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事業の半期が過ぎ、活動に忙しい毎日のことでしょう。子ども劇場千葉県センターも多くの事業を抱
え、走り続けていますが、先日の理事会では、半期の事業のまとめを行い、課題を出していきました。
今年も残す所、早１ヶ月。大きな災害があり、忘れられない年になりますね。被災地への支援も継続
的に行っています。引き続きご協力よろしくお願いします。

■独立行政法人福祉医療機構助成事業（総会後に決定）
＜ケータイ世代に着目した子育て支援事業＞

■チャイルドラインちば
今年の市町村行政訪問で、チャイルドラインカード

乳幼児とその親のためのはじめてのおしばい

が、千葉県 54 市町村すべてに配布することができる

＊人形劇団ののはな「ちいちいにんにん」

ことになりました。粘り強いはたらきかけの結果で

11/22 野田ゆっくっく 11/23 千葉北おやこみるあそぶ会

す。

11/24 千葉県乳児院

＊全国フォーラム in みえ 子どもフォーラム

＊あ・ぶ・ぶ人形劇場「こいぬとこねこはゆかいななかま」
11/1

緑区子どもサポートセンター

11/16 香取市山田児童館

12/4

ダウン症の子をもつ親の会ジュピター

11 月 26 日(土)・27 日(日)三重県総合文化センター

3 名が参加しました。
＊第 7 期受け手養成講座がスタートしました。

「怒りのコントロール」講座
11/20 野田ゆっくっく

11/21 市川子ども文化ステーション

ケータイと上手につきあう学習交流会
12/11 緑区子どもサポートセンター

3/4 船橋子ども劇場

■ママパパラインちば
子ども NPO･子ども劇場全国センターでは、
「被災したママパパを受け止める傾聴電話

子どもの舞台芸術体験ひろば 2011 in 流山

事業」≪福祉医療機構助成金≫を実施し、会津
若松市と仙台市で、各 6 日間のママパパライ

2/5

ンを開設することになりました。それにさき

子どもと親のコミュニケーションを高めるパフォーマーとの出会い
流山おやこ劇場、

「ママパパラインちば」ケータイサイトの作成
携帯サイトができました。
子育て中のみなさんにお知らせください。

http://mamapapaline.co.jp

がけ、ママパパライン東北６県広報周知キ
ャラバンがスタートしました。
仙台市内の「ママパパライン」開設します
2012 年 1 月 16 日(月)〜21 日(土)10:00〜16:00
電話番号：０２２−７７３−９１４０
会津若松市内の「ママパパライン」開設します
2012 年 1 月 23 日〜28 日(土)10:00〜16:00

■放課後子ども教室推進事業（八千代市村上北小学校）
10 月 6 日にオープンして 2 ヶ月が経とうとしています。
子どもたちから愛称を募集し、「ほうかご わくわく
クラブ」に決まり、毎回 30 名以上の参加者がやってき
ています。スタッフは子どもたちと向き合い見守ってい
ます。子どもたちのパワーを集中して受けている若者ス
タッフたちも口が悪くて、やんちゃな子どもたちが、か
わいくて仕方ないようです。

電話番号：０２４２−２７−４８６１
経験と実績を積み重ねた「ママパパラインちば」
から受け手を派遣します。

● ママパパライン全国キャンペーン
（朝日新聞厚生文化事業団助成）
2012 年 1 月 30 日(月)〜2 月 4 日(土)
13:00〜16:00
全国 7 箇所で開設 (石狩、仙台、東京、
千葉、愛知、和歌山、兵庫)

12 月開設日：1 日(木)・2 日(金)・6 日(火)・7 日(水)・8 日(木)・
9 日(金)・13 日(火)・14 日(水)・15 日(木)・16 日(金)・20 日(火)

広報周知のご協力をお願いします。

■子どもの舞台芸術体験ひろば in ちば「子育てふれ愛フェスタ 2011」千葉市子ども交流館主催
日時：2011 年 12 月 18 日(日)10 時〜17 時
午前の部
午後の部

9:30˜
12:45˜
10:00˜10:10
13:15˜13:25
10:15˜11:45
13:30˜15:00

プログラム

会場
各会場

参加者会

１階きぼーる広場
3 才以上の親子･小学生以上
各時間 30 名

「こまのたけちゃんと遊ぼう」
こまのたけちゃん事務所

１階きぼーる広場

緑区子どもサポートセンター

「つくって遊ぼう靴下人形」
あ・ぶ・ぶ＠人形劇場
千葉北おやこみるあそぶ会
千葉西おやこ劇場

13:30˜14:30

3 才以上の親子･小学生以上
４階多目的室
各時間 20 名
参加費 200 円（靴下、発砲球代）

「遊びと表現 あっできた！うれしい！」 小学生以上、小学生以上の親子
劇団風の子

13:30˜15:00
12:00˜13:00

対象・定員

受付・当日申込は先着順

10:15˜11:15

10:15˜11:45

会場：きぼーる

千葉中央おやこ劇場

「落語はおいしい

菊寿と体験」

ともしび音楽企画
15:15˜16:15

こどもユニット Wakaba

＊事前予約：電話申込み 定員になり次第締め切り

■まだまだ続く被災地支援
子どもとアートプロジェクト“明日”より
募金（5 月からの活動支援金募金）および物販（Ashita
ちゃん T シャツ収益）により、5,266,410 円(2011.11.12
現在)もの活動支援金が生み出されました。これから始
める“種まきプロジェクト”および“花咲かせプロジ
ェクト”(共に仮称)を豊かに実現していくため、より
一層のご支援継続のほどよろしくお願いいたします。
★花咲かせプロジェクト
次年度(2012 年 4 月以降)に、それぞれの子ども劇場・
おやこ劇場が地域に呼びかけ東北 6 県と茨城において、
生活圏の範囲でそこに暮らす子どもとその周りのおと
なが元気が出るようなアートを軸にした“ステージ”
を展開していきます。

各時間 20 名
参加費無料
小学生以上、小学生以上の親子
各時間 20 名
参加費無料

４階学習室

１階きぼーる広場

☎０４３-２０２-１５０４

■県民活動基盤強化事業
NPO の活動基盤を強化する講習会を千葉市と
柏市会場で情報開示や NPO 会計、組織の問題
解決を見つける等の内容で、
それぞれ５回が終
了しました。以下の日程で、講習を受けた団体
を対象に個別相談会を開催します。
内容はＮＰ
Ｏ会計 認定ＮＰＯ取得 労務管理 ＩＴ関
係です。会場に空きがあります。講習会を受講
された団体は、ふるってお申し込みください。

個別相談の会場及び日時
◆12 月 20 日(火)千葉市民会館第 1･2 会議室
10:30〜16:30
◆12 月 21 日（水）さわやかちば県民プラザ
13:30〜16:30
◆12 月 22 日(木) さわやかちば県民プラザ
13:30〜16:30

募金送金口座
郵便振替口座：００５７０−２−９７７３３
口座名義：子どもとアートプロジェクト明日
（コドモトアートプロジェクトアシタ）
[一般銀行からは下記の口座]
ゆうちょ銀行
店名（店番）：０５９店（ゼロゴキュウ）
預金種目：当座 口座番号：００９７７３３

◆12 月 23 日（金)千葉市ビジネスセンター
第１･2 会議室 10:30〜17:30
◆12 月 26 日（月)成田市商工会議所
室
10:00〜16:30

大会議

事務所年末･年始休み
12 月 28 日（水）〜1 月 9 日（日）
緊急の場合 大森携帯 090-3040-0593

〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉 2-17-6 サンコート新千葉 102 号
特定非営利活動法人
T E L：043-301-7262

子ども劇場千葉県センター

F A X：043-301-7263 E-mail：kidchiba@lily.ocn.ne.jp

