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たかお晃市　マジックショー

八千代市市民会館大ホール

開場15:30  開演16:00

2023年５月５日(祝金)



今年もたくさんの方がコンサートに来てくれました。午前中の「0.1.2歳児親子のためのクラシックコンサート」では、

はじめは大人にぴったりと寄り添っていた小さな子も、演奏と歌が始まれば、体を揺らしたり、真剣なまなざしで見たり、

笑ったりと興味を持ってくれました。心地よい音色に、最後は寝てしまう子もいました。日頃はとにかく忙しい大人も、

ゆったりとリラックスして音楽を楽しんでいる姿を見て嬉しくなりました。

午後の「ファミリーコンサート」では、クラシックやクリスマスソング、流行りの歌などバラエティに富んだ曲と歌声に、

「楽しかった」「癒やされた」「また来たい」など、満足された様子がわかりました。 （鑑賞部 内藤）

舞台鑑賞事業

ボーカル 石川 早苗さん バイオリン 石川 寛子さんピアノ 川瀬 由紀子さん

0.1.2歳児親子のための

クラシックコンサート
12月18日(日） 10時30分～
勝田台文化センター

参加者：子ども28名大人38名
計66名

クリスマス
ファミリーコンサート

12月18日（日） 14時～
勝田台文化センター

参加者：子ども38名大人68名
計106名

～ アンケートより ～

 大人しく聞いていました。乳児がコンサートを聞く機会があまりない

為、大変良い機会でした。（父・母・1才）

 バイオリンを近くで見れて興味津々でした。赤ちゃんがいるとこうい

う機会はほとんどなく、とても嬉しかったです。大人も良い気分転換

になりました。演奏もすてきで、子どもを忘れて聞き入ってしまいま

した（笑）（父・母・1才）

 いきいきと、笑顔あふれる娘が印象的でした。クラシックコンサート

というと、遠くまで足を運ばないとみれないと思っていましたが、家

から歩いて行ける距離で、クラシックの演奏を聴ける機会があること

はとても嬉しかったです。（母・２才）

～ アンケートより ～

 たのしかった。ほんとうにたのしかった。うたってくれてありがとう

(年長）

 ツィゴイネルワイゼンのバイオリンの弦を音程を変えながらはじいてい

てすごいと思った。音楽の勉強になった。（中学生）

 本格的な演奏を小さな子供も一緒に楽しむことが出来ました。自分も

ヴァイオリンを習っていたので、また弾きたくなりました。息子もクル

クル回って踊っていました♡素敵なクリスマスコンサート、ありがとう

ございました。（母・3才）

〈令和4年度八千代市市民活動団体支援金交付対象事業〉

親子で楽しむライブステージ
～アートスタート2022～

こんなに近くまで来てくれる
バイオリンの演奏は心に残ります

日常を忘れるような
クリスマスの雰囲気
いっぱいのステージ



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児親子のための居場所とネットワークづくり 

 『とっておきのアルバムを作ろう』 11 月 21 日（月） 大和田公民館

川周辺  

参加者：2組 

子育て支援事業 

 『おしゃべり会』 1 月 18 日（水） 大和田公民館 

新川周辺  

参加者：2組 

 『クリスマス会』 12 月 10 日（土） 大和田公民館

あああん  

参加者：2組 

2 組の親子に参加していただき、キットを使ったオリジナルのアルバム作りをしました。 

作り方はとっても簡単！数種類の可愛いキットの中から好きな物を選んで、持参した写真 

を台紙に貼り付けて、あとは好きなようにデコレーションするだけです。 

その間子ども達は、沢山のスタッフに囲まれて抱っこされたり、部屋中をハイハイして探検してみたり・・・。

泣くこともなく、穏やかに時間を過ごしました。 

 

5 月からスタートした「Little こねっと」ですが、最終回は「おしゃべり会」として、参

加者とスタッフがいろいろな話で盛り上がり、子ども達もリラックスし、ママから離れて探

検していたりしました。ゆるーく開催してきた「Little こねっと」らしい最終回で、今年度

の子育て支援事業を終了しました。 

                             

 

お馴染みの松戸さんをお迎えし、クリスマスパネルシアターを行いました。

土曜日開催だったので、お父さんやお姉ちゃん達も参加。「あわてんぼうの

サンタクロース」「とんでったバナナ」の歌に合わせたユーモラスなパネル

シアターで子ども達はウキウキ♪ウクライナの絵本「てぶくろ」を、可愛い

フェルト人形で再現したお話タイムでは、次々と現れる動物たちに子どもも

大人もにっこりです。その後は絵本の紹介などをして、それぞれが思い思い

の時間を過ごしました。 

報告 

「Little こねっと」は、子育て支援事業として初の試みでありチャ

レンジでした。コロナ禍での出産育児は不安なこともたくさんあると

思います。気軽に同世代の親子とかかわりを持つことが難しく、ま

た、祖父母も遠方となると、保護者がひと息つく場が減ったり、一

日中子どもと密で過ごすことに疲れてしまったり・・・。 

「Little こねっと」は、そんな保護者達が、気楽に集えてほっと一息

つけるような安心できる場所をめざしてきました。毎月の参加者の

数に変動はあったにせよ目的を達することができたと思います。 

参加してくれた皆さん、ありがとうございました。 

（子育て支援部 柳田） 

 

1年を振り返って 

詳細は決まり次第

ご案内いたします。内

容もパワーアップさ

せて、皆さんが親子で

楽しめるプログラム

を考えていますので、

楽しみにしていてく

ださいね♪ 

 

2023年度の 

「Littleこねっと」は、 

5月スタート！ 

 



主催：（特）子どもネット八千代・八千代市教育委員会 共催：公益財団法人八千代市地域振興財団 後援：FMふくろう 協力：八千代市

子どもの体験事業

2022年11月27日(日) 八千代市市民会館大ホール

昨年同様コロナ禍での開催となりましたが、昨年の感染対策を踏まえた上で出演チームを8チームに増やし、小学5年

生から高校2年生の子ども制作スタッフで開催いたしました。

出演者は、今までの練習の成果を大舞台で思いきり演じることで大きな達成感を得たと思います。子ども制作スタッフ

は、説明会や当日運営のためのリスク回避講座、担当ごとの打ち合わせ、前日リハーサルを経て、当日はお互いを信頼し

合い、見事な連携で問題を解決、無事に「子どもの創造表現フェスティバル2022」を成功させることができました。

参加者の感想から、このフェスティバルは、他の発表会やイベントとは違う雰囲気を持った唯一無二のものになっている

と知り、とても嬉しかったです。これからも八千代市の市民文化祭の一環として、子ども達のために開催していきたいと思

います。 （子ども部 渡辺）

【令和４年度八千代市市民文化祭】

出演者 129名
子ども制作スタッフ 13名

観覧者 426名

①上高野原太鼓の会(和太鼓)
②Berry’s. RG 村上北(新体操)

③Lilste(ヒップホップダンス) ④♪POP KIDS♪(ダンス)

⑤フラダンス メリア(フラダンス) ⑥ Berry’s. RG 阿蘇(新体操)

⑦ ナポリタン・ブロッサム（一輪車)
⑧SHINY STAR（チア)

出演者のアンケートでは、「楽しかった！また出たい！」「毎年楽しみにしている」という子ども達の感想や、

「子ども達が自分で目標を立てて練習をしていた」「子ども達同士で話し合って協力し合い作り上げていた」

ことに感動したという指導者や保護者の声をいただきました。



子どもの体験事業

舞台監督と司会は事前に仕事の打ち合わせを行ないましたが、他のスタッフは、前日と当日のみ。前日の午後に八千代市市民会

館の職員さんからレクチャーを受けてからリハーサル。そして当日午前のリハーサルを経て本番に臨みました。出演チームからも

らった舞台調査書と照らし合わせながらの仕事は大変そう。大人スタッフは、子ども達が自分たちで考えて行動できるように、特に

本番はなるべく口を出さずに見守ります。本番終了後の反省会では、みんなが「楽しかった！来年もまたやりたい！」と言っていた

のが印象的でした。

▶照明等のスタッフからの相談ぜめにあい、対応するのに苦戦した

が、うまくまとめることができてよかった。インカムで照明と音

響と世間話をしてるのが楽しかった。（舞台監督 中２）

▶スタッフは３回目で慣れていたけれど、助監督としての仕事は初

めてだったので、初めての仕事をたくさんすることができてとて

も楽しかったです。（助監督 中２）

▶初めて裏方を体験させていただいた中、色々な仕事の現場を体験

出来てよかったなと思いました。（助監督 中２）

▶今回は舞台監督が頼もしくて、連携を取りながら舞台を作り上

げる工程がとても楽しかったです。（照明 高２）

▶初めてやってスタッフの難しさを知りました。普段さわれない

機械をさわれて緊張したけど楽しかったです。（音響 中２）

▶初めての音響だったけれど、本番で一度もミスしなくてよかっ

た。やり方がわかるとだんだん簡単に楽しくできるようになっ

た。また今度参加したい。（音響 中２）

▶初めての音響の仕事で何回かミスしてしまったけれど、それで

も半分の仕事は大人の力を借りず舞台監督などと協力すること

で思ったより簡単に仕事ができ、仕事にやりがいを感じた。

（音響 中２）

▶緊張しないでできた。とても楽しかった.。（司会 小５）

「舞台監督」「助監督」「司会」

「音響」「照明」「誘導」「抽選会進

行」の制作スタッフは、小学５年

生から高校２年生の子ども達１３

人が務めました。

制作スタッフをやった感想を教えて！

▶初めて裏方をやったけれど、大人スタッフがいろいろ教えてくれ

て、みんな優しくて一緒に最後まで頑張れたと思います。そして

誘導はたくさん動き回るからとても疲れたけれど、その分とって

も楽しかったです、早く中学生になって照明をやりたいです。

（誘導・抽選会進行 小５）

オープニングでは自己紹介、エンディングでは一人ずつ感想を言いました

こちらは照明室。
前日にオーダーされた色を
作っておき、セットします。
台本を見ながら
タイミングを合わせて。

司会２人は出演者紹介、パフォーマンス後の
インタビュー、時間調整のクイズを進行

音響は３人で協力し合って。
タイミングと音量に気をつけて！ 助監督は２人はバミったり（=舞台に目印

をつける）、舞台裏で出演者の誘導・手伝
い、道具の管理、クイズの回答者にマイクを
渡したりしました。

出演者を誘導中。
舞台袖ではお静かに！

抽選会進行は臨機応変に！

舞台監督 通称「ブタカン」
現場の全てはブタカンの判断！
インカムで各担当に指示出し



特別企画

第７回は、萱⽥地域で活動し、副理事にも就任された ⽥村則⼦さん です。

　1988年9月、生後６ヶ月の息子と八千代に引っ越してきました。子ども達が幼稚園に入園してから、生協
で知り合った人から「市民会館のそばに住んでいて入会しないなんてもったいない。」と、八千代おやこ劇

場を紹介されました。 
　初めて観た鑑賞は劇団コーロ「天満のとらやん」です。親子３人、足取り軽く
家に帰ったのを今でも覚えています。 
　八千代おやこ劇場の創立５周年記念、劇団仲間「森は生きている」は市民会
館大ホールをいっぱいにして、みんなで鑑賞しました。今でも冬になるとふと歌
を口ずさんでしまうほど思い出深い作品です。 
　運営委員になり、萱田地域を担当しました。ちょうど東葉高速鉄道が開通し、
転入生も多く、たくさんの仲間を迎えることができました。いろいろなスキル
を持った仲間と地域活動をしてきました。地域キャンプ、子どもまつり、クリス
マス会、畑作業、焼きイモ販売。子
どもも大人も、楽しくワイワイガヤ
ガヤ活動してきました。また、子ど
もキャンプでは「行くとしたらじゃ
なく、あんたも行くのヨ！」と強い
言葉に背中を押され、スタッフもやり
ました。キャンプファイヤー、川遊び、
ハイキング。とても楽しい経験でした。

子ども達がやりたいことを、大人が一歩さがって見守り、支える。
すばらしい関係だなと思いました。 
　今、娘は、３人の子育てをしながら村上地域の会員として活動
しています。まさか親子三代で子どもネット八千代にかかわれる
とは思いもしませんでした。親以外の大人にも支えられて子育て
しています。 
　子ども時代の豊かな体験や活動、年齢を超えた仲間に恵まれま
した。これからもここで培ったことを大切に、たくさんの人たち
に子どもネット八千代の活動が広がっていけばと思います。

あの日 
　あの時

写真館

真剣なまなざしで何かを聞いている子
ども達。 
みんながかぶるその頭巾は、正体をか
くすため・・・？

これは・・・ 

2007年6月30日 
「１００人で忍者まち修行」でのひとコマ 

　あそび環境Museum「アフタフ・バーバン」に
よる体験型のプログラム。 
　忍者に扮した子ども達が、修行道場に見立てた
街に繰り出します。行く手を阻む影忍者をかわし
ながら、’壁に変身する術’や’普通の人の術’を身
につけ、暗号を解いたり、尾行修行をすることも。
無事修行を終えてむかえた旗取り合戦では、大人
忍者に勝利しました。 
　いつもの学校や商店街・公園が、特別な場所に
なりました。

 平成28年（2016年）に開業２０周年を迎えた東葉⾼速鉄道。その開通にともな
い市の⼈⼝が増え、⼦どもの数も増加。それは、⼦どもネット⼋千代の歩みにも
影響をあたえてきました。 
 今回の先輩は、刻々と街が変わっていく中で、たくさんの仲間とともに⼦育て
をしてきました。

聞かせて！
先輩

子どもキャンプで 
女子高生のコスプレ準備中の

田村さん

天満のとらやん 

　劇作家かたおかしろうによる⼤阪⺠
話をもとにした舞台劇。数々の劇団に
より上演されてきたが、劇団コーロで
は、能楽師の⼆世茂⼭千之丞が演出を
⾏った。のんきな「とらやん」の奇想
天外な冒険⼤旅⾏話が太夫の語りや⽇
本の伝統楽器の⾳⾊とともに繰り広げ
られ、⼤阪弁のセリフもあいまって  
笑いいっぱいの作品となっている。



地域•サークルの活動

11月27日(日)  参加者：子ども９名
八千代市市民会館大ホール

寒くて暗くなる時間が早い季節に・・・あえてするのが
「真冬のきもだめし」です。驚かし役の中学生と大人の8名は、
一足先に集まって黒沢池市民の森のあちらこちらに仕掛けを
してスタンバイ。驚かされる役は小3年～6年の8名。2～3人の
グループ3組に分かれて、真っ暗な森に入って行きます。森の
どこかにあるお札を探しながら歩いていると 音楽が流れてき
たり、物陰から誰かが出てきたり・・・。きもだめしの後は、
みんなで温かい飲み物で体を温め、夜の公園の遊具で遊びま
した。中学生と小学生が混ざり合って走りまわったり、異年
齢で交流することができました。 (スタッフ 山下）

KK（子ども会議） ①「クリスマス会」
小学生サークルKKのＸ‘ｍａｓ会は、チーム対抗で『お絵描き伝

言ゲーム』や『記憶力ゲーム』をしました。お決まりのプレゼント
交換も、子ども達の提案で、プレゼントの番号を書いたカードを隠
して宝探しのようにして、わいわいと盛り上がりました。5月から
毎月集まって、一緒に考えたり意見を出し合ったり、物を作ったり、
遊んだりしながら、みんなとても仲良くなりました。

【中学生サークル企画】

真冬のきもだめし
』

1月６日（金）1７:３0～ 黒沢池市民の森周辺
参加者：子ども１１名 大人５名 計１６名

②「お正月あそび」
2023年最初の活動は、子どもネット八千代の事務所に集まり、

『春の宿泊体験』の実行委員としてみんなでやるゲームを考えたり、
下見の日程調整をしました。そのあと近所の公園で羽根つきや長縄
とび、鬼ごっこなどをして遊びました。ほとんどの子がうさぎ年生
まれ。この日が12歳のお誕生日だという子もいて、びっくり！今年
も元気に跳ね回っていっぱい遊びましょう。

「子どもの創造表現フェスティバル2022」に参加しました。チ
ーム名は「ナポリタン・ブロッサム」。みんなの好きなものから
付けました。当日はステージで、一輪車とダンスを披露できまし
た。2月から15回も集まって練習してきた女子6人とサポート役の
男子3人を加えた9名で、一輪車とフラフープの演技を創りあげま
した。慣れない舞台での演技にドキドキ！でも慌てずに曲に合わ
せて演技を続ける子ども達の姿は素晴らしかったです。教えてく
れた大学生のお姉さんへ感謝のメッセージでいっぱいの色紙をプ
レゼントすることができました。 （スタッフ 山下）

【一輪車クラブ】

「ナポリタン•ブロッサム」

①１２月２２日(木）１３：３０～１６：００
参加者：１４名 八千代市ふれあいプラザ

②１月６日(金）１０：００～１２：００
参加者：６名 子どもネット八千代事務所

【八千代台地域 プーさんサークル】

おせち作り

１月２２日(日）
グリーンオフィススタイル

参加者：子ども４名 大人４名 計8名

八千代台にあるキッチンスタジオを借
りて、二回目となる「おせち作り」をし
ました。子どもたちは喜んで手伝いをし
てくれました。クルミたっぷりの田作り、
なますには生ハムとゆず。パイナップル
きんとんはデザートに。オーブンで焼い
た伊達巻きはちょっと失敗でしたが、味
はばっちりです。延期となり1月になっ
てからのおせち作りでしたが、2度目の
お正月を楽しみました。

（プーさんサークル 内藤）

♪ドキドキして楽しかった♪

なぞの機械をかこんで

クリスマス会 盛り上がりました！

一輪車とフラフープ、ダンスのパフォーマンス！



活動内容 日時 場所 対象

春の宿泊体験 第３回実行委員会 ２月23日(祝木) 子どもネット八千代事務所 小学４～６年生

＼マジックに挑戦！／

たかお晃市マジカル交流会
3月4日(土)

八千代市市民会館
第３会議室

年長～大人

春の宿泊体験 事前交流会 3月11日(土)
八千代市市民会館

第３会議室
小学３年生～

大学・専門学校生親子

【Littleこねっとオプション企画】

はじめてのいちご狩り
３月14日(火) すごう農園 ピアッツァ

０・１・２歳親子と
家族

春の宿泊体験
3月24日(金)
～25日(土)

千葉県立手賀の丘
青少年自然の家

小学３年生～
大学・専門学校生

【KK（子ども会議）】 お花見＆歓送迎会
3月30日(木)
（予定）

辺田前２号公園 小学３～６年生

たかお晃市マジックショー

～シークレットガーデン～
5月5日(祝金)

八千代市市民会館
大ホール

幼児～大人

わくわくワンダーランド探検

～タヌキのゴンベと自然を学ぼう～
5月21日(日)

農業交流センターまたは
八千代市市民会館

幼児～大人

ガキ大将の森であそぼう

～季節を感じる森あそび～
6月4日(日) ガキ大将の森キャンプ場 幼児～大人

ガキ森でカレーを作ろう 7月9日(日) ガキ大将の森キャンプ場 幼児～大人

夏のキャンプ2023
8月4日(金)～
6日(日)

南房総市大房岬
自然の家

小学４年生～
大学・専門学校生

緊急事態宣言および蔓延防止等重点措置などにより、日にちや場所が変更になる場合があります。HPやSNSで最新情報をご確認の上ご参加ください。
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