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平成２６年度 継続被災地支援活動「福島県への継続文化支援活動」報告 

 

【福島応援人形劇公演、事業実施に向けた打ち合わせおよび現地調査】 

１）日 程   平成２７年１月２８日（水）～1月３０日（金）公演打ち合わせ 

        平成27年2月24日（火）～3月2日（月）福島支援人形劇公演 

２）場 所   郡山市内保育園、幼稚園、学童保育所、子育て支援センター、老人ホーム、共同

作業所、図書館、本宮市内放課後児童クラブ、三春町内交流館の計１７カ所にて

人形劇公演を実施。 

３）参加劇団  トランク機械シアター（５名）、人形劇団ばおばぶ（３名）、人形劇団えりっこ（２

名）、劇場スタッフ（３名）※公演時２名 

４）公演記録 

【トランク機械シアター】 

月/日（曜） 開演時間 会 場 公演プログラム 観客数 

２/25（水） １６：０0 

学童保育 

大成どんぐりクラブ 

郡山市鳴神1丁目 

138-1 

「ねじまきロボットα～ 

怪盗くまっくと、かくれんぼ」 

紙芝居「ねじまきロボットα」 

 

７４名 

２/26（木） 

１０：００ 

のびのび学園（保育園） 

 （めばえ学園も参加） 

郡山市富田町字細田55- 

4 

「ねじまきロボットα～ 

怪盗くまっくと、かくれんぼ」 

紙芝居「ねじまきロボットα」 

 

１６２名 

１５：００ 

針生（はりゅう）保育所 

郡山市大槻町字針生前田

26-2 

 

「ねじまきロボットα～ 

怪盗くまっくと、かくれんぼ」 

紙芝居「ねじまきロボットα」 

 

７１名 

２/27（金） 

１０：３0 

たちばな幼稚園 

（たんぽぽ保育園も参加） 

郡山市菜根3-5-７ 

「ねじまきロボットα～ 

怪盗くまっくと、かくれんぼ」 

紙芝居「ねじまきロボットα」 

 

９６名 

１４：３０ 

東部地域子育て支援 

センター 

郡山市緑ヶ丘東3丁目 

「ねじまきロボットα～ 

怪盗くまっくと、かくれんぼ」 

紙芝居「ねじまきロボットα」 

 

５６名 

（子３３、 

大人23） 

2/28（土） 

１０：００ 
あけぼの幼稚園 

郡山市小原田5丁目 

「ねじまきロボットα～ 

怪盗くまっくと、かくれんぼ」 

紙芝居「ねじまきロボットα」 

 

９５名 

１５：００ 
安積（あさか）図書館 

郡山市安積一丁目38 

「ねじまきロボットα～ 

怪盗くまっくと、かくれんぼ」 

紙芝居「ねじまきロボットα」 

 

３２名 

（子20、 

大人12） 

３/１（日） １１：００ 
PEP Kids Koriyama 

郡山市横塚一丁目1-3 

「ねじまきロボットα～ 

怪盗くまっくと、かくれんぼ」 

紙芝居「ねじまきロボットα」 

 

７３名 

（子40、 

大人33） 
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【人形劇団ばおばぶ】 

月/日（曜） 開演時間 会 場 公演プログラム 観客数 

２/25（水） １６：０0 
岩根放課後児童クラブ 

本宮市岩根字上土淵６ 

「トラックとらすけ」 

紙芝居人形劇「さるとかに」 
４９名 

２/2６（木） 

１０：３０ 

三春交流館「まほら」 

小ホール 

田村郡三春町字大 191番

地 

「トラックとらすけ」 

紙芝居人形劇「さるとかに」 
４７名 

１５：００ 

介護付有料老人ホーム 

いまいずみ荘 

郡山市富田町中ノ目 

11-1 

紙芝居人形劇「さるとかに」 

「はらぺこあおむし」 

４３名 

（大人） 

２/27（金） 

９：３０ 

スギナ保育園 

郡山市富田町字後久保

1-8 

「トラックとらすけ」 

紙芝居人形劇「さるとかに」 
９２名 

１３：４５ 
わかばの丘（共同作業所） 

郡山市富田町字町畑30 

紙芝居人形劇「さるとかに」 

「はらぺこあおむし」 

２５名 

（大人） 

 

【人形劇団えりっこ】 

月/日（曜） 開演時間 会 場 公演プログラム 観客数 

２/2７（金） １５：４５ 

チャイルドハウスうねめ 

（保育園） 

郡山市富田町上鶴蒔田

6-34 

「へそどろぼう」 

「あそぼ！手回しオルガンと 

いっしょ」 

４７名 

２/2８（土） 

１０：１０ 

NPO 法人しんぐるまざ

ーずふぉーらむ・福島 

郡山市安積町荒井字方ハ

丁65-1山口ビル 

「３びきのこぶた」 

「マーシャとクマ」 

 

19名 

（子7、 

 大人12） 

１５：００ 

ニコニコこども館 

郡山市桑野一丁目2-3 

こども総合支援センター 

「へそどろぼう」 

「あそぼ！手回しオルガンと 

いっしょ」 

127名 

（子69、 

大人58） 

３/１（日） １３：３０ 

中央図書館 視聴覚 

ホール 

郡山市麓山1丁目5-25 

「へそどろぼう」 

「あそぼ！手回しオルガンと 

いっしょ」 

72名 
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５）写真で見る公演及び調査記録 

トランク機械シアター【演目：ねじまきロボットα～快盗くまっくと、かくれんぼ～】 

① 学童保育大成どんぐりクラブ （会場：大成地域公民館） 

 

    

  たくさんの小学生のお友だちが、笑顔で元気いっぱい迎えてくれ、逆に子どもたちから元気 

  をたくさんもらいました。公演後どんぐりクラブではプレゼントしたパペット人形を早速はめて、

遊んでくれていました。放射線で外遊びができない期間が長く、室内で手先を使って遊ぶことが

多かったため、みんな手先が器用なのだと先生がおっしゃっていた言葉が心に残りました。 

  現在は、外遊びも出来るようになりましたが、体力がない子どもたちが多いとのことでした。 

   

  ②のびのび学園（保育園） 

   

  人形劇のお礼に、１５０名のお友だちが元気いっぱい歌を歌ってくれました。「人間っていいな」

という曲にみんな感動！トランクさんからは手づくりのぬり絵シールをプレゼント。 

   

  ③針生（はりゅう）保育園 

   

  劇中に登場するアルファーとくまっく、つぎはぎが子どもたちに大人気でした。名残惜しそうに

人形と握手をして帰る子どもたちでした。 
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 ④たちばな幼稚園（たんぽぽ保育園も参加） 

   

  最後に、アルファーと一緒にダンスを踊ってくれました。記念写真は、くまっくのポーズで。 

  震災時の避難の様子を聞かせていただきましたが、先生方が子どもを必死に守った当時の姿に、

胸がいっぱいになりました。人形劇は、子どもも大人も心から楽しめ、元気になれるというお言

葉をかけてくださいました。 

 

 

⑤東部地域子育て支援センター 

   

   

  23 組（56 名）の親子さんが集まってくれました。アルファーたちと一緒に、元気いっぱいダ

ンスを踊ってくれました。親子がほっこり笑顔になれる素敵な空間でした。 

   

 

  ⑥あけぼの幼稚園 

   

  ９５名のお友だちが、大きな歓声や、笑いでアルファーの紙芝居と人形劇をおおいに盛り上げて

くれました。お礼に手作りの首飾りをいただきました。ありがとう！ 
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  ⑦安積（あさか）図書館 

   

  安積図書館を利用していた子どもたちも、興味を持って会場に足を運んでくれました。山形から

車を走らせて駆けつけてくださった方もいて、驚きいっぱい、嬉しさいっぱいでした。 

 

  ⑧PEP Kids Koriyama（ペップキッズ） 

   

   

  震災をきっかけに、地元企業、行政、有志の協力者が一体となって開設された、室内あそび場の

先駆け「PEP Kids Koriyama」はたくさんの親子連れで賑わっていました。水遊びができる広

い砂場もあり、子どもたちの健やかな成長を願う大人たちの思いがつまった会場で公演すること

ができました。職員さんと、記念撮影☆ 

 

  ◆NPO法人みんなのあそび塾にょきにょき  ◆トランク機械シアター＆人形劇団えりっこ 

     

  現地のコーディネーターさんから震災当時の  トランクの公演が終了し、中央図書館で行われ 

状況や、間もなく4年を迎える郡山市の今を  ているえりっこさんの公演にかけつけました。 

  聞かせていただける貴重な機会になりました。 記念にパチリ！おつかれさまでした。              
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人形劇団ばおばぶ【演目：トラックとらすけ、紙芝居人形劇さるとかに】 

 

①岩根放課後児童クラブ 【演目：トラックとらすけ、紙芝居人形劇さるとかに】 

 

下校してきた子どもたちが、劇団さんの姿を見て「よっしゃー！」と歓声をあげました。本宮市

での公演はとても喜ばれ、終演まで集中が途切れず、後ろの子どもたちは思わず膝立ちで見入っ

ていました。札幌の人形劇団からハンドパペットのプレゼントがありました。 

 

 

②三春交流館「まほら」 【演目：トラックとらすけ、紙芝居人形劇さるとかに】 

 

三春おやこ劇場さんの声掛けで、たくさんの幼児親子さんに見ていただきました。最後はタッチ

で人形とお別れ。感想や質問など、みんなたくさんお話にきてくれました。 

 

 

③介護付き有料老人ホーム いまいずみ荘【演目：紙芝居人形劇さるとかに、はらぺこあおむし】 

 

予想を上回る人数の入居者の皆さんにお集まりいただき、ハーモニカで童謡を吹くと自然に合唱

になりました。プレゼントのハンドパペットも大変喜ばれました。 

入居者の中には、震災後故郷から避難させられて来た方もおり、後ろ向きな気持ちから、いかに

前を向いていただくかが大変、というお話しを施設長さんから伺いました。親や介護・支援する

側の立場の方たちが、人形劇を見て喜ぶ子どもや高齢者の姿に元気づけられる、人形劇は子ども

だけのものではない、とのお話を聞き、そのことを改めて実感しました。 
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④スギナ保育園  【演目：トラックとらすけ、紙芝居人形劇さるとかに】 

 

「とらすけがんばれ～！」とみんなで応援してくれました。 

とらすけを励ましたトラックのおじさんは男の子たちに大人気！人形劇のお礼にメダルをいた

だきました。 

 

 

⑤わかばの丘（共同作業所）【演目：紙芝居人形劇さるとかに、はらぺこあおむし】 

 

施設に到着すると、みんなソワソワして玄関までお出迎え。さなぎが蝶になって飛び立つと、大

きな拍手が起こりました。お礼に折り紙の花束と、やまびこ王子とこぐまちゃんのガラス工芸品

をいただきました。こういった小さなコミュニティには、今回のような支援公演があってもなか

なか情報が入ってこないとのことで大変喜ばれました。支援を受けるにも場所や年齢、立場など、

さまざまな面で生じる格差があるというお話を伺いました。 

 

 

  人形劇団えりっこ【演目：へそどろぼう・あそぼ！手回しオルガンといっしょ】 

   

①チャイルドハウスうねめ（保育園） 

   

  保育園と学童保育のお友だちが集まってくれました。お礼のメダル、ありがとう！ 

  最後にみんなで記念写真。 
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 ②ＮＰＯ法人しんぐるまざーずふぉーらむ・福島【演目：３びきのこぶた、マーシャとくま】 

   

  ふくしま女性支援センターの子育て広場にて、お膝に抱っこでゆったり観ていただきました。 

  握手とハイタッチでさようなら！ 

   

③ニコニコこども館 【演目：へそどろぼう・あそぼ！手回しオルガンといっしょ】 

   

  ・入口横の食品放射能測定の情報ブースです。２階の検査会場では、お米３合、約２５分で無料

測定できるそうです。 

  ・会場内に立ち見が出るほど多くの方にご来場いただき、施設の方も交代で何人も観に来てくれ

ました。終演間際になると、手回しオルガンの体験を待ちきれない子どもがそわそわと席を立

ち、ほぼ全員が順番にオルガンを回していました。 

 

  ④中央図書館 視聴覚ホール 【演目：へそどろぼう・あそぼ！手回しオルガンといっしょ】 

   

  手回しオルガンから吹き上がるシャボン玉にみんな大喜び。 

最後は順番にステージにあがって手回しオルガン体験♪ 

広報や当日の搬入・搬出・受付をあさかの子ども劇場さんにご協力いただきました。 

 

 

 
福島県郡山市の子どもたちに、札幌の人形劇を届けることができたのも、現地コーディネータ

ーさんをはじめこの事業に関わってくださった多くのみなさんの協力のおかげです。これから

も福島を身近に感じ、福島のことを忘れずに長く活動を続けていきたいと思っています。 

観劇いただいた郡山市、本宮市、三春町のみなさん、ありがとうございました。 

  


