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＜活動報告＞  

ピザがまの森オープンデー  

豆まきをしよう！ 
 

日 時：2020 年２月２日(日) 13:30～15:30 

場 所：ピザがまの森 

参加者：子ども 38人 大人 29 人 

 

毎年恒例の思いっきり豆まきです。 

その前に、今回はピザがまの森オーナー 

さんが作ってくださった“山の遊歩道”の

探索に出かけました。第１コース、第２コ

ース合わせて全長 300 メートルほど。ピ

ザがまの森の斜面に沿って、きれいに道

が整備されています。全部をオーナーひ

とりで整備されたとの事！スゴイです。傾

斜はありますが、子どもたちにとってはま

さに探検隊！喜んでどんどん進んで行

きます。「ツリーハウスの向こう側は、こう

なっていたんだ！」と再発見でした。 

 

遊歩道から戻ってきたら、

節分の紙芝居の読み聞か

せです。その間に鬼役さ

ん達は準備です。今年は

5人の高学年の子どもたち

扮する、やや小さめの鬼も出現です。 

 

さあみんな豆は持った？準備は OK？どこから鬼が

出てくるか？みんな元気いっぱいに豆まき開始です。 

 

 



鬼さんたち、ご苦労様でした。 

豆まきの後は、焼きマシュマロをしてひと休

みです。 

 

この日は、チェーンソーで木

を切り倒すところを見せてもら

えることに！栗林の奥に移動

して、オーナーさんが白樫の

木を切るところを、離れた安

全な距離から、ワクワクドキド

キしながら見ます。大きな木

が目の前で倒れてくる様子は

迫力がありました。倒れた木

で遊んび、チェーンソーで輪

切りにしていただいた木をお

土産に持って帰りました。 

 

 

 

＜活動報告＞ 男劇場 新年会 

日 時：2020 年 2 月 1日（土）18:00～20:00 

場 所：串カツ田中 千葉ニュータウン店 

参加者：10 人 

 

アルカサールに新しく出来た、大阪伝統の味が売り

の串カツ屋で新年会がありました。ピザがまの森オー

ナーの I さんを囲み、皆よく食べ、よく飲みました。 

オーナーさんに、「次の日に行う豆まきに来たら、豆をあげるよ」と言われたので、急きょ参加豆まきにすることにしま

した。昨夜、木を切ると言っていたけれど、言葉通りに大きな木を切り倒して「さすが！」と思いました。 

楽しいので会員を問わず父達がもっと参加して交流の機会になればいいと思います。 

 



＜活動報告＞ バレンタインスイーツ作り 

～チョコレートフォンデゥ・チョコマカロン～ 
日 時：2020 年 2 月 8 日(土) 

1 回目 10：00～11：30 

2 回目 13：30～17：00 

場 所：中央駅前地域交流館 調理室 

参加者：1回目 子ども 12 人 大人 8人  

    2回目 子ども 20 人 大人 12人 

  

バレンタインデーにあわせて、スイーツ作りをしまし

た。今回は低学年と高学年に分かれて活動です。 

 

1 回目午前中は、低学年が「チョコレートフォンデュ」

を作りました。バナナやバームクーヘンを切り、ポテト

チップスやクッキーをきれいにお皿に並べます。刻

みチョコレートとミルクでソースも作りました。そしてテ

ーブルごとにいただきまーす。チョコレートソースにく

ぐらせて沢山食べました。「まるでパーティーをしてい

るみたいだね」なんて可愛い会話も。簡単で甘くて美

味しくて、低学年でも楽しめるスイーツ作りでした。 

 

2回目午後は、高学年が「マカロン」を作りまし

た。卵白を泡立てて生地になる粉類をサックリ

混ぜ、絞り出し袋で形を作り、焼いたら出来上

がり。間にガナッシュチョコを挟んで本格的な

マカロンの出来上がり。

見た目も味も売り物に負

けない美味しさでした！     

 

★お店で売っているマカロンと同じく 
らい美味しかった。 

★もっとたくさんお菓子作りやってほ
しいです。 

★同じ形で絞るのが難しかったけど、
材料は混ぜるだけなのでお家でまた
作りたいです。美味しかったです。 

★家では絶対作ろうなんて思わないマ
カロンを作る事が出来て、良い体験
になりました。もっと難しいかと思
っていましたが意外と簡単で驚きま
した。とっても美味しかったです。
毎回クッキングが楽しみです 

★自分でマカロン作ったことはあった
けど失敗してしまったので今回上手
に作れて良かったです 



＜活動報告＞ 四つ葉サークル（高学年の活動） 

ゲームをして遊ぼう！ 
 

日 時：2020 年 2 月 8 日(土)  

13：30～17：00 

（バレンタインスイーツ作り時間内） 

場 所：中央駅前地域交流館 調理室 

参加者：子ども 20人（内高学年 12人） 大人 12人 

 

バレンタインスイーツ作りの後、高学年の四つ葉サ

ークルのメンバーを中心に、室内で出来るカードゲ

ーム遊びをしました。今回で2回目の人狼ゲームは

大いに盛り上がりました♪ 

 

  

 

 

 

 

そして、1 月に手焼きせんべい体験

でお世話になった、浦部せんべいさ

んのご主人とおかみさんへ、お礼の

色紙もみんなで書きました。色紙は

みんなが作ったチョコマカロンと一緒

にお届けします💕  

 

 

 

みんなで人狼ゲームが楽しかった♪ 

マカロン作りも、とても楽しかった！ 



＜エリンギだより＞ 

第６回 春交実行委員会 
 

日 時：2020 年 2 月 16 日(日)11:00〜14:00 

場 所：印西市市民活動支援センター活動室２ 

参加者：６人 

 

6回目の実行委員会がありました。 

①参加者見込み 合計 40人 

小６ (2人) 中 1 ( 7人) 中 2 ( 2人) 中 3 (8人) 高 1 (2人) 高 2 (5人) 高 3 (4人) 青年 (4人) 大人 (6人) 

②下見報告 

2月 11日に三役があすなろの里へ下見に行って来ました。 

③タイムスケジュール確認 

タイムスケジュールに沿って企画毎に内容の確認 

④その他 

宿題 見直しが必要な個所は各劇に持ち帰り話し合いをして来る 

  次回はタイムスケジュールの完成版を提出 

 

 

 

２月サークル会 
日 時：2020 年 2 月 2 日(日)18:00〜21:00 

場 所：七軒屋集会所 

参加者：10 人 

 

日 時：2020 年 2 月 9 日(日)18:00〜21:00 

場 所：七軒屋集会所 

参加者：7人 

 

2月のサークル会は２回行い企画の内容決めを頑張りました！ 

楽しそうな企画に仕上がって来ています。 

3月の会議からは受験組も戻ってきて、 

賑やかなサークル会になるかな～    

次回も楽しみながら進められるといいですね！ 

 

 

次回   ☆☆ エリンギサークル会 3月 8日(日) 18:00～七軒屋集会所（予定） ☆☆ 

☆☆ 第 7回 春交実行委員会 3月 15日（日）印西市中央駅前地域交流館 2号館・会議室 5 ☆☆ 

☆☆ 学習会 3月 20日（金・祝）印西市サザンプラザ 集会室 1 ☆☆ 

 

次回は最後の 

実行委員会です 

ラストスパート 

頑張ろう！ 



 

会員数 

３/1現在３６世帯 １０８人 
たくさんお友達が増えるといいね 

 

 

 

 

《財政活動ご協力ありがとうございました！》 
ご案内した『サロンドロワイヤル』社のチョコの販売 
により 5090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。 

 

３月 

１ （日） 
ピザがまの森オープンデー 

エリンギサークル会 

３ （火） 会費納入日 

５ (木) 会費納入日 

８ （日） エリンギサークル会 

１１ （水）   理事会 

１５ （日） 第７回春交実行委員会 

２０ （金） 春交学習会 

２７～ 
２９ 

（金）～ 
（日） 

中学生・高校生・青年対象 
北総春の交流会 

３０ （月） 四つ葉（高学年）活動 

４月 

２ （木） 
幼児低学年遠足 

四つ葉(高学年)遠足 

１２ （日） 進級進学お祝い会 

１９ （日） 春交まとめの会 

未定  エリンギサークル会 

～伝言板～ 

近隣の子ども劇場の案内です 

ここで出会わないなんてもったいない！ですよ 

参加希望の人は、事務所までメールか直接問い合わせてください。 

 

★マジックビスケットマジックショー「モンちゃんパゥワー」 ★ 

日時：3月 1日（日） 

主催：白井子ども劇場 

軽快なトークで笑わせることが大好きな 

お兄さん。しかしスプーン曲げなど驚愕 

マジックを繰り出す技の持ち主。参加者 

にはスプーン曲げに使うスプーンつき!! 

↑延期になりました 日程決まり次第お知らせします↑ 

 

★「チカパンのいっしょにパント TIME！」★ 

日時：3月 14日（土）  

主催：NPO佐倉こどもステーション 

抱腹絶倒なのにちょっぴり泣ける、ユー 

モアとペーソス溢れるパントマイムって？ 

不思議で楽しいカラダのあそび。 

↑延期になりました 日程決まり次第お知らせします↑ 

 

★「サーカスの灯」ラストラーダカンパニー★ 

日時：4月 25日（土） 

開演 1回目 16：30/2回目 19：00 

主催：ならしの子ども劇場 

船橋子ども劇場 合同 

場所：船橋市民文化創造館きららホール 

参加費：子ども（3～18才）1500円  

おとな 2000円 当日 500増 

 

～新型コロナウイルスの鑑賞におよぼす影響について～ 

新聞、ニュースなどの連日報道で不安に思われる方も多

いかと思います。こちらで紹介している鑑賞についても延

期の連絡など入ることがあります。その際は会員メールに

てお知らせします。３月末まで会員メールでの取りまとめを

お休みします。参加希望の方は直接主催団体へお申し込

み、または会員メールへ「鑑賞○○参加希望」としてご連

絡ください。ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。 


