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冬の到来でぐっと寒さも厳しくなってきました。事業の半期が過ぎ、年末の慌ただしさの中
活動に忙しい毎日のこと思います。県センターも千葉県内を東奔西走しています。
風邪などひかないで後半期の活動をしっかりと見据えてすすめていきましょう。

2015 年度団体正会員学習＆交流会
今から予定を入れておいてくださいね。

「子どもに寛容な社会を! 子どもの現状に向き合う居場所を地域に」
もりもと

講師：森本

たすく

扶 さん(2/25 首都圏子どもの活動交流会講師)

★子どもの現状をどのようにとらえるか
★今の子どもに必要な環境・必要なおとなの支援

子どもの生活圏に視点を当てて、子どもの文化権の保障
を具体的に考えていきます。 ◆森本扶さん…｢子どもと舞
台芸術出会いのフォーラム 2015｣シンポジウムで好評の講師

チャイルドライン千葉・ママパパラインちば
を応援するチャリティ公演
モリエール『守銭奴より』一人人形芝居
鈴木宣隆大人向け一人人形芝居第 5 弾
人形劇団 夢知遊座
こい

か

ね

け

ち

恋か金銭か吝嗇親父奮戦記
小学校生からおじいちゃんおばあちゃんまで、
ご家族揃ってお楽しみいただける作品です。
人形劇団夢知遊座、鈴木宣隆代表は人
形劇団むすび座に 18 年の在団後、夢知
遊座を旗揚げ。作品には、命のこと、
人間の気持ち、考え方のこと、世の中
の矛盾や環境のことなど、いろいろな
エッセンスがちりばめられています。

日時:2016 年 1 月 27 日（水）9:30～12:00 受付 9:15
会場：船橋市中央公民館 第 4 集会室
参加対象：団体正会員の理事・運営委員
参加費：ひとり 1,000 円

日時：2016 年 3 月 18 日(金)

子ども劇場首都圏 子どもの活動交流会 2/25 講師による事前ヒアリング
子ども参画の子どもがつくるまちのとりくみから 2/25 講師の
森本扶さんを囲んで”子どもの文化権の保障”を考える場を
持ちます。◆1/27（水）13:30～15：30 船橋市中央公民館第 1 和室
◆参加対象 子どもがつくるまちをとりくむ団体正会員

IT を活用した情報共有のための Dropbox 開設

お や じ ふ ん せ ん き

開場 18:30

開演 19:00

場所:船橋市民文化創造館きららホール
（JR 船橋駅南口 FACE ビル 6 階）
入場料:前売券

おとな 2,800 円

子ども 1,500 円

当日券

おとな 2,900 円

子ども 1,600 円

＊対象:小学校 3 年生以上（幼児の入場はお断りします）

大勢のみなさまのお申込みをお待ちしています！
チャイルドライン千葉・ママパパラインちばの活動紹介

情報共有を実践的に学んだ、第 1 ステップ「スキル獲

や県センター内「ほっと手作り工房」のグッズやその他

得連続講座」を終え、第 2 ステップの「情報共有体制

PJ チームを中心に準備を進めています。今年もロビー

の構築」に向けて、団体正会員同士、または県センタ

が交流の場になりますよ！

ーとの情報共有のための Dropbox を開設します。
そこの中で各団体の鑑賞や下見の情報、その他の事業
の情報、広報紙やニュースレターを UP していただき情
報交換ができる環境を作ります。
講座参加団体やすでに Dropbox を使っている団体のみ
なさんとメリットのある形で、活動情報をタイムリー
に共有したいと思っています。これからやってみよう
と考えている団体のみなさま、県センター事務所へご
相談ください。

【申し込み方法】
＊お電話か FAX で･･･TEL:043-301-7262

FAX:043-301-7263

＊インターネットで･･･ http://tiny.cc/charity2016

文化庁「芸術家派遣事業」

赤い羽根共同募金～使途選択募金～

32 の小学校での芸術家派遣ワークショップ
9 月から 11 月までに 15 校の小学校で舞台芸術
家のワークショップを実施しました。
狂言、落語、アフリカの音楽、クラウン風船、演
劇、朗読、ミュージカルなど本物との出会いで、
普段見せない表情がどの子どもにも現れる豊か
な授業が展開されました。12 月には、10 校を予
定しています。
子どもと芸術家とが出会う最もよい環境をつくる
ために子ども文化地域コーディネーターが学校と
芸術家との調整をていねいに行っています。
さらにコーディネーターやスタッフが、子どもたち
が芸術家と出会って体験することで表情の変化な
どエピソードを収集しています。ＮＰＯならではの
きめ細かなとりくみを行っています。

つかいみちが選べる募金で、わたしたちの活動
を応援してください。
指定の振込用紙にご記入いただき、ご寄付をお願
いします。指定の振込用紙のない方は事務局にご
連絡を。
（受付期間：平成 2７年 10 月 1 日～平成 2８年 3 月 31 日)
＊テーマが２つにわかれています。指定の振込用紙に応
援したいテーマに

✔

してください。２つ選択の場

合は、金額の内訳をそれぞれご記入をお願いします。
✔
✔ ２

子どもに対する支援

✔
◆18 歳までならだれでもＯＫ、
「チャイルドライン」
✔ ３

子育てに対する支援

✔
◆あなたをひとりにしない、させない
「ママパパライン」

傾聴の文化を拡げる講座

◆虐待を未然に防ぎ親子関係を築く「乳幼児のためのおしばい」

1 人でも多く地域に「聴く人」を増やしたい

ご協力よろしくお願いいたします。

楽しく「傾聴」を学ぶ講座を地域で開いてみませんか？
対象を絞って乳幼児

小学生

思春期等、子どもの年

2016 企画調整会議報告

齢で個々に分けてみたり、高齢者と暮らしている・か
かわっている方々とか、個別対象者別に開いてみるの
はどうでしょう？また、傾聴については一度経験して
終わりではなく、何度体験しても発見や気づきがあり
ます。
【これからの予定】
①浦安市

美浜公民館

日時：平成 28 年 1 月 24 日(日)午後 1 時 30 分～4 時
場所:美浜公民館

２階

ちばの WA 地域づくり基金
カンパイチャリティ報告
みなさまに感謝です！

第３会議室

対象:思春期・反抗期の子どもを持つ親

11 月 13 日～14 日の全国調整で、千葉県では 11 団体正会員
の 34 作品が決定しました。これからも増える見込みです。
全国調整の人気 NO.1 は首都圏ツアー2017 作品の劇団風の
子九州「いまからいえでにいってきます」で、市川中央、
市川北、四街道も 2017 年 4 月にとりくみます。

15 名

参加店舗が提供する「カンパイチャリティメニュー」

【テーマ】信頼できる大人って～子どもの声を聴こう 傾聴～

を注文すると、販売額の一部がチャリティ＝寄付に

②子どもプラザ成田

なるキャンペーンに千葉市内等 16 の店舗のご協力

第１回 2016.1.25（月）

をいただきました。「病気と向き合う子どもたちが

第２回 2016.2.8（月）

笑顔になる贈り物事業」に 6422 人のカンパイチャリ

対象：子育て応援者

ティメニューを注文いただき 129,111 円の寄付をい

③市原市国分寺社会福祉協議会
1 月～3 月に予定。

1 回のみ 3 時間

ママパパラインちばキャンペーン
あなたをひとりにしない・させない！
「ママパパライン」全国キャンペーン
2016 年 2 月 15 日（月）～20 日（土）10:00～16:00
6 日間毎日開設

ママパパラインちば

０４３－２０４－９３９０

ただきました。みなさま、ありがとうございました。
こども病院と千葉東病院で 2 公演の費用の一部に活
用することができました。

子ども劇場千葉県センター
事務所年末・年始休み
１２月２８日(月)～１月７日(木)

