
第 回

ベンリだから、ラクだから、みんながそうしているから… そんないまを立ちどまって、いっしょに考えてみませんか？

夕ごはん → おふろ → 明日の用意 → 就寝 　　　
　……そんなサイクルをバタバタと過ごす毎日。
　これでいいのかなぁ。 

● ゆったり ほっとする時間
● おいしいものを食べる幸せな時、楽しい時間
● 団らんの時間　…と大多数の人が答えました。

● コミュニケーションの時間
● 家族、子どもの様子を知る時間

　         　　　　　　　　　 …目的をきちんと考えている人も。

だけど一方で…　バタバタしてしまう、つい子どもたちを急かせている、ガミガ
ミ言ってしまう、という声も聞かれます。みんなゆっくりした団らんを過ごした
いと思っているのに、現実にふりまわされてしまっていますね。

教育学者の表a真美氏によると、「日本で食卓を囲み家族団らんというのが実現してい
たのは、実は1955-75年にかけての20年程」なのだそうです。それまでの食事の場と
は、「話すの禁止」など子どもをきびしくしつける場として機能していたとか。80年代以
降は、「孤食」という言葉も出てきたように、親の残業や子どもの習い事や、テレビや電
子機器の普及で家族揃っての食事が難しい状況になってきたのです。

“夕ごはんは家族がそろう団らんの時”という和やかでおだやかな時間は昭
和の風景になってしまったのでしょうか？ でも、 自分の家庭にとって何を優
先させるか、ちょっと立ち止まって考えてみるのはだいじですね。

今回アンケートに答えてくれたのは山口市内に住む、乳幼児や小・中学生の
子どもを持つ30代、40代の保護者65人です。

　　　　　　 　 　
　　　　

父親の育休がぼちぼちと増えてもきている時代ですが、まだまだ父親は忙
しそうです。加えて子どもたちまで！ 子どもが夜間に活動するとなると、当然
その子どもの送迎が必要になってきます。母親は家を出たり入ったりでしょ
うか？ これではなかなか家族だんらんとはいきませんね。

過半数の家庭でテレビ
がついていますが、
それでもほとんどの家庭で会話
をしながら食べているようですよ。

「夕ごはん」は家族団らんの時間？

あわただしい夕ごはんも、こんな工夫で
少しはゆとりのある豊かな時間に変えられる？

●たまには栄養バランスに目をつむる日があってもいいことにしよう　
●くたびれた時には無理をせず、外食・出来合いのお惣菜を買おう　
●簡単なメニューを外やベランダで気分を変えて食べてみよう　●外
国の食事マナーを真似て、素手で食べてみよう　●子どもを含め、いつ
もは調理しない人が作ってみよう　…など、いかがですか？

そろわないのは
だれ？ どうして？

1週間のうち、ほぼ毎日、
家族が揃って食べている？
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父親
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仕事が
忙しい！
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全員揃って食べ始める？

YES
63％
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37％

全員が食べ終わるまで
席についている?

NO 68%
YES
31%

社会的な視点から見てみると、「団らん」にまったく無縁な子どもたちがいることに気

づかされます。近年「子どもの貧困」という問題がクローズアップされ、夕ご飯を一人で

食べる子どもや、お金をもらってコンビニで夕食を買う子どもがいるという事実です。

スマホを
見ない
　28％

好き嫌いを
しない
　23％

テレビは
つけない
17％

その他
10％

新聞や本を
読みながら
食べない　
　　  22％

97％の家庭で食事中に会話がある。
話題はなに？

75%の家庭で食事中の約束がある。
どんな約束？

　　 　  こども明日花 あすはな プロジェクト
家庭の事情や経済的理由により、勉強や食事に困っていたり、見守ってくれる大人が周
りにいなかったりする子どもたちを支えるために学習支援・生活支援・居場所づくりな
どの活動をしています。勉強を教えたり、食事づくりをしたり、いっしょに遊んだり、さま
ざまなボランティアも募集しています。         info@asuhana.org　https://asuhana.org

テレビなどがついている？

YES
52％

NO
47％

夕ごはんは
ほとんどの家庭で
6時から7時にかけて
食べ始めるようです。

なんだか

あわただしい

雰囲気？

子どもや
学校のこと
　38％

家族のこと
30％

社会のこと
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その他  5％

近所の
   こと  
       11％

そんな子どもたちに対する取り組みをしている団体が山口にもあります

30分
60％

食べ終わるまでの時間は？

30~60分
29％15分

8％
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さまざまな体験・たくさんのなかま…そんな出会いの中で子どもたちがいきいきと活動しているようすなどをお伝えします
2017 年 4 月 1 日　認定 NPO 法人こどもステーション山口 発行 ( 年 2 回発行）
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さて、夕ごはんは
あなたにとって
どんな時間？

1 0 0 t h
m e m o r i a l 

n u m b e r

こ ど も ス テ ー シ ョ ン 山 口    ・    広 報 紙
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吉敷ブロックのことをお話しましょう

子ども達の年齢の幅が広い吉敷ブロック。1 歳か
ら高校生まで、たくさんの子どもたちが一緒の
時間を楽しんでいます。その中で、みんなの軸に

なっているのが、やはり中・高校生。受
験や部活で忙しくても、時間を見つ

けては顔を出してくれます。
る・リ・フリーの役決めでは、
女子中高生がぐいぐいと進
行役をつとめます。大人の言
うことは聞かなくても、彼
女らの前ではみんなちゃん

と座って会議さながら。小
さくても一員という気持
ちになるのでしょうね。

次男の宣言‥そして中高生グループへ
「秋吉まで自転車でサイクリング行くんだけど、行か
ない？」とこどもステーションの中高生グループから
声をかけられて、加わることになった次男。それまで
は「母親と一緒に行動しない」「こどもステーション
の例会にはもう行かない！ 」と宣言していたのに。
その後の次男は、中高生グループで集まって話をす
ること、年上の中高生といっしょに例会で行動をする
ことが明らかに楽しそうだった。そして、学校の先生
や塾の先生とは、ひと味もふた味も違う劇団の人
や、それに携わる魅力的な？！大人たちの温かいまな
ざしの中、のびのびと自分を表現できたり、仲間
とはしゃぐことができるようになった。

中高生グループのメンバーは、思春期まっただ中。
みんなと集まることがもう、単純に楽しいようだ。そ
れぞれが所属する学校では、たぶんリーダーシップ
なんて発揮しないような彼らだけれど、こどもステー
ションの中高生グループに入ると、キャンプではリー
ダーを、る・リ・フリーでは司会進行を、こどもまつり
では小さな子たちと一緒に楽しむようになる。いつ
のまにか年長者としての立ち位置も身につけて
いくようなのだ。
同学年の友だちばかりではこうはいかない。イベン
トを終えるたびに、彼ら、彼女らがほんの少しずつ成
長していくのが見えて、うれしい。（福山枝里）

練習が始まると、男子中高生がみんなを和ませな
がら練習を支えます。彼らの膝の上には、いつもだ
れか小さい子が笑顔で座っています。

「おやつの時間だよー！みんな手を洗ってこーい！」
と中学生の S 君から声がかかると、子ども達は一
斉に手洗い場へ。戻ってくると「一列に並べー！」。

「学年順、学年順」と小さい子から順に並びます。こ
れも吉敷ブロックの見慣れた風景。中高生を中心

に子ども達の間で自然にルールができている
んですね。

高校生 M 君が来ると、みんな大喜び。上に乗ったり
ぶらさがったり。M 君もとことんつきあってくれま
す。面倒見のよい M 君は吉敷ブロックのお父さん的
存在です。大きい子たちは、小さい子の面倒を見
る。これは、自分たちも小さい頃にそうしてもらっ
たから。小さい子たちは、仲間に入りたくて、いつ
ものお母さんの手を離れて一生懸命ついていこう
とする。
こうして、大人たちの見守る中、子どもどうし育ち
あって大きくなっています。上を見て育ち、下
を見て大人になっていく。そんな関係がよい
ですね。団子のようにお互いこね合って成長して
いく彼らを見ていると、大人が何かを教え込むの

ではなく、これが本来の自然な育ちのように感
じます。（倉田美絵）

異年齢の子どもの仲間が、知らず識らずのうちに
お互いの成長をうながしていることを、こどもステ
ーション山口では「る・リ・フリー」、「こどもまつり」、

「キャンプ」などで実感し、確信してきました。

大内地区ブロック「キラリン☆大内」の子ども
たちのなごやかな「る・リ・フリー」リハーサル
風景…。この笑顔をずっと見守りたい…
2017.2.12 山口県立図書館/レクチャールーム

小6

小6

の子どもの仲間がステキすぎる！

こどもステージ る・リ・フリーとは…
地域ごとに子どもたちがグループを作り、2
月の舞台発表にむけて脚本づくりから小道
具製作まで、自分たちの手で準備をします。
集まる子どもは幼児から高校生までさまざ
ま。本番に至るまでの1～2ヶ月の間には遊
びあり、ケンカあり、なかなか一直線には行
きません。サポートする大人もジリジリとし
ながら、発表当日まで見守っています。

中高生グループ主催のハロウィンパーティー中高生グループ主催のハロウィンパーティー

開会のあいさつをする
大殿ブロックの子どもたち

今回、地域で、また、こどもステーション山口の中高
生グループで、子どもたちをサポートしているお二
人にそんなようすを伝えてもらいました。

る・リ・フリー　「The 宮野座」」のステージ

る・リ・フリー 　「グッド☆キャッスル」のステージ

遊びの中でこそ育まれる自主性、主体性…

あこがれる  ことで成長する

あこがれられる  ことで成長する

なんでだろう？ よその小さい子なら面倒をみてあげられる、小さい子も大きい子の言うことを聞ける。 兄弟じゃなかなかこうはいかない！

※ブロックとはおよそ小学校区ごとの会員が集まって活動し
ているグループです。

小6

小6

小3

小3

年長

年長



“私の子どもから私たちの子どもへ”
を身をもって実践してこられた‥

田中 稔子さん（54歳）施設職員  市内大内在住

吉敷愛児園にお勤めで、ご自
分の子どもたちが成長した後
は、もっぱら愛児園の子ども
たちといっしょに鑑賞例会に
参加されています。現在、吉
敷愛児園では 2 人の先生が正
会員になって 26 名の子ども
たちを登録。名実ともに「私
たちの子ども」をサポートさ
れている愛児園の姿勢には私
たちも見習うことがたくさん
あります。

んが一生懸命に演じていて、たまに観客席の中に下り

きてまじかで演技をするときに、その役者さんの息遣
いや汗、熱気を感じたことを、今も鮮明に覚えていま

す。その時に、「ああ、スポットライトをあびている

役者さんを遠くから見ると、平然として見えるのに、

役者さんは、全身全霊で演技をしていて、こんなにも

息を切らして、汗を噴き出しているんだな」と思いま

した。おそらくあの劇を見てから十年以上たっている

と思いますが、いまもあの役者さんの真剣なまなざし
を思い出すことができます。

る・リ・フリーで演じたある劇の、ある一瞬の体験のこ

とも記憶に残っています。その劇の内容は、はちゃめちゃ

なサッカーの解説に合わせて、選手役の子どもたちがプ

レイをするという内容で、私はその二人の解説役のうち

私とこどもステーション（当時は下関こども劇場）の

おつきあいは娘が 1 歳半の頃、今でいうママ友のお誘

いで参加した「ロバの音楽座」の『ガランピー音楽会』

からになります。もう20数年も前です。娘がすごく楽

しんだこと、一緒に参加した娘の様子に驚きとともに

感激したことは今も忘れられません。

その後息子が仲間入りし、転勤で山口へ来て、現在は

職場（愛児園）の子どもたちと例会に参加しています。

こどもステーションに参加し続けているのは何で？と

考えてみると、①日常と違った場で同じくらいの年齢
の子どもたちの中で劇場（会場）の雰囲気を味わえる
こと。②自分の好みに偏ることなく、いろいろな作品
に出会えること。③何より子どもと一緒に楽しめるこ
と、でしょうか。

実際、愛児園の子どもたちは会場の雰囲気に気おく
れすることなく、マナーも身についてきたという声

もあります。

振り返ると、一人一人の子どもと一緒に作品を見る

ことのできる時間はアッという間ですが、今でも思
い出深い作品がそれぞれにあるようで、それを共有
できていることはとてもありがたいなあと思います。

世の中では子どもの貧困について話題になるような

今日ですが、これからも鑑賞例会を通して子どもたち
がいろいろなものに触れ、楽しい時間を過ごし、心
豊かに育って欲しいと思います。

ちなみに息子の思い出の作品はむすび座の「西遊記」。

ざぶとん（と言っていますが）のきんと雲が飛んだこ

とが印象深かったようです。

フリー」。 本番に向けての練習、沢山のセリフを覚えた

り、自分の立ち位置や動きを覚えたりと、小っちゃい

子どもたちにとっては大変だろうけど、私はこの練習
の時間が好きでした。 最初のうちは小さな声しか出せ

なかった子が、恥ずかしそうに人の後ろに隠れてた子

が、台本を持っていないとセリフが言えなかった子た

ちが・・・大きな声が出せるようになるんです。前に

出てくるようになるんです。セリフをしっかり覚えて

来るんです。一生懸命頑張ってる子どもたちの姿を見

たり、お家でセリフを覚えてる姿を想像しただけで、

子どもたちを応援したくなるんです。 

その結果、練習を見守る大人たちのスイッチが入りま

す。ステージで使う衣装や小道具作り、そして熱血演

技指導。子どもたちよりも大人たちの方が本気になっ

てます。「大人グループ」と銘打ってステージに上が

りそうな勢いです。こんなに熱くて楽しい大人たち
と過ごす練習の時間、格別でした。 

子どもにとって、人前に出て何かをするということ

は、とても勇気がいることでしょう。でも、恥ずか
しさを乗り越えて、ステージ上で立派な姿を各ブロ

ックの子どもたちが見せてく

れます。だから、ステージに

立つ全ての子どもたちを応援
したくなるんです。いいステ

ージだなぁとも思うんです。

皆さんもそうでしょ ?  

る・リ・フリー、いいステージです。
久保田 守さん（50 歳）会社員　市内宮野在住

この寄稿文のタイトルは本人がつけられました。現在
23 歳のご長男のデビュー以来、る・リ・フリーへの
熱い想いは不滅！ 良きパパ、良き夫、そして良き “る・
リ・フリー応援団長 ”！

我が家は子ども三人の五人家族ですが、いろんな形で

こどもステーション山口にお世話になり続けていま

す。山口市に住み始めた頃、近所の方に誘われて長男

と共に参加した「る・リ・フリー」がそのきっかけで

すが、それから十数年経った今も、末っ子が中高生グ

ループのメンバーとして参加しています。 

我が家の子どもたち全員がステージに立った「る・リ・

ありがとう！

た な か み の り

く       ぼ     た   まもる
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の一人でした。出番の前の緊張感と、舞台に出る瞬

間に感じたがらんとした舞台の広さ、スポットライ

トが上前方から注ぎ込んで、目が慣れるまで観客席

は真っ暗に見えました。人が大勢いるはずなのに、

会場全体がその瞬間しんとなって、まるで自分が一
人でいるような気がしたことを覚えています。その

後、劇が進むにつれて目が慣れてそんなことは感じ

なくなったのですが、あの一瞬の体験は、何か自分
の中の特別な体験だったような気がしています。

私はいま、ブータンでアルコールやドラック中毒になっ

てしまった人がこれからの人生を歩んでいくための職

業訓練として、木工機械の使い方などを指導させても

らっています。その経験の中で、少し感じることは、

ドラックやアルコールに依存してしまう人の中には、

子どものころから大人の社会の中に組み込まれてし

まっていたり、大人の世界というものに強いあこがれ
を持っている人が比較的多いのではないかということ

です。だから私は、大
人の強いエゴや自意識
の放射から離れた環境
で、子どもたちは育つ

のが理想だと思います。

「子どもたちにこころ豊

かな子ども時代を」と

いうこどもステーショ

ンの活動を経験できた

ことは、自分に良かっ

たと思っています。

スポットライトの思い出
斎藤 稜さん（25 歳）
木工職人　ブータン パロ在住

稜さんが小学高学年の頃、所属して
いた宮野ブロックには、彼と同じく
年の離れた弟妹を持つ仲間がいて、
「おまえんとこ歩き始めた？」だの、
「もう、しゃべりよる？」だのの会
話を交わしていました。まさしく異
年齢集団が健在の時代でした。現在、
ブータンで職業訓練の支援中。

私がこどもステーションでたのしかったことは、劇を
見に行ったり、る・リ・フリーで出し物を作ったりし
たことです。特に劇などを見に行ったときに、役者さ

さ い  と う   りょう

文章を寄せてくれたのは6人のみなさん。
子どものころ会員だった。現在会員まっただなか。会員じゃないけどサポーター。
いろんな立場の６人のことばは、こどもステーションを知っているつもりの人にも、
全く知らない人にも、感慨深く、あたたかく伝わってきます。



自分を表現するということ

平井 槇 さん (29 歳 )    美術家   市内平川在住

フェルトを使い自身の内面を表現した “生き物 ”( 立体 )
や鉛筆画などの、創作活動をされています。個展やグ
ループ展なども精力的に開催。第５回やまぐち新進アー
ティスト大賞を受賞。

小学校低学年の頃にこどもステー

ションに入りました。思い出に残る

物語や場面は今でもあり、体育館

360 度が舞台になっていた勇者の

話、路上で生活しながら人形と踊る

男の人の話、笑いっぱなしのシェイ

クスピアの喜劇などたくさんの記憶が残っています。

観劇での思い出もたくさんありますが、今の自分に活

きていると思うことは身体を使う楽しさを知る事がで

きたことです。「こどもまつり」で忍者に変装して任務

を遂行したり、絵の具でおもいっきり汚し合ったり、

佐々木 悠乃 さん   高校 3 年生   市内吉敷在住

る・リ・フリーが終わった翌週、「今日から試験週間
です」と言って事務局に寄ってくれました。

中高生グループに入ったきっかけはなに？
中高生グループに人がいないから入って、って言われ

ました。実際メンバーがいなくて絶滅寸前で。ヒマだし、

人、いないんだったらしようがないかって。

2013 年の春、グループは高校生が
全員卒業して中学生ばかりになっ
た。中高生グループの「高」がいな
いから「しゃべくりズ」というグル
ープに名前を変えて彼らはゆるゆる
と活動を始めました。

それで、みんなすぐに仲良くなれた？
はじめは誰もしゃべらなかった。夏くらいまでにだん

だん仲良くなっていったかな。みんな今でもシャイで、

目立ちたくない子がたまたま集まってる感じ。写真撮

ろうとしたらすぐ避けるし。（笑）

そんな中高生がるりフリーに出ようってなるのは
どんなきっかけから？

誰か一人が「しようがないやるか」ってなるとみんな

も「しようがないからやるか」って。やる気がないわ

けじゃないけど、恥ずかしいから一人では先頭に立て
ない。でもみんなワガママですよ。ね「これやりたく

ない」って言うのは早い。（笑）

学校の友だちとはどう違うんですか？
学校では決まった人としか居ない。自分の性格と合う

人としか友だちにならない。ここはいろんな人がいる。
文化部もバリバリ運動部もいるし、ふだんなら出会わ
ない人と出会ってる感じ。

学校では新聞部と茶華道部を掛け持ちしている悠乃さ
ん。学校で楽しい時は「バリバリお弁当の時間」だそ
うです。

将来の夢、ありますか？
大学も行けるんだけど、勉強したいことが見つからな
くて…。専門学校に入って調理師になりたいと思って

います。小学生の時からおかし作りはずいぶんしてい

て、最近は料理をする楽しさに目覚めて、家でもけっ

こう夕食を作ってます。

高校を卒業すると山口を離れるそうです。専門学校を
卒業したら外国とかも見てみたいとか。国際的なシェ

「る・リ・フリー」に向けて自分たちで話を考え、ひ

とりひとりやりたい役を作り上げたりと学校とは違う
体験は特別でした。

そして一番強く残っているのは、小学 5 年から中学 1

年の間に「ドラマスクール」に参加したことです。山

口きらら博に合わせミュージカルを作り上げる企画の

中で、演技・歌・踊り、それぞれの先生のもとたくさ

んのワークショップをしました。その中でも演技とい

うより身体表現で身体と想像力を全力で使い、毎回わ

くわくして、行くのが楽しみでたまりませんでした。

このこどもステーションでの経験は自分の体を使う楽
しさを教えてくれました。お腹から声を出したり、お

もいっきり体を端まで伸ばして動く気持ちよさや、衣

装を着ることの非日常感、人前に立って演じる緊張感
や高揚感はとても刺激的でした。歌ったり踊ったり、

演じていると自分の気持ちがポーンと外に出せたとい

う感覚があり、それはとても気持ちを自由にしてくれ

ました。

つい頭だけで考えてしまいがちな時、体からの経験

が気持ちを楽にしてくれることはあると思います。

私は美術系の大学に行き、高校時代抱えていた行き

場のない凝り固まった感情を形にして出すことがで

きました。つくるということも身体感覚で、つくる
ことが自分を表現することに自然と繋がった一つの

要因は、感情は表現できるという経験があったから

ではないかと思うのです。スポーツやファッション

など感情を表出させるきっかけになることはたくさ

んあると思います。こどもステーションの経験はその

中のひとつとして十代の

頃、漠然とした不安を抱く

ときの手助けになってくれ

るのではないでしょうか。

これからもそんな素敵な経

験ができる場をたくさんの

山口のみんなができたらい

いなと思っています。

　中高生リーダーに
        　 インタビュー！

現 役

ひ ら い　ま き

さ　  さ      き　  は   る  の

子育てママにＱ＆A
久保 香純 さん (38 歳 )  市内大殿在住

入会して 3年。小学 4年と年中の二人のおじょうさん
のお母さん。市民グループ「ピース★バンビーノ」の
代表もされています。

　  こどもステーション山口に入会したきっかけは？
子育て支援施設に置いてあったパンフレットをみてい

つか入りたいなと思っていました。（私自身も子ども

の頃、地元の長崎の子ども劇場に入っていたのもあっ

て）子どもが小２のときに、こどもまつりに遊びに行っ

て、そこで入会しました。

　  入っていて楽しい（好きな）イベントは？
やっぱり、舞台鑑賞 !   日常を離れて「特別な時間」を

過ごせるところ。

フになるかも？！

中高生といえばキャンプ！というイメージだけ
ど、どこが楽しいのかな？

非日常ですかね。ふだんやらないじゃないですか。み

んな口ではいやだとか言ってるけど、何気に楽しんで

る。年下の子どもたちは自分の弟・妹ならうっとおし

かったりするけど、よその家の子はみんな可愛いい。

小さい子どもたちに言いたいことは？
もっとイベントとかに参加してほしいですね。そ

りゃ忙しいだろうけど、たまには遊ぶことも必要。
みんな習い事とかすごいしてる。もっと自由にやっ
ていいのに。塾行ってる子とかも多いけど、あんな

教室みたいなとこに集められてまた勉強するんです

よ、授業、ありえない！自分は親から勧められても

断固拒否しました。

中高生グループに入ってよかったことは？
中 1 の時とかは人と話すのがすごく苦手だったけど、

ここでいろんな人と話すからだいぶ得意になりまし

た。中高生グループのほかのメンバーもそれぞれ少

しずつそんな感じで変わってきてると思う。今は中

学生の H ちゃんと N ちゃんが開花するのを待ってい

ます。二人ともいいもの持ってるし。

…と返ってきたことばはとてもリーダー視点。終始、
自然体なのにたのもしい悠乃さん、頼られる訳ですね。

あと、キャンプ。中高生のお兄ちゃんお姉ちゃんにひっ
ぱってもらう小学生がすごく楽しそう !

　  今まで見た鑑賞例会で一番心に残っているのは？
「ピノキオ」。入会して始めての例会。舞台がとてもき

れいで、ダイナミックでした。人形劇は子どもだけの
ためのものじゃないんだと感動しました。

　 子どもたちはどんなところを楽しんでいますか？
◎夜に劇場に出かける特別感   ◎中高生のお兄ちゃん
お姉ちゃんにかまってもらうこと  ◎る・リ・フリー

やこどもまつりなど、自分達で企画したり作ったりす

る事。

　 入っていてよかったなと思うことは？
事務局の方やブロックの会員さん、劇団の方など、大

人が子どもたちのために働いている姿を、子どもが目

にできること。たくさんのステキな大人をみて、「大

人モデル」を見つけて「なりたい大人」になっていっ

て欲しい。

　まだ会員になってない人へ“おすすめ”があれば…
夜間に出かけるのが大変かな～と思い、上の子が小

学生になってから入会したのですが、下の子は３才

のときから、夜の例会も楽しく観れています。一緒

に観られるのも今のうちだと思うと、もっと早く入
会しても良かったなと、ちょっと後悔してます。

例会での子どもたちの
お手伝い姿は、どの子

も（ふだん生意気ざか

りのわが子でさえも）

かわいらしくて、毎回

キュンとできますよ。

く　  ぼ 　  か   ずみ

まっさいちゅう

4

る・リ・フリー終了後の中高生グループ 

聞かせて！あなとにとってのこどもステーション山口

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ



8月

5

※詳しくは2017年ごあんないリーフレットに掲載しています。 いずれの公演も一般券を販売しています。

 29日(日）

～かかしになるために～
KOYOマイムライブ2

《パントマイムユニット TORIO》

10月 25日(日)　
佐々木梅治   芝居一人語り
に ん じ ん
原作：ジュール・ルナール

3月

7月　　  

山口市内6会場で開催
 　  
15日（土）・16日（日）
あなたがうまれるまで
　　　《ひつじのカンパニー》
21日(金）～23日（日）

ゆらとまぁばあちゃん
　　　《アフタフ・バーバン》

26日（土）

映画 ある精肉店のはなし
　   監督 纐纈あや　

5~6月 7 ~ 8月

16日(土)  幼児対象
０歳からの音楽会
17日(日)  小学生以上対象
マリンバコンサート
  ~はねるマレット
           うたうマリンバ～

12月

17日（土）

松元ヒロ・ソロライブ2017
～抱腹絶倒！スタンダップコメディ～

6月

17日(日)　

ともだちや
～あいつもともだち~

《劇団うりんこ》

  9月 3日（土）　
　　  ケロポンズ
　　　    わくわく
　　　     コンサート

3月

9~10月 12月  3月

5月

低学年＋高学年コース

特別公演

低学年コース

高学年コース

低学年コース

高学年コース 高学年コース

低学年コース 

　　　　

タップダンス・
エンターティメントショー

～ リ ズ ム ＆ コ メ デ ィ ～

 8月の
L o v e
＆

Peace

低学年＋高学年コース

《マリンバカンンパニー》

2 0 1 6 1 0 月201 7  ~ 3 月

手塚治虫の長編漫画「火の鳥 ～黎明編～」を原作に、クラル
テが100体以上の人形を駆使して壮大なドラマを繰り広げま
した。物語のたいせつな進行役をつとめた「やまぐち火の鳥
合唱団」は7月に一般公募で結成。たくさんの練習を重ねて
きた子どもたち20名のハーモニーは「火の鳥」の舞台をより
大きな感動へと導いてくれました。

劇団 風の子九州 

いまからいえでに
いってきます
3/20(祝)    カリエンテ山口  ホール
　

●人の”生き死に”のこと、そして人の欲
のこわさが生々しく伝わってきまし
た。もっと多くの人に見てもらいた
いです。手塚先生はやっぱりマンガ
の神様！（男児  11歳）

●戦いの場面は見ていて悲しくなっ
た。生きていることが幸せだとあら
ためて感じた。（小2）

●人形がとっても可愛くって、見入
ってしまいました。ユーモアがあ
って、あったかいお話で、2 歳半
の娘も喜んでいました。

●ぶたさんかわいかった。くまのお
とうさん、かっこよかったです。

（男児  3 才）

5つの小さなお話を二人の俳優
が柔らかくあたたかく、語りかけ
るように演じてくれました。

■ 2017年度 鑑賞例会 L I N E U PL I N E U PL I N E U P

ロバの音楽座  

ポロンポロン   
10/15(土) 　C・S赤れんが 

おひざの上の赤ちゃんはも
ちろん、パパママもやさしい
音色にうっとりでした。　

子どもたちの開演前のあいさつ

♩♬♪♩♬♩♪♩♬

あっちこっちdeアート2017あっちこっちdeアート2017

♪ この世
界はどうして  生まれたの

？

♪人間
はなんのために  生まれ

たの
？

だるま食堂

日替わりコント定食
3/10(金)  ニューメディアプラザ山口  

↑だるま食堂を真似して作ったコ
スチュームの中高生、開演前のあ
いさつをミニコントで！

プチ家出の道中で出会ったヘンな
植物たち、おもしろかった！ ちょっと
こわかった！ ！ 

　　  13日(土) 18:30開演  
              山口市民会館 大ホール
■ 一般券   3歳以上有料    3000円

17:0017:00

17:3017:30

17:2017:20

18:0018:0018:00

18:2518:25

18:30

19:0019:00

19:3019:30

19:5019:50

20:0020:00

会場のロビーには森への道が
作られた!

受付でチケットをもぎるのは
もちろん子どもたち。

舞台の上で開演あいさつを
するのも子どもの係。

「黄色い帽子のおじいさんダ
ンス」を踊ってくれたのは湯
田と大殿ブロックのお母さん
3人。

3人の子どもがかわるが
わる舞台に上がってか
んたんな演奏を一緒に。

楽しい公演が終わると、子ど
もたちがお礼の気持ちの手
作りのプレゼントを手渡す。

ロビーに出てみると、ロバの
音楽座のメンバーがお別れ
演奏で見送ってくれた。

幻想的な開演前の舞台。

やさしい夢が見られそうな
コンサートでした…
やさしい夢が見られそうな
コンサートでした…

ロバの音楽座  森のオト
 《小学生＋高学年コース》

10/14(金)
山口県教育会館

鑑賞例会の
一日

行き着いた先は
どんぐりのほら穴。
「どんぐりはご自由にお持ちくだ
さい」だって♪

手作り楽器ブンパカパッ
パ隊のリハーサル。

火  の  鳥
人形劇団クラルテ

ーこどもステーション山口 法人化15周年記念
◆人形劇団クラルテ65周年記念公演  ◆山口市文化振興財団 共催

12/18(日)  山口市民会館 大ホール    《低学年＋高学年コース》

●さいしょは、大きくなりたくないっていっ
たけどやっぱりおにいちゃんになったか
らよかったし、さいごのおわりのたんぽ
ぽがすごかったよ。

●わらいころげてつかれた。もっとねたが
みたい。(男児  9才)

●コントを楽しみに来場しましたが、ハー
モニーやダンスの切れがスゴイ!!です。
見入ってしまいました。ずーっと笑いホ
ホの筋肉が痛いです。最高でした!!

（女性  40代）
●親子でこんなに声を出して一緒に笑う

のは新鮮でした。

《高学年コース》

《乳幼児対象》《乳幼児対象》

《低学年コース》   

鑑賞例会でも子どもたちの体験と活躍がすてき！

《カエルちゃんオフィス》《カエルちゃんオフィス》

 《梅治の会》

人形劇団ののはな  

ちいちいにんにん  
12/10(土) 　C・S赤れんが 

（公財) 山口市文化振興財団 共催

《TAP DO！》
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  4 ～ 9月　舞台公演以外の予定
4/29 (祝）  こどもまつり2017
6/3 (土）  北島尚志講演会
6/9 (金） ・ 10 (土）  スポンジ人形つくりワークショップ
8 月 (日にち未定        ）こどもキャンプ
8/26 (土）  8月の Love&Peace 
                      「ある精肉店のはなし』上映会
毎月1 回開催   幼児クラブ モコナ
毎月第２火曜 10:30 ～  会場 : 吉敷地域交流センター
未就園児の子どもたちの遊びの会を開いています。

                     あっちこっちdeアート2017
　              今年は2作品を上演  ！   （5ページラインナップ参照）

●赤い羽根「県域」テーマ募金から始まりました
「子どもたちの心が動いて笑い声がはじける」を
呼びかけにした、あっちこっちdeアート2017の開
催が赤い羽根の県域テーマに選ばれました。1月
～3月末まで、多くの一般の方々に事業の理解と
募金を広く呼びかけました。
●プレイベントとして

「ゆらとまぁばあちゃん」の演出をされている
北島尚志さんの講演会を予定。北島さんはNPO
法人あそび環境Museumアフタフ・バーバン理
事長で遊びと表現活動のスペシャリストです。
また、「あなたがうまれるまで」でつげくわえさ
んと一緒に作品を作っている北村直樹さんの
スポンジ人形つくりワークショップもあります。

食育と聞くと、何か大変な手間や時間をかけて料理をすると思われる方もいらっ
しゃいますが、そうじゃないんです。朝ごはんを食べていないなら、まずはご飯を

炊いておむすびを作る。そこにゴマや海苔、じゃこなんかをプラスする。そんなことから始めればいいん
です。」と気さくな笑顔で語ってくれたのは、代表の西本さん。体と心を育む食の大切さを伝えるため、県
内各地で講演活動を続けられています。また、クラブのメンバーと一緒に食のイベントに出展したり、ク
ッキング教室を開催するなど、子育て世代だけに限らず、交流の輪を拡げられています。
「生きるために食べる。だからもっと食を大事にしてほしい」
食育は体の栄養のことだけじゃない。家族で食卓を囲み、楽しく
ご飯を食べることは子どもの健全な成長（脳の発達にも！）や家
族みんなの心の栄養にとても大切です。本当はストレスに追わ
れる大人こそ、いい食事をとって元気になってほしい。
イライラせず、ゆったりとした気持ちで家族と過ごせるように。

「あなたの体は食べ物でできています」
化学調味料などの添加物に頼らない、素材を生かした簡単レシ
ピ、イベント案内などもブログで紹介しています。ぜひチェックし
てみてください。　http://ukkycom.soreccha.jp/
知恵を持ち寄って元気に楽しみながら活動中
食に関する科学的な裏付けもしっかりと踏まえながら、でも何か
一つの考え方を押し付けるのではなく、メンバーの皆さんがそれ
ぞれにいろいろな経験や知識を話してくださり、それが、笑い泣
きするほど楽しい時間でした。やまぐち食育くらぶのみなさん、ど
うも、おじゃましました！　(取材：藤本安代）

LECTURE  REPORT 参 加 し ま し た
　　　　赤れんがだより　　　　

クリエイティブ・スペース赤れんがはこどもステーショ
ン山口が指定管理者となっています。今年度上半期は
施設管理のほかに、以下の事業を行います。

■ 新村則人 展　9/13（水）~24（日）
新村さんは山口県大島郡出身。全国的に活躍
されているグラフィックデザイナーです。意表を
つく展示が期待されます。お楽しみに！

※3人で歩いていたとき、走り出した兄(れつ 6歳)

　にむけて妹がつぶやいたひとことです。  (母)

←さるくん

「３月１１日の、あのね。＃６」展
「3.11こども文庫」主催

この3月、新宿・全労済ホールでは「震災を知
らない子どもたちが描く、ふくしまの未来」というサブタイトル
で、震災当時、幼くてその記憶のない子どもたちが描いた絵の展
覧会が開催されました。
おぼえていますか？2012年8月、こどもステーション山口では

「3.11こども文庫」の共催を得て、「ふくしまそうまの子どものえ
がくたいせつな絵」展を行いました。震災直後に描かれた福島
の子どもたちの絵は私たちに強い感銘を与えました。
今回、5年前の子どもの描いた絵と比べて、どんなふうだったで
しょうか。見てみたかったな、と思いました。

食育学習会
～体は食べたものから　心は食べ方で育ちます～       

野村京子（管理栄養士）さんの食育学習会に参加しました。食
育に関するちょっとしたヒントがあれば、と思って出かけたの
ですが、生活時間の見直しや、弁当箱バランス法など、収穫、
大アリでした！

「私たちの体は、食べた物からできている」のは、分かります。
では、心は？野村さん曰く、「食べ方で、心は育つ」。食べ方と
は、ゆとりの時間・ふれあう時間。例えば、朝、時間がなくて、

「早く起きなさい！早く食べなさい！」と言っていませんか？朝起
きて、家を出るまでは、何分ですか？その時間内に 1.顔を洗う  
2.朝食  3.歯磨き  4.身じたく  5.トイレ  6.ゆとり を、割りふってみ
たら…本当に必要な時間が変わってきませんか？ ゆとりの時
間は大事です。顔を見、目を会わせて「いってらっしゃい！」の言
葉かけや、ハグをすることで、心は安定しますよ、と。
子どものころに家族に大切にされた経験があれば、自分も人
も大切にできます。当たり前に食べている食事を少し意識す
る、気付くことが大切です、と話されたのが心に響きました。
2016.10.21　　　　　　　　　　　　　　　澤  直子 (会員）

こどもステーション山口の3月の会員
正会員177人   準会員  66人   
子ども登録数  389人　計  632人　

VOL.100 記念号、期せずして「食」の文字が複数のページ
に散見しました。「食」は子育てには切り離せないたいせ
つなテーマですね。 そしてスペシャルページでは6人の
方から、こどもステーションでの「体験」を、実感のこもっ
たあたたかいことばでお寄せいただきました。感謝でい
っぱいです。　　　　　　　　　　　　　　　　    （Ｕ）
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こどもステーション山 口とは
子どもたちが文化芸術に親しんで、心ゆた

かな子ども時代が過ごせるように活動して

います。プロの舞台芸術に出会う鑑賞例会

のほかに、キャンプやこどもまつりなど、たく

さんのなかまといっしょに活動できる場をサ

ポート。大人にも、”子どもと共に育ちあう”学

習の機会を提供しています。また各地区ブ

ロックでは、会員が地域のつながりを大切に

しながら独自の楽しい活動を行っています。

ご入会ください ・・鑑賞例会料金が無料に !

正会員    月会費2,500円 (子どもの登録OK)
　　　  子どもの登録料 (一人400円/年)
準会員    月会費1,300円(大人だけの参加）
賛助会員 　個人会費：一口  5,000円/年　
　　　　　　   団体会費：一口10,000円/年

※寄付も随時、募っています。  
※年間3,000円以上ご寄付いただいた方は
　確定申告により税額控除が受けられます。

○2016年4月～2017年3月  にご支援いただいた方
《団体賛助会員》  6団体  （敬称略・順不同） 

■山口ケーブルビジョン(株)　■福永商事（株）
■ビジネスホテル富士の家　■塗装 秋貞　　
■おおどの診療所　■永田こどもクリニック　

《個人賛助会員》 44名   (敬称略・順不同)
上野祐子
藤原美智子
片倉潤子　     
山﨑睦子
大山朝子　    
山本尚代　      
宮田佳子  

柴﨑泰子
武宮多恵子
中林和子　     
長谷川真成
長野裕子

大来静枝
木村純子    
内田美子
小宮友子
石津久美子    
金重節子         
嶋田真美           
林    佳子
勇木礼子
矢野　節　    
中島匡博　
柏谷輝彦

江村順子　    
菊本達子　      
加藤美知代
佐藤キヌヨ
内田奈保子
高木博美
小島和子
竹下隆司
日野　操
伊藤昭子
　

杉山昭郎　    
嶋田日出夫
奥島一洋　       
山岸秀雄
津波容子
松冨昭子
兼森禎子
寺田洋子
松崎ウメコ
末長正美
末長桂子
保手浜 孝

《「支え人。」としてのご支援をいただいている企業》
   ■（株）メルシー　■リンドヴルム

《ご寄付いただいた方》　58名  14団体

やまぐち食育くらぶ
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