
 

 

 

 

＊予定は変更または中止の場合があります 
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12 月 12 日（土） 

四つ葉活動（高学年） 

体を使って遊ぼう！ 

12 月 13 日（日） 

クリスマス 
フレーム作り 



＜活動報告＞ 

 
 

日 時：2020 年 11月 15日（日） 

13：30～16：00 

場 所：ピザがまの森 

参加者：子ども 21人 青年１人 大人 18人 

お試し参加： 子ども 3人 大人 2 人 

 

秋晴れのピザがまの森で、忍者あそび

を楽しみました。 

 

受付で検温と手指消毒を済ませたら、ま

ずかっこいい手裏剣マシンを作ります。

牛乳パックに輪ゴムをとめて完成！簡単

だけど、とってもよく飛ぶ優れもの！この

マシンは後程修行で使います。 

黒ポリ袋の忍者衣装を着て、子ども忍者に

変身！「何をするのかなぁ？」って表情の子

ども達。修行のはじまり、はじまり～。 

 

まずは、鬼滅隊の姿をしたカッコイイ女忍者

と、修行の為の準備体操をしました。忍者の

合言葉「山」で座る、「光」で集まる、「天」で

進む、女忍者の言葉で素早く動きます。聞

く練習もします。5 人が一度に違う言葉を言

いますが、聞き取れるかな？口も鍛えます。

早口言葉、言えたかな？そして影忍に見つ

からないための、抜き足差し足忍び足の練

習。そして影忍に見つかりそうになったら、 

変身の術、お地蔵さんや、ネコに変身。 

大変！巻き物をみんなにくれる頭領（と

うりょう）が影忍者に捕まっちゃった！ 

 

助けにいくためには、暗号の地図を読

み解いて手裏剣を取りに行くよ。追い

かけてくる真っ黒い覆面の影忍者に捕

まらないよう、変身の術で地蔵や動物

になって近づこう。４つのチーム（イ・ロ・

ハ・ニ）に分かれて出発！ 



見事、全チーム手裏剣を手に入れま

した。そして、最初に作った手裏剣

マシンで的をねらって発射！怖～い

鬼の的に投げて、点数を競います。 

 

皆でたくさん当てたので影忍者を追

っ払うことができ、捕まっていた頭領

を助け出せました！ 

 

 

無事に頭領が現れて、知恵の巻

物を読み上げてくれました。こう

して全ての修行を終えたピザが

ま忍者たちへ、免許皆伝の巻物

が渡されました。今春の休校中

より配信されたの忍者修行動画

から半年をかけての長い間の修

行、皆よくがんばった!! 

お芋大集合！最後に下準

備をしてきたお芋を囲炉裏

で温めて、家族ごとのシー

トで美味しく食べました。 



＜活動報告＞ 四つ葉サークル（高学年の活動） 

パン作りと公園あそび 
 

日 時：2020 年 11月８日(日) 9：15～15：00 

場 所：中央駅前地域交流館 調理室 

参加者：子ども 12人 大人 3人 

 

「３分混ぜるだけのパン作り」をしました！ 

パンは発酵が難しそうですがオーブンの発酵

機能を使えば失敗もなく、子どもでも簡単に作

れました。発酵した生地に、ハムとチーズを巻

き込んで、形を整えて焼いたら出来上がり。み

んな上手に美味しそうに焼けていました。 

 

 

昼食は、焼きたてパンを持って近くの公

園で食ました。お天気も良く外で食べる

焼き立てパンはとても美味しかったです。

午後はなぞ解きウォークラリーや鬼ごっこ

をして遊びました。 



＜エリンギだより＞ 

2020 年度 第 1 回春交実行委員会 
 

日 時：2020 年 11月 8 日（日）13：30～16：30 

場 所：中央駅前地域交流館 会議室 1・2 

参加者：5人 

 

2020 年度の春交実行委員会がいよいよ動き始め

ました。 

 

今年の 3月に行われる予定だった、2019年度春交

（北総春の交流会）が新型コロナウイルス感染拡大

の影響で直前の中止、その後のまとめの会も出来

ず、今秋になってもまだコロナが治まらない中、今

できる春交の形を模索しながら、いつもより2ヶ月遅

れの実行委員会スタートとなりました。 

 

最初に春交の目的と役割を確認した後、三役決め

が行われました。実行委員長は、いんざいの K さん（高 1）に決まりました。そして、いんざいからは S 君（高 1）が書

記としてサポートします。幼い頃から劇場に携わってきた二人なので、素敵な春交を創ってくれると思います。 

 

日程は泊まり無しの日帰り、場所は最悪の事も考えたうえで予約等の縛りも無く自由の利く「ピザがまの森」に決まり

ました。各劇場で話し合う宿題がたくさん出されました。この宿題は次回サークル会で話しあいます。 

次回の実行委員会の前に、成田と白井の実行委員の方達と会場のピザがまの森を下見する予定です。 

 

2021年度 北総春の交流会 

日程 ： 2021年 3月 28日（日）  

場所 ： ピザがまの森 

 

＊次回サークル会 2020年 11月 29日（日） 18：30～ サザンプラザ多目的室 

 



＜活動報告＞ 

大人企画 パン作りを楽しもう！ 
日 時：2020 年 11月 11日（水）9：30～13：00 

場 所：中央駅前地域交流館 調理室 

参加者：会員大人 17人 

 

大人が楽しむための大人企画を久しぶりに開催しました。今回はリクエ

ストの多かったパン作りです。パンを作るのって難しそうですが、教えていただいたパンはヘラで混ぜるだけでとって

も簡単♪こねて発酵して焼き上がるまでの時間に、ゆったりとおしゃべりをして楽しい時間を過ごすことができまし

た。コロナ感染予防対策のため、焼きたてパンをその場で試食することはできませんが、抹茶と鹿の子豆が入ったお

いしいパンを自宅に持ち帰って食べました。簡単に作れるので、具材を入れないシンプルなパンや具材を変えたパ

ン作りを家でチャレンジできそうです。 

 

 
いつも美味しくて簡単なレシピを教えてくれる理事の Y さん。少しずつ距離をとりながら説明を聞きました。成型が意外と大変な作業でした。 

 

へら混ぜ簡単 3 分パン 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

＊ いろいろな具材例 ＊ 

白ゴマ又は黒ゴマ（14～15ｇ）とサツマイモ（角切りにして砂糖水で煮たもの）、コーヒーとレーズン、 

チーズとベーコン、空焼きしたナッツなどなど。今回のレシピで具を変える時は 90ｇまでがいいそうです。 

～材料～ 

ⓐ強力粉 

ⓐ砂糖 

ⓐ塩 

ⓐドライイースト 

ⓐ抹茶 

水 

牛乳 

サラ ダ油 

薄力粉 

鹿の子豆 

～作り方～ 

①ⓐの中身をへらでよく混ぜ、35℃程度に温めた水と牛乳、サラダ油を加える。 
 
②へらを縦に持ちぐるぐるミキサーのように回し、全体が滑らかになるまで 2 分混ぜる。 
 
③薄力粉を加えて、さらにへらで粉気がなくなるまで 1 分ぐるぐる混ぜる。 
 
④へらで生地を丸く整え、へらをいれたままラップをかぶせて一次発酵へ。 

35℃で 45 分。途中 15 分おきに 2 回パンチ入れをする。 
 
⑤分割なしで、しっかりガスを抜き、生地を丸め直してベンチタイム 10 分 。 
 
⑥成型。打ち粉を使いながら生地を 18×20 ㎝程度の縦長の楕円形に整える。 

→鹿の子豆を生地全体に散らすし軽く抑える。→生地を上からふんわり巻く。 

→巻き終わりと生地の両端をとじる。→全体に粉を振ってなまこ形に整える。 

→とじ目を下にしてオーブンシートにのせる。 
 
⑦二次発酵 35℃(湿度あり) 35 分。 
 
⑧仕上げで表面に粉をふり、ナイフで好みのクープ（切れ目）を入れる。 
 
⑨180℃に予熱したオーブンで 20 分焼く 

110ｇ 

16ｇ 

3ｇ 

3ｇ 

10ｇ 

60ｇ 

90ｇ 

10ｇ 

80ｇ 

90ｇ 

 



 

 

 

 

・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。 

 

 

 

 

 

１２月 

１ （火） 会費納入日 

３ （木） 会費納入日 

５ （土） 理事会 

１２ （土） 四つ葉活動 体を使って遊ぼう！ 

１３ （日） クリスマスフレーム作り 

２０ （日） 
舞台鑑賞「モンちゃんパゥワー」 

（白井子ども劇場主催） 

未定  エリンギサークル会 

１２月２５日（金）～１月６日（水）  事務所冬休み 

２０２１年１月 

７ （木） 会費納入日 

９ （土） 理事会 

１２ （火） 会費納入日 

１６ （土） どんど焼き 

２３ （土） 
けん玉・鑑賞ワーク① 

「けん玉師という生き方」 

３１ （日） ピザがまオープンデー 

未定  四つ葉サークル会 

未定  エリンギサークル会 

会員数 

１２/1現在３４世帯 １０１人 
たくさんお友達が増えるといいね 

2020 年は厳しい一年となりました 

 

コロナ禍に世界中が震え上がり、休校と緊急事

態宣言に、私たちの心も身体も閉じ込められて

しまいました。劇場も活動休止を決め、多くの活

動の中止や変更を余儀なくされました。活動休

止中は、文化・芸術の持つ存在が、どう世の中

に貢献できるのかを深く考えた期間でした。 

 

夏以降のライブハウス、劇場でのクラスター発

生の報に心を痛めながらも、文化・芸術を発信

する立場にあるいんざい子ども劇場が、‘新しい

日常’を築くために決心したことは、【私たちはで

きることを可能な限り実現するよう努力する】と

いうことです。 

 

３月の「けん玉公演」がその端緒になるように動

きたいと思っています。 

 

2021年の活動が以前にも増して、       

会員の皆さんにとって実りあるも          

のとなりますように。（あ） 


