
 
 

 

 

5 月の予定 

毎週月曜日 

「元気ですかメール」 配信 

 

これからの予定 

６月１４日（日）「ピザがまの森オープンデー」 

６月２１日（日）「2020年度通常総会」 

６月２７日（土）「パンケーキを作ろう」 

７月       「夏休み図工教室」 
＊変更または中止の場合があります 

 

 

 

― 目次 ― 

2.3P 印西市の貴重な自然について 5.6P 元気ですかメール 

4P 
ピザがまの森オーナーさんにインタビュー 

ピザがまの森はじまりの物語 
7P エリンギだより 

  8P 事務所だより 

2020年 5月号 
2020年 5月 12日発行 

 



特集  印西市の貴重な自然について  

ピザがまの森の生きものたち          
森林インストラクター 小山尚子 

取材日 2020年 4月 

ピザがまの森、好きですか？ 原っぱがあって、林があ

って、おいしいピザができちゃうなんて、最高の外遊びの

場所ですよね。昔の子ども（たぶんみんなのジジババかそ

れよりもっと前のご先祖さま）は、ゲームもなかったし、

遊びといえば、外遊びでした。野山をかけまわって遊べる

場所があるって、今ではとってもすごいことです。 

 

ピザがまの森には、広い原っぱがあって、原っぱの中には、ク

リの木があります。春の時期、このクリの木をよく観察すると、

きれいな赤い実のようなものが見えます。クリメクブズイフシと

いう虫こぶの一種です。赤い実のように見えるこぶの中にクリタ

マバチというハチの赤ちゃんがいます。ちなみに、ハチの仲間は

4,000種類もいますが、刺すのは数種類だけ。このハチも刺さな

いので安心してください。 

 

  

太陽の光がいっぱいあたる原っ

ぱの端っこには、いろいろな木が

あります。よーく見ると、目立た

ないけれど、花をつけているし、

実もなるし、別の虫こぶもある

し、カマキリの卵もあちこちにく

っついています。明るい原っぱや

林には、いろんな花が咲き、いろ

んな虫が来るので、それを食べる

鳥もやってきます。木の実を食べ

た鳥もやってきて、うんちをする

と、実の中の種が土の上に落ち

て、芽を出すので、そこにはいろ

んな木が育つのです。 

 

原っぱの奥は、急な斜面になっていて、下には田んぼが広がっています。

これからはカエルの大合唱です。最初に緑のシュレーゲルアオガエルがコロ

コロ鳴き始め、ニホンアマガエル（黒いアイラインのある緑のカエル）が、

ゲッ、ゲッ、ゲッと鳴き、それにトウキョウダルマガエル（西日本ではトノ

サマガエルという）のゲロロ、ゲロロと混じります。そしてオタマジャクシ

が泳ぎ始めます。夏の夜にはホタルが飛び交うことでしょう。 



ピザがまのある原っぱは台地というちょっと

高い場所にあり、下の田んぼがある場所は谷津
や つ

と

いいます。台地にある畑と原っぱ、谷津にある田

んぼ、台地と谷津の間の斜面にある雑木林など、

農業が営まれている場所を里山
さとやま

といいます。里山

にトンボやカナヘビやドジョウなどいろんな生

きものがいるのは、田んぼを作って、林や台地を

きれいに保ってきた農家のおかげでした。 

 

みんなが、ピザがまの森の原っぱをかけまわ

ることができるのも、生きものに出会えるの

も、林の中で遊べるのも、岩井さんたちがしょ

っちゅう草刈りをしてくださっているおかげ

です。田んぼや水辺で生きものに出会えるの

も、まだ田んぼが残っていて、農家の方がきち

んとお米を作っているからなのです。 

 

こんなふうに印西には生きものがいっぱい

いて、すてきだなと思うでしょう。でも、同じ

里山でも、竹がびっしり生えた暗い森や、田ん

ぼがなくなって荒れた谷津などもあちこちに

あります。田んぼを作らなくなると、田んぼに

は木が生えてきたりして、水辺がなくなり、ト

ンボやカエルたちは、卵を産む場所がなくなり

ます。そういう生きものが少なくなると、それ

を食ッドが崩
くず

れていくので、生きものの種類が

どんどん少なくなります。 

 印西は自然がいっぱい残っていると思っていたら、実

は、荒れた谷津と林だけになっているところも少なくない

のです。ピザがまの森で遊んでいるとき、いつまでも生き

ものいっぱいの印西だったらいいなと思ったら、何ができ

るかな、ちょっと考えてみてね。 

 

先日ピザがまの森を訪ねた時みた花は、ムラ

サキケマン、スミレ、ジュウニヒトエなど。鳴

き声が聞こえた鳥は、ウグイス、コジュケイ、

キジなど。チョウやトンボはまだだったけど、

木の幹をよーく観察すると、いろんな虫が見ら

れます。いくつ見つけられるかな。 



＜2018年４月好評記事を編集再掲載＞ 

ピザがまの森のオーナーのⅠさんについて、私達は知らないことがたくさんある

んです！今回は突撃インタビューを行い、丸ごと答えていただきました♪ 

 

             

 
 

 

 

 

地元だけでなく今は県や国の仕事も多いとのこと、忙しい日々を

過ごされているんですね。活動場所の提供だけでなく、ツリーハ

ウス作りや父達との遊具やピザ窯づくりの制作指揮など大感謝

です。インタビューに快く答えて下さり、有り難うございました。 

 

 

 

オーナーさんがご好意で提供してくださっている自然豊かな森が、 

「ピザがまの森」と呼ばれるようになるまでを、ピザ窯制作から中心的に

携わった父会員に聞きました。 

 

＜ ピザ窯作りを振り返って ＞  

いんざい子ども劇場の魅力の一つは、間違いなく「ピザがまの森」を活用した野外活動です。流しそうめん豆まき、キ

ャンプファイヤー、オープンデー恒例の焼きマシュマロ、餅つき、お父さんの釣ったニジマスかぶりつき、大木の伐採

見学と木登り体験、ピザパーティなどなど、たくさんの笑顔とともに活動の様子が思い出されます。それを支えるのが

２つのツリーデッキ、ターザンロープ、遊歩道、そしてピザ窯です。今日は「ピザがまの森」に欠かせないピザ窯制作

について振り返りたいと思います。 

① きっかけ 

「岩井さんの森にもピザ窯があるといいよね！」そんな清宮さん

と髙橋さんの軽い一言から始まりました。2012 年 4 月タケノコ堀

りで訪れた成田郊外の小山農園にはピザ窯が常設されており、

ピザランチをした時の会話です。そのころ岩井さんの森には、初

代ツリーデッキがあるだけで、もっと里山での活動を増やしてい

きたいと考えていた時の発案でした。さっそく寸法を測ってメモ

を取り、ピザ窯の設計に取り掛かりました。   （次月につづく） 

                                   初代ツリーデッキ（写真は現在のもの） 

 本業は農家で田んぼ 10 万㎡、お米約 50 トンを生産（←すごい!!） 
他にも、市役所農政課の農業委員、一級建築士、UR 建物施工管理、 
千葉県森林課とのつながりがあり農業講座の講師などなど多岐にわたる。    

以前は主に公民館で子ども劇場の活動をしていたが、広い
野外で活動できる所はないか？と当時の理事長達から話
があり、オーナーさん所有の栗林をお借りして今に至る。 

お仕事は? 

子ども劇場と 

関わるきっかけは？ 

＜2020 年 5月最新情報＞ 

オーナーさんが新しい遊具と 

バードコールを作ってくださいまし

た！ 



＜活動報告＞ を配信しました 
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、劇場の活動も引き続き自粛し、ステイホームの日々は続きます。 

みんなと集まれる日を待ちながら、4月も「元気ですかメール」を会員の皆さんに配信しました。 

*********************************************************************************************** 

2020年4月6日(月) 

第４弾 「身体を動かそう！」 

 

  

  

 

♪ 森の奥深くに 棲んでいる ボクたちふたごの オオカミだよ ママにはないしょで 大冒険 

危険な時には 魔法のことば Hey ウルラウルラ ウルウルラウルラ ウルラ ウルラリー ♪ 

みなさん元気ですか？ずっと家で過ごす日が続いて身体も運動不

足ぎみ…。体操やダンスで身体を動かしてみるのはどうでしょう？ 

ある理事さんのお家では、朝ラジオ体操第１をやって、調子が良け

れば第２、そしてパプリカと続くとの事。柔軟＆気分転換＆コミュニ

ケーションにｇｏｏｄ❢だそうです。お試しあれ（＾＾） 

ちなみにラジオ体操第１は身体をほぐすのが目的の体操で、第２は

筋力をつける目的だそうです。消費カロリーも第１は 12 ㌔㌍、第２

は 13〜18㌔㌍と違いがあります。 

パプリカの踊り方や歌詞は NHKのホームページに紹介 

されています。ご参考に。     身体を動かそう 担当Ｓ 

ちなみに私メール担当 S も振付け動画を作成してみました。振付けは違
うわ、動きはオカシイわ、で、青年会員 Kに即却下いただきました。あしあ
と親子、可愛く踊れていると思うんですがね…。話題の問題作はコチラ 

YouTubeにて ↓ 

先日お知らせしたメールに、 

「子ども劇場のキャンプファイ

ヤーなどで踊る、あのダンスの

振付けを覚えたい！」  

というリクエストいただきました♪ 

「ふたごのオオカミ」と呼んでいるダ

ンス、簡単だから覚えちゃおう！ 

青年会員 K作成の、振付け解説し

た動画です。 

←YouTubeにて 



2020年4月13日(月)

第５弾 「劇場の怪人からの挑戦状」 

 

 

 

元気にしているかな？ 

四つ葉(小学校高学年サークル)

のキャラクターラキくんから、会
員の皆への依頼があるぞ！力を

合わせて、困っているラキくんを

助けてくれ。 

 

まずは動画を見て、その後問題

に挑戦しよう。参加してくれた皆

には、いいことがあるかも？？ 

 

「劇場の怪人からの挑戦状」 

YouTubeにて→ 

問題 

・たんていみならいコース 

・めいたんていコース 

皆の挑戦、待っているぞ！ 

あんごうにちょうせんだ！↓ 

こんにちは。私たちは、勉強やったり、
ピアノやったりと元気に過ごしていま

す。名探偵コースやりました答えは、
二人だと思います。ラキ君が、早く助
かるといいなぁ（M） 

このたびは、ステキな挑戦状をありが

とう！桃じり探偵、U がスパッと解決
してみせよう！！星マーク。そして、チ
ョキを出したのは 2 人、ではないかな

( ´Д`)y━ いかがかな(U) 

ラキくんの出てくる動画、すごい面白
かったようで、足形の人の覆面に子ど
もたちウケてました。みならいコース

答え☆ 名探偵コース答え 2 人（A） 



2020年4月20日(月)

第６弾 「あなたの元気が出る曲は？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不自由な生活でストレスが増えがちな日々です

が、音楽の力でちょっとリラックスしてみませんか? 

好きな音楽を聴くと、ストレス軽減効果があるそう

です。子どもたちも大人も音楽に勇気づけられるこ

とは多くあります。音楽で日々を前向きに過ごせた

らいいですね。 

みなさんの元気がでる曲は何ですか? 教えて下さ

いね。たくさんの方からオススメされた曲で何かで

きたら…!と思います。 

元気がでる曲の返信ありがとうございました！ 

ジャンルを超え色々な曲が集まりました。複数か

ら名前があがったのは「パプリカ」だけでした。曲

調もアップテンポから静かな曲まで様々でした。

わらべ歌からボカロまで皆さんそれぞれ好きな曲

が元気曲ということですね。 

 

集まった曲を BGMに昨年度の活動アルバムを

つくってみました。今回は子ども劇場の クラウド

サーバーで見る事が出来ます。 

知らなかった音楽に出会えますよ♪ 

 
使った曲はほんの一部です。入手できなかったり 

時間が足らなかったりした曲たちゴメンナサイ！ 



2020年4月27日(月)

第７弾 「忍者遊び・何でも宝探しの修行 其の一」 

 

   

 

今週の元気ですかメールは、ついに忍者登場です。 
子ども劇場では有名な「忍者遊び」。あそび環境
Museumアフタフ・バーバンによる忍者あそびに参加
した会員さんはピン！と来たはず。今回アフタフ・バー
バン関西代表北崎圭太氏公認で、いんざい子ども劇
場オリジナル忍者遊び動画を配信します！ 
 
いんざい子ども劇場の忍者頭領（とうりょう、つまりボ
ス）からの司令「何でも宝探しの修行その１」にどれだ
け答えられるかな〜? 
「正解は 1つじゃない!全部が正解!」 
(?_?)それってどうゆうこと？って思ったら動画みて家族
みんなで（大人もね）力を合わせて楽しみながら答え
見つけてね。健闘を祈る(๑•̀ㅂ•́)/ーーー✧ 

YouTubeにて→ 

「何でも宝探しの修行その１」に回答ありがとうご
ざいます♪ 忍者頭領の指令クリア、お見事!! 
「正解は 1つじゃない!全部が正解!」 
色んな答えが集まりましたよ。 



＜エリンギだより＞   ２０１９年度・エリンギサークルの活動 

2020年４月 19日（日）に、エリンギの大きな事業のひとつ「春交（北総春の交流会）」の実行委員による「まとめの

会」で 2019年度の活動を終える予定でしたが、残念ながら春交を含め 3月からの事業は中止となりました。  

楽しみにしていた春交が中止となり、話し合いを重ねて創り上げた企画ができない事は非常に残念ですが、今後の

事業の中で生かせる事を願っています。 

 

          

  

結局実際には春交を行うことはできなかったけ
れど、初めて実行委員になって、初めて自分た
ちで春交を作っていく側になるっていうのは凄
く楽しかったです。自分は春交を創る側になっ
て初めての年でわからないことしかない状況だ
ったけど、同じいんざいメンバーや実行委員の
みんながいろいろなことを教えてくれたりし
て、経験値０の自分でも、すごく楽しくできま
した！感謝しかないです！！ 
今年はできなかったけど、次回は形として残し
て最高の春交を創りたいです！！ 

（現 中 2 男子） 

三役青年として白井のいーちゃんと一緒に参加していました。青年なの
であまり口を挟まないようにと思いながらも出しゃばっていた気がしま
す。今回は別の形で交流会をするのも厳しい状況ですが、またいつか皆
で春交を作り上げられたらと思います。        （青年 女子） 

春交の存在を初めて知った時、会員の子どもたちに 1 度は経験してもら
いたいと思った北総地区限定のこの取り組みに参加できてとても光栄で
す。大人は見守りの立場、実行委員会でも発言して良いか許可をもらって
から、が基本。もの怖じせず各劇の企画について意見する子どもたちの姿
はもう立派な社会人です。 
大人である私も他劇の人達と交流し、たくさん良い刺激を受けました。 
なかなかこういう経験はできないし、経験出来るということ自体に感謝の
気持ちを持ってもらいたいという想いを込めて、子どもたちにいつも『春
交に参加できていいなぁ〜』と話しています。 
2019 年度は生憎中止となりましたが、これも必ずいつか何かの形で生
かせる経験です。また一緒に元気に活動できる日を心待ちにしています。  

（北総担当大人） 

前回の春交から学年がひとつ上がり、それぞ
れが昨年度とはまた違う思いで会議に参加し
てくれた事と思います。 
子ども達の企画力は本当に凄いです✨春交は
参加するだけでも楽しい！ですが実行委員と
して参加するとまた違った交流と充実感を得
られるようです。 
ぜひみんなに経験してもらいたいです。 
忙しい中でのサークル会に実行委員会への参
加お疲れさまでした！！ （劇場担当大人） 

春交が中止になっちゃったのは悲しいけど、昨年より積極的に発言でき
て良かったです。気が向いたらまた実行委員やってみようと思います。                  

（現 高 1 女子） 

いんざい実行委員・感想 

クロスワード、あれだけみんなで頑張って考えたのに当日に実行委員紹
介ができなかったのが残念です💦次の春交では２倍楽しみたいです。 

    （現 高１女子） 

 

5 月 新入生歓迎会・お好み焼きクッキング 
6 月 子ども縁日・出店話し合い 
7 月 子ども縁日出店（ヨーヨー釣り） 
8 月 縁日打ち上げ（道頓堀） 

10 月～2 月  春交に向けて・企画話し合い 

 サークル会 

5 月 春交を考える会 

9 月～2 月  春交実行委員会・3 役会（各月 1 回） 

2 月 春交現地下見（3 役のみ） 

3 月 春高実行委員会（3 役会のみ実施） 

 春交実行委員
会 



 

政府の自粛要請により予定の変更・中止もあります。 

直近の会員メールでの連絡にご注意ください。 

 

５/10 会員数 

いつも忙しいママに                 ５/1現在３６世帯 １０７人 

感謝とお休みを♪                  たくさんお友達が増えるといいね 

 

 

 

 

 

 

５月 

２ （土） エリンギサークル会（オンライン） 

１３ （水） 理事会（オンライン） 

毎 （月） 元気ですかメール配信 

６月 

９ （火） 会費納入日 

１０ (水) 理事会 

１１ (木) 会費納入日 

１４ （日）   ピザがまの森オープンデー 

２１ （日） ２０２０年度 通常総会 

２７ （土） パンケーキを作ろう！ 

未定  エリンギサークル会 

●●●●● 賛助会員のご継続 ありがとうございます ●●●●● 

 

内野診療所さま             くやま小児科医院さま  

つちや耳鼻咽喉科医院さま   印西しおん幼稚園さま 

天神幼稚園さま             小林天神幼稚園さま 

その他個人の皆さま            （順不同） 

～2020年度通常総会～ 

 総会は昨年度に行った活動(事業)報告や 2020

年度の活動予定、決算と予算の承認など、皆さんの

会費の使い方や今後の取り組みを決める大事な会

です。 

今年は新型コロナ感染予防のため例年と違うやり方

も検討しています。みなし総会や書面議決などは正

会員全員の議案賛成でのみ成立することもありま

す。会員皆さんへ丁寧にお伝えするつもりですが例

年以上に関心をもっていただければと思います。 

総会資料を 6月上旬に配布しますので、案内に

したがってお手続きください。 

よろしくお願い致します。 

 

（※総会議決権は高校生以上の会員にあります） 


