明野子ども美術館便り ２０２１．４月

NO.６２

ごあいさつ
春がまためぐってきました。
大変な一年の後いかがお過ごしでしょうか。

第 23 回「明野子ども美術館の賢治祭」では
宮沢賢治作 ＜ビジテリアン大祭＞を上演します。

第２２回「明野子ども美術館の賢治祭 セロ弾きのゴーシュ」
声を出す一人ひとりをシールドパネルで仕切りました。

ビジテリアン

＝ ベジタリアン

「ニュウファウンドランド島の小さな山村、ヒルテイで行われた、ビジテリアン大祭に、日本の信者一同を代表
して列席して参りました。
」と始まるお話です。
「ビジテリアンというのは、実は動物質のものを食べないという
考のものの団結でありまして、日本では菜食主義者と訳しますが主義者というよりは、も少し意味の強いこと
が多いのであります。菜食信者と訳したら、或は少し強すぎるかも知れませんが、主義者というよりは、よく実
際に適っていると思います。」
（＜ビジテリアン大祭＞冒頭より）

＜ビジテリアン大祭＞を糸口として、現代の視点から賢治作品をたのしんでいきます。
生きることを取り巻く様々なことに、おとなも子どもも楽しく思いを巡らしてしまう不思議なお
話です。ぜひ原作を読んで、みなさまの感想をおきかせください。活動にいかしたいと思います。
今年もまた自然や文化をたのしむ旅にでかけましょう。
２０２１年４月
明野子ども美術館 代表 松崎春子
運営委員会より
昨年度も会員の皆様のカンパとご協力で充実した活動を行うことができました。
今後とも明野子ども美術館の活動をご理解いただき、カンパと会員継続をお願いいたします。

＜明野子ども美術館の賢治祭＞音楽 CD も好評発売中！あわせてお申込みください。
２０００円です。そのうち１５％は東日本震災支援活動に使わせていただきます。
カンパと会費

振り込み郵便口座

ゆうちょ銀行からは ００２１０－４－０２７１８６アケノコドモビジュツカン
ゆうちょ銀行以外からは ゆうちょ銀行〇二九店当座００２７１８６ アケノコドモビジュツカン
明野子ども美術館運営委員会一同
第 2２回「明野子ども美術館の賢治祭」で講演してくださった横山英行さんが感想をよせてくださいました。
会場に到着するやいなや、
「まるで水族館みたいだね」と言ってしまった。
他意はない。コロナの防止対策で張りめぐらされた透明なシールドたちが透きとおって、子どもの頃にセロフ
ァンで作った水族館のように思えたから。松崎さんをはじめ皆さんの、コロナに対する周到なご配慮もさること
ながら、この上演自体に賭ける並々ならぬ決意のようなものが伝わって来た。
講演はなるべくお子さんにわかるように話したつもりだ。そうすれば“昔のお子さん”(笑)にもわかるかと思っ
たのだが、上手く行っただろうか？
お子さんたちの演技はまことに素晴らしく、よくこうしたお子さん達を育てられているなと思った。また、教え
育まれているなと。それを取り巻く親御さん達やプロのスタッフの方達の支えが素晴らしいからだが、工夫を懲
らしてつくられた子だぬきのパンをお土産にいただいた時には、そのお心が身に滲みた。(続きは次号掲載)

「音楽は薬」と横山英行さん講演
２０２１年 1 月 17 日

とうめいなシールド随所にはりめぐらし そこらは時間の水族館に
耳をつけ太鼓のバチと楽譜持つその子の小さな肩の表情
上がり屋でとても真面目な男の子 ひたすらカッコウを啼くはまり役
やや大きなベレーがとても良く似合うゴーシュは板のチェロを奏でる
器用にもパンで作りし狸の子 ゴーシュの世界を抜け出てお口へ
投稿より抜粋・短歌 9 首から 5 首

? どうしたら ? 安全に楽しめるか ?を第一に
「明野子ども美術館の賢治祭」報告

会場定員 3 分の１制限

（4 か月延期し直前に 2 時間早めて開催）

２０２１年１月１７日 14:30～16:30
須玉ふれあい館 展示室にて
第２２回明野子ども美術館の賢治祭を楽しく有意義に成功させることができました。
明野子ども美術館の賢治祭２２年間その時々に誠実に協力してくださった講師、スタッフのみなさまのお
かげ、また支援していただいた各団体、会員の皆様へ感謝しています。
会場定員 3 分の１制限となり、新型コロナウイルスの第３波、北杜市内でも感染者が出たり近隣都県に緊
急事態宣言が出される中、どうしたら安全に楽しめるかを工夫し実施しました。
以前参加した子どもたちも自分から参加を希望してくれたのは、新型コロナウイルス感染発生から一年間
安全を第一に活動してきたことを保護者の方々も信頼してくださったからとありがたく感じました。
音楽 「おはなしをきこう」で描かれたゴーシュの成長・変化の絵をもとにしたテーマ曲を、へんり未来さんに作曲し
ていただき、劇全編に取り入れ演奏しました。詩だけのものにも曲をつけてくださいました。
衣装 ゴーシュや各場面の動物の衣装も河原雅子さんがイメージと子どもたちにあわせて作ってくださいました。
音響 鈴木邦男さん（明野子ども美術館のホームページを作ってくださっています）が不足のマイク・スタンド類・ワイア
レスマイクを用意してくださいました。アンプ・スピーカーはへんり未来さんが準備してくださいました。

新型コロナウイルスの飛沫対策をできる限り行いました。

１、＜賢治童話の世界へ＞ ミニ講演＜ゴーシュとどうぶつの交響曲＞講師 賢治研究者 横山英行さん
２、＜童話の世界をあじわおう１＞観客参加型劇 童話＜セロ弾きのゴーシュ＞
自然から学ぶことなどを
毎年行っていた参加者が歌い、踊ることはせず、音楽家・朗読家がマイクを使って、 温かい語りで魅了。
お便り１ページ目を
参加者は声を出さず拍手・楽器演奏の振付をして物語の場面を演じていただきました。ご覧ください！

おしゃれなゴーシュ、カッコウの帽子
猫、タヌキ、ネズミのマスク
オーケストラの楽器

観客参加型劇

１，楽屋のゴーシュ

２，猫

３，かっこう
歌紹介時と劇中
アカペラで歌う
野呂瀬加奈さん
劇中歌紹介
６，ラストシーン

４，仔狸

５，野ネズミ

テーマ曲が流れ
ゴーシュはカッコウを思う。

劇中５回テーマ曲が流れ
観客がオーケストラの仲間になり
小道具の楽器を持って演奏。

３、＜童話の世界をあじわおう２＞
＜セロ弾きのゴーシュを読むこと＞

感想を語る中学１年生

提案 朗読家 永田京子さん
朗読について貴重な提案をしていた
だき、賢治への思いなどを、参加者
に絵や言葉で紙に書いていただいて、マ
イクを通して思いを語り合いました。
9 月からの手仕事講座に参加した子ども
たちのイメージを大切にして作り上げた
一日になりました。

感想から

参加者に配られた
「料理をつくろう」講師
友國シェフプロデュースの
ベルギー風トルタ。
運営委員さんの力作です
今年は会場で会食せず、
持って帰っていただきました。
スタッフに配られた「野菜パンドドウ」の仔狸あんぱん。
可愛くて、いろいろな味と食感が楽しい。しかも動かせる！

講演、提案、歌、音楽、劇、衣装、道具、スタッフの心遣い、それぞれにとてもよかったという感想がよせられました。

コロナの中での賢治祭だったけど楽しかったです。
（５年）/横山さんのお話で「音楽は薬になる」
ということを知ったので自分も誰かの薬になるように頑張っていこうと思いました。
（中１）/二人の先生の
話しがとても勉強になった。
（大１）/開催してくださったスタッフの皆様に感謝いたします。/子供たちは
かわいかったし熱演でした。/いろんな道具をつくって出来て良かったと思います。/ゴーシュの帽子、とて
もステキ！！/「大勢が協力して何かをする」大切で必要なことだと思います。/アカペラの歌もとても
楽しかったです。/音楽、朗読・・
「音の持つ力」を改めて実感した一日でした。/他

２０２０年手仕事講座報告新型コロナウイルスの影響で５～７月に行う予定の催しを３～４か月延期して実施しました。
７/２６～７/３１・３/２６～３/２９木工作教室＞ 木工作教室にあわせて、木彫名人
角田清隆さんが来てくださいました。
明野子ども美術館の看板を
作ってくださった方です。

夏休み期間がずれたため
土日のみの作業となりました。
子どもたちのものづくりへの

明野子ども美術館の活動が木工作
を中心に「２０２１年山梨の子ど
も白書」で紹介されました。

意欲は変わっていません。

８月２９日＜緑を描こう＞
予定講師佐藤 瑞江子さん在住の東京都で
感染第２波が疑われたため変更
講師 造形家 松崎昇一さんほか

季節を感じ思いを語り合う中で描きたいことや場所を決め、力量
にあわせた描き方や画材で描きました。
始め、途中、最後の鑑賞会で思いを語り合いました。
９月１２日＜おはなしをきこう＞ 講師 溝口朗読サークル代表 永田京子さん
新型コロナウイルスの飛沫対策で、飛沫防止シールドパネルを設置したり参加者と離れておこなうため、
今まで用いなかったマイクでの朗読としました。
お話の中の言葉の朗読指導をしていただいたあと心にしみる朗読を聞きました。

心に残った場面をおとなも子どももイメージを絵にしました。
ゴーシュの成長・変化を念頭に、思春期前期の子育て中のお母さんが描いたもの
これをもとにへんり未来さんにテーマ曲を作っていただきました。
「ねこ、カッコー、子だぬき、ねずみが出てきて楽しかった。
」
「一番ねずみが好きだった。ゴーシュがねずみに
パンをあげていてえらいと思った。
」
（５年生）
「セロの音がきれいだった。
」
（4 年生）朗読で実際には聞こえない
音を感じた子もいました。
「永田先生の朗読を聴きながらバックに音楽が流れているようだった」
「感動した」
「自分でも読んでみたい」という沢山の感想がありました。

９月１３日＜歌をつくろう＞講師シンガーソングライターへんり未来さん
マイクを使用し飛沫防止シールドパネルも設置しました。
一人ひとりのもつイメージやリズムを引き出しての指導で
今年もステキな曲ができました。

１０月４日＜料理をつくろう＞

講師 京王プラザホテルシェフ 友國稔行さん
新型コロナウイルスの影響による日程変更のため 7 月のメニューを 10 月向けのメニューへ講師に提案
しなおしていただきました。作業に今まで以上に時間がかかりましたが、ピーラーなどの道具を工夫し
た指導で、今年もとても楽しい調理になりました。マスク・消毒液等の準備をし、使い捨て手袋を用意
し、換気・シールドパネルの設置・マイクを使い事前事後の消毒など努力しました。

〈セロ弾きのゴーシュ〉MENU
物語にちなんだシェフ考案のお料理
季節野菜のミックスサラダ
アンチョビマヨネーズで 五線譜のように
ムチャクチャなパスタ

下手な演奏のような・・

秋野菜とチーズのイタリア風オムレツ「チェロ見立て」
ベルギー風トルタ

「一切れのパンと野ネズミ」

オムレツはチェロの形、アイスはねずみの形

物語にちなんだお菓子やパスタ、ソース等を作
ることで、料理は歴史を持つ文化でもあり、表
現をともなう芸術でもあることを学ぶことがで
きたと思います。

無言で試食。
「おいしい！」って言いたかった。

料理をつくろう 感想から
アイスのねずみと会ってみたい。サラダがおいしかった。
パスタがたべる時にたのしい。
（4 年生）
きれいなたのしいもりかたでたのしかったです。
（２年生）
けががなく楽しく料理ができてよかったです。
家でもやってみたいです。
オムレツはチェロの形になってて、すごいなと思いました。
（5 年生）

１０月２４日＜秋を描こう＞

講師

鈴まど香さん

昨年台風の影響で交通機関が動かなかったため来館できず、今年教えていただくのを楽しみに
していました。お母さまの美術教育家 鈴ちづ子さんも来館し協力してくださり、一層大きな成
果を得ることができました。

温かくきめ細かに子どもたちに接してくださって、和やかで充実した活動になり
ました。すばらしい晴天でしたが、室内に用意したものを描きたい子もいまし
た。描きたいことにあわせてパステル・水彩絵の具・マーカーなど一人ひとりにあった方法、画材
を提案しました。様々なモチーフを準備したことや、講師、協力者が参加者の思いをていねい聞き
取り、多様な要求に応えることができたことで、子どもたちが自分から表現を豊かにしようとする
自主性が生まれていくように思いました。
感想から
「雲の感じが いい」「ほかの
人の絵がくふうしてきれい」
「だそうとしたことが
わかってもらえてよかった」
「木にたいようがあたるとこ
ろがきれいだとおもった」
「土がいろんな色がまざって
いました」など

１１月１４日＜森からの贈り物＞講師

障害児教育者・工芸家

佐藤春代さん

竹の編み材づくりから（竹をのこぎりで切る、なたやナイフで割る・へぐ）かごづくりまで。
刃物使いの指導はできるだけ時間をかけ、どの工程作業も力量に合せて全員が体験しました。
低学年はクラフトテープでかご編みを行いました。
感想から「竹を切るのがたのしかった。」
「竹を割るのがたのしかった。またやりたい。」「かごあみが楽
しかった。
」「むずかしかったけど楽しかった。」など。

１２月５日＜おしゃれな帽子をつくろう＞

講師

帽子デザイナー

河原雅子さん

サイズを一人ひとりぴったりにあわせるなど、
デザイン性だけでなく機能性も大切に教えて頂きました。
感想から
「むずかしかったけどおもしろかった。」
「ブランケットステッチがむずかしかったけど、完成
できてよかったです。家でまた作ってみたいです。」

「三角と四角をぬっていったらぼうしになってびっくりした」など
３月６日＜織物をしよう＞

講師

織物グループあや

新型コロナウイルスの第３波のため、解説・発話はマイクを使いました。
毛糸のもよう織や布の裂き織でコースター・壁掛け・ポシェットなどを
つくりました。前回より複雑な織り方に挑戦した子もあり技術を深める
こともできたと思います。
感想から
おりものはずっとおなじことをやるからぼく
にあうと思いました。
（2 年生）早くできた
ので学校につけていけてうれしい。
（2 年生）
二本の糸を同時に使って織るなどの工夫を
して織ることができました。楽しく織るこ
とができてよかったです。（５年生）矢印を
イメージしてあたたかそうな色をえらんでできた。
（４年生）

