
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※ 1月 31 日 「森は生きている」 開演 15：00（終演 17：45） 市川市文化会館大ホール 料金 3,500円（当日 3,800 円） 

様々なチャレンジを試みています。団体正会員のみなさまにも参加して、その現場を体感しましょう。 

作   品 （創造団体） 日程 会場 参加者 
0123歳児と親のためのはじめてのおしばい 
ぐるぐる （CAN青芸） 

9 月 30 日 千葉市土気公民館 68 人 

0123歳児と親のためのはじめてのおしばい 
ちいちいにんにん （人形劇団ののはな） 

10 月 21 日 
2ST 

千葉市きぼーる子ども交流館 
 

53 人 43 人 

 
出会う 遊ぶ 子どもの舞台芸術体験広
場 inちば 

10 月 31 日 
11 月 1日 

船橋市竹林、北部公民館 
西部公民館 

235 人 

チップとチョコ （人形劇団ひぽぽたあ
む） 

11 月 6日 
11 月 7日 2ST  

成田市国際文化会館 3・4会議室 
富里市北部コミュニティセンター 

 

 
出会う 遊ぶ 子どもの舞台芸術体験広
場 inちば 

11 月 23 日 千葉市きぼーる子ども交流館 338 人 

 
0123歳児と親のためのはじめてのおしばい 
ふわふわやまの音楽会  （山の音楽舎） 

12 月 3日 流山市南流山センター  

0123歳児と親のためのはじめてのおしばい 
ぐるぐる  （CAN青芸） 

12 月 10 日 印西市ふれあい文化館  

舞台劇 森は生きている  （劇団仲間） 2010 年 1月 31 日 市川市文化会館大ホール  
ともだちはブブとトト（くわえ･ぱぺっと
ステージ） 

2010 年 3月 20 日 白井市文化会館中ホール  
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特定非営利活動法人 子ども劇場千葉県センター 

〒260-0031 

千葉市中央区新千葉２－１７－６ サンコート新千葉102 

TEL:043-301-7262 FAX:043-301-7263 

 新しい年を迎え、忙しい活動の毎日のことでしょう。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 
久しぶりに団体正会員の皆様に、千葉県センターニュースをお送りします。子ども劇場千葉県センターの事

業は、今年度前半の準備期間を経て、9月から一斉に始まりました。理事会は全員で、11月 21日･22日のチ
ャルドライン全国フォーラム、23日の千葉市交流館「きぼーる」での子どもの舞台芸術体験広場の開催・・・
と走り続けてきました。 
国の作業仕分けが行われ、国の事業の現状がオープンにされ、税金の無駄使いを止めていくことは評価し

つつ、子どもに関する事業も仕分けの対象になっていることに注視していかなくてはなりません。多くの分

野で、公共のひとつになっているＮＰＯが、参加･参画する道が狭められたり閉ざされることは、あってはな

らないことです。個々のＮＰＯも｢どう生きていくか･社会的使命を担うのか｣正念場となったと感じていま

す。 
◆ 団体正会員会議のご案内 

日  時：2010 年 2月 22 日(月) 10：30～15：30 
会  場：千葉市民会館 第 3･第 4会議室（4F） 
対  象：団体正会員役員・会員  何人でも 
参加費：1 団体 1,000 円(1 団体 2 人まで、3 人以上は

ひとり 800 円 

持ち物：昼食 

実際に実施した事業を通じて、子どもの地域コーディ

ネーターとして何をつないだのか、チャレンジしてみ

たこと、強化したこと、その成果や実感を共有し、さ

らに深めるための交流をします。 
交流会では、問題提起を受け、子どもの状況と合わせ

て、自分たちがしようとしていることや、自分たちの

専門性を再確認することと、地域・行政等の様々な資

源をどうつなぎ活用していくのか、たっぷり語り合い

ます。 
万障繰り合わせてご参加ください。(チラシ参照) 
 

◆ひらけ 夢ステージ・ちば 2010 参加募集 
～子ども・大人・地域が元気になる舞台芸術プロジェクト～ 

『ひらけ 夢ステージ・ちば 2009』は、子どもプラザ
成田、流山おやこ劇場、いんざい子ども劇場、市川子

ども文化ステーション、白井子ども劇場の 5団体が参

加し、創設された「アートスタートファンド」の支援

を受け、タペストリーが会場を飾り、すでに 3団体が

終了しました。1月 31日に市川子ども文化ステーショ

ン、3月 20日に白井子ども劇場が、当日に向けてがん

ばって取り組みをすすめています。2010 年に向け実施

団体を募集します。奮ってご応募ください。 
すでに募集要項をメールにて発信しています。 

＜事業実施期間・日程＞ 

県央実行委員会 2010 年 4月～(予定) 

公演実施 2010 年 11 月～2011 年 3月 

10 箇所を実施予定 



◆ 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 
2 月 1日(月)～6日(土)１３：００～１６：００ 

全国6箇所（石狩 仙台 東京 千葉 名古屋 和歌山）

で同時開設をします。 
後援：年間／千葉県・ 

キャンペーン／厚生労働省  千葉県 千葉市 千

葉県医師会 千葉県小児科医会 千葉県社会福祉

協議会 千葉県保育協議会  千葉県歯科医師会 

朝日新聞千葉総局 毎日新聞千葉支局 読売新聞

千葉支局 千葉日報社 ＮＨＫ千葉放送局 

千葉では毎週金曜日の常設が定着し、2009 年 4 月から

12 月末までに 60 件を受けています。乳幼児や幼児をも

つ親・家庭が対象でしたが、今年度から｢子ども｣をもつ

親・家庭とし、対象を広げています。県内 56 市町村を

通じてカード配布やポスター掲示が実現しています。団

体正会員内においてもカード配布等のご協力、広報誌へ

の掲載をしていただけるとうれしいです。 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 平成 20 年度「学びあい支えあい地域活性化

推進事業」報告書ができました。 
2 月 22 日の団体正会員会議でお渡しします。実施団
体には 3冊、すべての団体正会員には 1冊をお渡し
します。それまでに千葉県センターに立ち寄ること
があればお渡しします。連絡ください。 
 

◆子ども劇場首都圏 子どもの活動交流会 
日時:2010 年 2月 18 日(木)10:30̃16:00 
場所:国立オリンピック青少年総合センターｾﾝﾀｰ棟 101 号室 
参加費:1人 1,000 円 
テーマ：子どもにとって必要な地域のイメージを具体的
に考え、そのために子どもNPOは内ができるかを考えあう。 
申し込み締め切り 2月 4日(木) 
 
◆松竹映画「おとうと」の「特別インナー券」をご紹介 

松竹株式会社より依頼を受け、今年１月３０日から公開

予定の松竹映画「おとうと」の、「特別インナー券」を

ご紹介します。。1,800 円（前売り一般券 1,300 円）のと

ころ、1,000 円にてご鑑賞できるものです。千葉県ｾﾝﾀｰ

か中村まで申し込んでください。詳細はメールでお知ら

せしています。 

 

◆NPO 関連予算ヒアリング 
毎年恒例となりました NPO 関連予算の省庁ヒアリング
を下記の日程で開催いたします。 
日 時 2010 年 1月 27 日（水） 

10：00～18：00（12:30～14:00 昼休み） 
場 所  民主党本部５階会議室 
詳細はデータで送信しましたので、みてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 病気と向き合う子どもが笑顔になる贈り物 

事業 

昨年に引き続き、今年度は 6箇所とプラス 1箇所の病
院を訪問しパフォーマンスを終えました。子どもたちの

笑顔はもちろんのこと、保護者、医師や看護師・保育士

の方々が一緒に参加していただき、満足度も高く、ハッ

ピーな気分になれたと、高い評価をいただきました。 
 
 
 
 
 
実施病院 実施日 実施作品名 

千葉県こども病
院 

8 月 20 日
(木) 

ハロー！カンクロー
ねずみのすもう 

下志津病院 8 月 26 日
(水) 

アンディ先生のマジ
ックショー 

千葉東病院 
 

10月 13日
(火) 

びりとブッチィーのク

ラウニングシアター 

 
千葉大医学部附
属病院 

 
10月 13日
(火) 

 

ハロー！カンクロー
ねずみのすもう 

成田赤十字病院 10月 15日
(木) 

びりとブッチィーのク

ラウニングシアター 

国府台病院 10 月 14日
（水） 

子ども寄席  
紙きり 

千葉県こども病
院 

10 月 20日 
(火) 

あかずきんちゃん 
 

 
◆ 「チャイルドライン全国フォーラム 2009 in 千
葉」終了 

日時:2009 年 11 月 20 日(土)～21 日(日) 

場所：Ｏ VＴＡ 

参加者：延べ 1,000 人 

チャイルドライン開設 10 周年の記念すべきフォーラム
を、チャイルドライン支援センターと子ども劇場千葉県

センターとの共催で開催しました。子どもの状況を変え

改善していくための｢緊急アピール」も確認されました。

Next10 に向け、子ども劇場千葉県センターでも具体的
に何を社会発信するのか、理事会で検討を重ねていま

す。報告集は 1月末に発行 
 
◆平成 21 年度文部科学省「地域ＳＮＳを活用した家庭教育
支援に係る調査研究」事業 
 

 

 

地域 SNS「あみっぴぃ」上に「すもーるすてっぷ next step」

を開設し、ここが安心できる友達づくりの場になるように子育

て当事者が主体的につくる「オン会」を開催しています。千

葉市内の 5団体の地域の「オン会｣は、絵本講座「絵本のある

子育て」、ＣＡＰ、千葉大キャンパスで大学生と遊ぼう、「空気

砲」を作ってあそぼう etcを、地域に開いています。 

毎回多くの親子連れが参加し、千葉大生とのコラボも始ま

り、つながりが広がっています。ぜひ地域 SNS「あみっぴぃ」

に登録して、たくさんの方との出会いをしませんか。 

 
 


