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2.3.4P 成人を祝う会・成人を祝う会もりあげ隊 7P エリンギだより 

5P ピザがまの森オープンデー 鳥の巣箱作り5回目 8P 事務所だより 

6P Zoomであしあとくらぶ ・ 納豆づくり   

1 月中旬から、新型コロナウィルス感染症が急激に拡大しています。千葉県

のまん延防止措置の適用、印西市内の感染者の増加を受けまして、予定して

いたいんざい子ども劇場の活動を、変更やリモートへの移行または中止とし、感

染対策を強化し安全を確保出来る活動を行ってまいります。 

  

5日（土）ピザがまの森オープンデー 

おもいっきり豆まき 

10日（木）Zoomであしあとくらぶ 

12日（土）オンライン開催 

バレンタインスイーツ作り 

13日（日）第 6回春交実行委員会 

20日（日）エリンギサークル会 

未定     四つ葉サークル会 

 

2月 2日（水）に予定していた 

大人対象企画ガトーショコラ作りは 

【延期】になりました。 
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13日（日）第 7回春交実行委員会 

17日（木）Zoomであしあとくらぶ 

27日（日）北総春の交流会 

29日（火）幼児・低学年遠足 

29日（火）高学年遠足 



 

＜活動報告＞ 

成人を祝う会 
 

日  時:2022 年 1 月 15 日(土) 14:00～16:00  

場  所:小林公民館 ホール 

参加者:子ども 18人 大人 20人 

 

今年は、笑顔の素敵な S さん・N さんが成人を迎えました。小さな頃か

ら劇場の会員で、色々な活動に参加してきたお二人。艶やかな振袖姿は

とても大人びていました。会員皆で手作りのをお祝いの会を開きました。 

 

 会員のお母さんたちによる着付け、 

ヘアセットです。皆さんプロではありません

が、心を込めて仕上げます。 

 

参加者へのお土産のおはぎも、朝早くか

ら理事が作ってくれました。もち米は、子ども

の田んぼで今年度収穫した古代米です。 

   

 

 

成人を祝う会 もりあげ隊 
 

場  所：小林公民館 視聴覚室・工芸室 

日  時：2022 年 1 月 9 日（日）13:30～16:00 

参加者：子ども 9 人 会員大人 9 人 

 

成人を祝う会に向けて、もりあげ隊として準備、練習を行い

まし  た。工芸室では小学生が入場門作成と習字でプラカ

ード作成をしました。視聴覚室では幼児・低学年が、曲を決

めて手作り楽器とダンスの練習を行いました。 

成人、成人のご家族、そしてみんなに楽しんでもらえるお

祝い会になるように、もりあげていきましょう！！ 

 



  

 

オープニングは、高学年が作っ

た扉を開き、東京オリンピックの如

く、ドラゴンクエストのテーマ曲で

入場。皆でポンポンを振りながらダ

ンスでお出迎えです。そしてプラ

カードを掲げてお祝い会の始まり

です。 

幼児・低学年・大人による

手作りの楽器で演奏とダン

ス、高学年によるマジックと伝

言ゲーム、中高青によるのピ

ニャータでメッセージを贈り、

大人も参加のむちゃぶり劇を

やり、盛り上がりました。 



 

 

後半は、みんなが楽しみにしているふくまきです。今年は密にならないように少人数ずつ行いました。 

最後は、たくさんの紙吹雪の中お花をプレゼントし、花道をお見送りしました。 劇場らしい心温まるお祝いとなりま

した。子どもたちもいつかお祝いしてもらえる立場になってくれると嬉しいです。  

  



＜活動報告＞ 

ピザがまの森 オープンデー 

 鳥の巣箱作り 5 回目～巣箱を森にかけよう～ 
 

場  所：ピザがまの森 

日  時：2022 年 1 月 22 日（土） 

14：00～16：00 

参加者：子ども 13人 大人 12 人 

お試し参加：子ども２人 大人１人 

 

巣箱作りもいよいよ最終章！ピザがまの

森の木へ巣箱をかけました。 

 

グループ毎に順番で森へ出発。ピザがま

の森オーナーさんが、はしごを使って 4〜

5m 位の高さへ巣箱を１つ１つビスで打ち付

けてくれます。広い森なのでオーナーさん

はもう汗だくでした。本当に何でもこなすス

ーパーマンです。 

 

 

巣箱は、思ったよりもう～んと高

い位置にが取り付けられました。

子どもたちも木にかかった自分の

巣箱を見上げる、とてもうれしそう

な顔になりました。鳥がたくさん来

てくれるといいですね。 

 

どんな鳥が巣箱に来てくれるの

かも、今後のピザがまの森で注目

です！！ 

 

 

 

順番待ちの間は焚き火や遊具での自由遊び。 

外遊びを楽しむことができました。 

 

 



 

 

日 時：2022 年 1 月 20 日（木）10:30～11:00 

配信場所：いんざい子ども劇場事務所 

配信スタッフ：4 人 

リモート参加者：一般 2 家族（子ども 4 人 大人 2 人） 

 

お休み中の参加者のお兄さんお姉さんの参加もあり、にぎやか 

な会でした。年齢関係なく、みんなで「糸まきまき♪」の歌遊びの 

後、「毛糸ぐるぐる人形」を作り、英語読み聞かせを楽しみました。 

お兄さん、お姉さんが下の子を助けたり助けられたりの、いつもと 

違う様子を見ることが出来た楽しい時間でした。 

 

今回参加は間に合いませんでしたが、チラシを見ての一般の方の問い合わせがありました。来年度に向けて、あし

あとくらぶの輪をさらに広げていきたいので、皆さんもご近所さんなどへのお誘いを、よろしくお願いいたします。 

 

 
＜活動報告＞  子どもの田んぼ  

～藁苞
わらづと

納豆づくりに参加しました～ 

 

日 時：2021 年 12月 26日（日）10：00～12：00  

会 場：我孫子市生涯学習センター「アビスタ」調理室 

参加者：子ども 3 人 大人 10人 

講 師：川浦智子氏（日本糀文化協会代表講師） 

 

子どもの田んぼでお世話になっている西廣先生にお誘いいた

だき、藁（わら）で包む納豆づくりに田んぼ部有志で参加してきまし

た。私達の育てた古代米の藁を使って作れるなんて感動です！ 

作り方はシンプルです。大豆を圧力鍋で５分加圧（茹で）し、藁

に入れて４０度に保温します。藁には納豆菌が自然と存在している

ので、そのままほおっておくだけです。２４時間すると糸を引き始

め、納豆の完成です。藁苞（わらづと）とは、大昔の食品保存容器

だったそうです。出来上がりは、藁の香りがする素朴な納豆で美味

でした。今度は私達の活動でもやってみたいです！ 

 



＜エリンギだより＞ 

１月エリンギサークル会 
日 時：2022 年１月９日（日）18:00～21:00 

場 所：サザンプラザ集会室１ 

参加者：12 人 

 

 

エリンギ仲間の成人をお祝いするために、みんなで楽しく思い出話

をしながら、ピニャータ作成と中に仕込む手紙を書ました。 

 

《お祝いコメント紹介》 

💙小さい頃からすごく可愛がってくれた優しいお姉ちゃん達が、

気づいたら立派なお姉さんに！僕が成人になる時も劇場に居てく

れたら嬉しいな～。また劇場で！  

💙温かい雰囲気に包まれていて幸せな気持ちになりました。振り

袖姿とても似合っていて素敵でした…！  

💙様々な体験ができ、こうやって成長を一緒に喜んでくれる皆さん

がいて、感謝の気持ちでいっぱいです（成人の母） 

 

 

2021年度 第５回春交実行委員会 
 日 時：2022 年１月９日（日）13：00～17：00 

 場 所：中央駅前地域交流館会議室１・２ 

 いんざい参加者：7人 

 

今年度の北総春の交流会まで、残り２か月半。実行委員会は

あと２回です。当日受付から解散までの流れを確認しながら、企

画内容と分刻みのタイムスケジュールを精査していきました。参

加してくれる人に絶対楽しんでもらいたい、そんな気持ちが伝わってくる会議です。しおりの作成、細かな役割担当

決め、必要な機材の確認、送迎時の段取りや安全、コロナ感染対策についてなど、次々と出てくる議題に正面から

向き合い、考える子どもたちの顔つきが、回を重ねるごとに頼もしくなっていくのを感じます。 

新年初のサークル会がありました。この時期になると全員に焦りが見え

てきます。なぜかって？春交の企画を詰めなければならないからですよ。

毎年こんな感じです（笑）。これは避けられないので。それでも、無事にス

タートを切れたのは何よりです。そして、また、新成人のお二方、成人おめで

とうございます。我々もすぐそちら側に向かいたいと思いますので、もう少々お待

ちください！ リポーター S（高 2男子） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・感染予防のため、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。 

・活動参加の際は当日の検温をお願いします。 

少しでも体調がすぐれない場合は、無理をしないでください。 

 

 

 

2022年２月 

３ 木 会費納入日 

５ 土 
ピザがまの森オープンデー 

思いっきり豆まき 

６ 日 理事会 

８ 火 会費納入日 

１０ 木 Zoomであしあとくらぶ 

１２ 土 
＜オンライン開催＞ 

バレンタインスイーツ作り 

１３ 日 第６回春交実行委員会 

２０ 日 エリンギサークル会 

未定  ＜オンライン開催＞四つ葉サークル会 

３月 

１ 火 会費納入日 

３ 木 会費納入日 

６ 日 理事会 

１３ 日 
春交学習会 

第７回春交実行委員会 

１７ 木 Zoomであしあとくらぶ 

２７ 日 
北総春の交流会 

会場：Ready To Flight Narita（成田市） 

２９ 火 
幼児・低学年遠足 

高学年遠足 

未定  エリンギサークル会 

会員数 

２/1現在 ３０世帯 ９０人 
たくさんお友達が増えるといいね 

◆会員の皆さんへ◆ 
 
新型コロナウィルス感染第６波の

状況により、直前での活動の変更や、

リモートへの移行、中止の場合があ

ります。劇場からの会員メールにご

注意ください。 

 

 2021 年度分会費の納入は、3 月

末までとなります。 

今後もリモートでの活動が多くな

ることが予想されるため、活動時の

会費納入ができない場合がありま

す。お早めに来所下さい。 

 

◆◆◆財政活動◆◆◆ 

◆マスク販売中  

会員お手製の布マスクを、 

販売しています。柄・サイ 

ズ選べますので、事務局 

までお問い合わせください。 

◆ご協力ありがとうございました 

年末にご案内したサロンドロワイヤル社のチョコ

レート販売により、１２,１４６円を活動資金にする

ことができました。皆さんご協力ありがとうござい

ました。 

 


