（総会） 

6月 6日（日）西白井センター作法室 世帯数 32 出席者 11 委任状 14 よって成立しました 

２年ぶりのまとめの会です。世帯数は以前に比べさびしい数になってしまいました。でも出席してくれた会

員さんのお話から、劇場がこれからも存続していく意味を再確認させてもらえた気がします。 

２０２０年 まとめ 「親子で身近な感動を見つけよう！」 

 ☆２０２０年 活動報告 

  ＊ 鑑賞 

   昨年度に延期した企画「モンちゃんパウヮー」を無事行うことができました。事前ワークショップで

マジック体験をしたので、モンちゃんのすごさがよくわかったのではと思います。県センター助成金事

業「にこにこ劇場」を斡旋していただき、幼児向け（０．１．２歳）の鑑賞会が行えました。やはり生

でしか味わえない感動があるので、これからも鑑賞する機会を増やしていきたいです。 

＊ 体験活動 あそびっく＆ミニあそびっく 

３月～５月まで活動自粛しました。６月～ 外での活動に限って行い、新しい企画「水あそび」「夏

まつり」ができ、みんなで楽しめました。自粛中は活動ができず心配でしたが、６月から少しずつ再開

でき、コロナ禍の中でもたくさん活動できたのではないでしょうか。 

   ＜出席者の声＞ 

・水あそびが楽しかった  ・ハロウィンが好き  ・ツリーハウス また作りたい   

・今までやってきたこと、これからもやりたい 

・行けば誰かに会える場として必要。 集まってお弁当を食べるだけで楽しい 

＊子育て支援 どんぐりクラブ 

どんぐりクラブも緊急事態宣言後の６月から再開、５組でのスタートから最終的には７組になりまし

た。今後も子ども劇場の入り口として活動を続けていきます。 

＊青少年支援 中高青サークル 

   受験やコロナ禍で思うように活動ができないことから中高青企画はやらず、劇場企画のお手伝いをし

ていくことにしました。リモート会議をしてコミュニケーションはとっていました。春にはコロナ禍で

厳しい中、１～２年ぶりに会えたメンバー達と短い中でも充実した時間を過ごすことができました。 

＊広報部 

どろんこ発行は２～３ヶ月に１回のペースになりました。７月にどろんこが半年ぶりに発行、写真の

方が文章より楽しさが伝わるので、たくさん写真を載せていきたいと思っています。 

  ＊ 地域交流   コロナ禍のため、イベントは全て中止になりました。 

＊ 決算報告及び会計監査報告       承認されました。 

 

２０２1年 事業計画・予算  ふたたび「親子で身近な感動を見つけよう！」 
承認されました 

今年もコロナ禍での活動になります。なかなか集まれないかもしれないけど、みんなで楽しいこ

と探していきましょうね！ 
 

 



鑑賞会 いんざいこども劇場主催 「けん玉公演」 けん玉師：伊藤佑介さん 

7月 11日（日）10時半～ 14時半～ 印西市中央公民館    参加者：子ども 7人 大人 10人    

 
後日わかりましたが、なんとオリンピックの閉会式にパフ

ォーマーとして伊藤さんが出演されていました！そんな

方のけん玉の技を間近に観られました。やってみればわか

りますが、けん玉って本当に難しいですよね。毎日の積み

重ねで、あんなすばらしい技ができるようになるんですね。 

公演後のけん玉教室でいろんなコツを教えていただきま

した。家族で参加していた Aさん一家のパパママは、床に

ある玉をすくうという技を成功させていました！今度見

せてもらいましょう！みんなもこつこつ練習してみてね。

冬にけん玉大会したいと思います。 

 

事前ワークショップ「けん玉師という生き方」  

6月 12日（土）印西市中央公民館            参加者：子ども 3人 大人 4人 

 

最初に技を披露していただいた後、始めてけん玉に出会った 7 歳から

今に至るまでをお話しして頂きました。「好きな物は好きなままでいい」「好

きな物が自分の軸となり、大人になって別のことをしても、子どもの頃に

一生懸命やった経験は活かせる」など、子どもにも大人にも心に響くお話

しでした。  

コロナ禍でけん玉教室も閉鎖され、直に習いに行くことはできませんが、

オンラインでのレッスンが受けられるそうです。興味ある方は覗いてみて

ね。YouTubeで伊藤さんの演技も観られます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ミニあそびっく  じゃがいも掘り 

6月 26日（土）どんぐり畑        参加者：子ども 4人 大人 5人 青年１人 

梅雨の間の晴れ間の暑い日にじゃがいも掘りしました。今年のできはどうかなあ。 

茎も葉っぱも枯れて、ちょっとどこにあるのかわからない状態でしたが、掘っていくと、大

きなじゃがいもが出てきました。今年も大収穫でした！ 

掘りたてのじゃがいもは、そのままゆでてもおいしかったです！ 



水遊び  
日時：2021 年 7 月 18 日（日）10 時～11 時半    

  参加者：会員 子ども 12 名 大人 7 名 スタッフ 8 名 

会員外 子ども 15 名 大人 7 名   

夏休み直前の日曜日。日差しが燦々と降り注ぎ、日陰ではそよ風も吹く、まさに絶好の水遊び日和！ 

子ども劇場の水遊び企画に大勢の子どもたちが集まってくれました。  

 まずは相手のポイを水鉄砲で打ち抜く対決からスタート。大人も子どもも容赦なく水をかけ合います。タ

ンクを背負った子の水鉄砲の威力にはかないません。私も来年はあれが欲しいなあ。  

 傘をカゴにした水風船玉入れ、支える大人が大変でしたね。やっぱり夏に一度はやりたいスイカ割。そし

て運営委員のＭちゃん作製のピニャータに子どもたちは大興奮でした。  

参加したパパママもずぶ濡れになりながら色々な場面でお手伝いや片づけを一緒にしてくださってあり

がとうございました。子どもたちと一緒に走り回ったり大きな声で笑ったり、楽しい時間が過ごせたかな？  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ポイのゲーム、走り回ってとても楽しそうでした。 

・コロナ禍で外出がなかなか出来ない中、子どもたちも思いっきり遊べて楽しかったようです。 

・なかなか大人数で水鉄砲をする機会がないので、子どもだけでなく大人もはしゃいでしまいました。 

                                                  

【感想】 

  



どんぐりクラブ活動報告（5月～7月） 
5月25日（火）「お散歩」白井総合公園 

初夏の日差しが気持ちいい日、総合公園でお散歩しました。お散歩に来ていたワンちゃんとお友達になったよ☺  

 

 

 

 

 

6月1日（火）「アンパンマンになってバイキンマンをやっつけよう」七次第一公園 

木漏れ日の差し込むお山の中でバイキンマンを見つけて、やっつけるぞー！！いたいた。みつけたぞ！！ 

ボール遊びもしたよ。カラフルなボールのシャワー！！なんだこりゃー！！ 

 

 

 

 

 

6月15日（火）「じゃがいも掘り」どんぐり畑 

今日のお空はちょっと怪しげ、雨が降り出しそう。そんな中畑で元気にじゃがいも掘りをしました。 

たくさん収穫できたね。SくんもFちゃんも力あるねーすごーい！！ 

 

 

 

 

 

7月6日（火）「室内あそび、傘袋で工作」白井駅前センター 

お天気が不安定なため今日は室内で遊びます。傘用のポリ袋で飛行機をつくったよ。結構飛ぶんだよね。 

座布団をたくさんつかって、飛び石みたいにジャンプしたり、積み上げてジャンプしたり、たのしいね。 

レジャーシートの上に乗って、ママが引っ張るだけでなんかいい気持ち。もっともっと～。 

 

 

 

 

 

7月13日（火）「シャボン玉と水遊び」アーベイン集会室 

7月に入って雨が続きます。先週にひきつづき今日も雨。雨の合間を縫ってお外でシャボン玉。水鉄砲。そしてお洗濯。

あわあわの感触なんか不思議だね。きれいに洗ったら干しましょう。 



 

 

今年は、夏休みに緊急事態宣言が出され、子ども劇場としての企画ができずとても

残念でしたが、みなさんに夏の思い出を募集したところ、楽しい写真が送られてき

ました！人気の少ないところにおでかけしたり、身近なところでお散歩したり。い

ろいろ工夫して楽しんでいる様子がわかってうれしかったです。 

大人は、オリンピック観戦で盛り上がりましたね！重量挙げ安藤美希子選手の応援

を LINEでリアルタイムにできたのはとてもよかったです。（お仕事中の皆さん、

未読 100近くなって驚いたことでしょう（笑））子どもたちは、ボルダリングに挑

戦した子もいましたね！ 

まだまだ大変だけど、みんなで集まれる日を楽しみに待っています。 

 



中高青サークル会 

5/2㈰ 北総春の交流会 いんざいピザがまの森にて            

MO&MT&I＋(大人Ｔ＆Ｉ)参加 

突然の雨に急きょ開始時刻を遅らせ、ファイヤーを囲んでダンスと            

花火を楽しみました。各劇場の垣根を超えての交流が難しい内容になって

しまいましたが、苦しいコロナ禍でもやり遂げた実行委員たちに拍手。 

 

6/8㈫ 中高青サークル会 各所よりリモートにて 

6/27㈰ 春交まとめの会  

印西市立船穂コミュニティーセンターにて  

7/13㈫ 中高青サークル会 事務所にて 

8/1㈰ 春交を考える会 印西市立中央駅前地域交流館にて 

8//24㈫ 中高青サークル会 各所よりリモートにて 

 

今年度も中高青単独のイベント企画は難しいと判断。 

春交は MO さんが がんばってくれます。考える会での会議の末、コロナ感染防止を考慮して 

今年度も日帰り企画とし、参加呼びかけは成田・いんざい・白井の３劇場にとどめることと 

しました。いんざいさんのご厚意で Zoom 開設。リモートで一部だけ参加した子もいました。 

  中高青サークル会リモート開催に挑戦。声だけでも集まれるってステキですね♪ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

子ども劇場千葉県センター 2021年度通常総会関連企画講演    ６月１８日 参加者 ３名                                                              

 「クリニックの現場から コロナ禍の今 子どもたちの健やかな育ちのために伝えたいこと」                  

千葉県小児科医会会長の佐藤好範先生のお話をうかがいました。 

 佐藤先生は、「感染症にかかってしまうことはもちろん心配ですが、過度な日常生活の制限

がこどもの遊ぶ・学ぶ権利を奪って、心身の発達へ影響することが心配。」とおっしゃっていました。子ど

もたちもストレスで体に不調をきたしたり落ち着きがなくなったり感情の起伏が激しくなったりするそう

です。ストレスを減らすためには①子どもにも分かりやすい説明をする②いつも通りの生活をする③子ども

の話に耳を傾ける④一緒に予定を立てる⑤親子で体を動かす⑥大人もセルフケアをする⑦友達や先生、親戚

と連絡を取り合う…等が効果的だそうです。 

〔参加者の感想〕 

大人のセルフケアも大切で、人との絆を大切にすることを教えてもらいました。優しく、小児の新型コロナ

ウィルス感染症の現状をわかりやすく、話して頂きました。「かかりつけ小児科医はいつでも子どもと保護

者のみなさんのそばにいます。」という言葉に、積極的に相談したいと思いました。（Kさん） 

 

 

運営委員会報告 6月 1日（ZOOM会議）,6日（まとめの会）、21日，22日（ZOOM会議） 

7月 12日、13日（ZOOM会議）  

 夏の企画に向けて、いろいろ話し合いました。夏祭りができなかったのは本当に残念でした。 

秋の企画は、感染対策をしながらやりたいと思います。 

 

 9月から 11月の予定は、カレンダーを参照してください。 



　劇場の予定 　その他の予定

９月 13 月 運営委員会 9：30 事務所（どろんこ275号発行）

14 火 運営ZOOM会議

21 火 お月見会（予定） 七次第一公園

24 金 どんぐりクラブ　親子でダンス遊び（WAM助成事業）

28 火 どんぐりクラブ　白井総合公園

１０月 5 火 どんぐりクラブ　運動会

6 水 おはなしだいすき

10 日 田楽座 ［いんざい］←延期になりました

11 月 運営委員会 9：30 事務所

12 火 運営ZOOM会議

19 火 どんぐりクラブ　サツマイモ掘り

25 月 運営委員会 9：30 事務所 Halloween準備

26 火 運営ZOOM会議

31 日 Halloween 七次第一公園周辺

１１月 2 火 どんぐりクラブ　遠足 鎌ヶ谷市制公園

7 土 稲刈り ［八幡溜の会］

8 月 運営委員会 9：30 事務所 　（予備日11月14日(土)）

9 火 運営ZOOM会議

10 水 おはなしだいすき

14 日 デイキャンプ 船橋県民の森方面

16 火 どんぐりクラブ　クッキング

１２月 1 水 おはなしだいすき

7 火 どんぐりクラブ　クリスマス会

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276号発行）

14 火 運営ZOOM会議

※ 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

劇場カレンダー　９～１２月

　月　　　日

神崎川及び神崎川上流の八幡溜（けやき調整池東方向、競馬学校の西側隣接）の

【4月会員数】
60名<32世帯>

🌸賛助会員紹介🌸

茜 様 合同会社ＮＩＳ 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）

〜白井子ども劇場の応援をありがとうございます〜


