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― ごあいさつ ― 

 

2004年、ＮＰＯ法人子育て支援グーチョキパーを設立してすぐに高石市の行政と話し合い、稗田個人として公

民館の事業企画ボランティアをして来ていたことをNPOで継続することとなり、年間60万円位の予算の中で、子

どもや子どもを取り巻く大人の為の事業を、無償で2010年までしました。 

保健センターでの健診時の読み聞かせも、1999年のブックスタート当時、高石市では新生児に絵本を1冊プレ

ゼントするという予算がなく、その代わりに図書館利用の勧めや、絵本が楽しいということを保護者の方々に伝えて

欲しいと、保健師さんからの要望で人形劇団ゆめに絵本の読み聞かせの依頼を受けました。そのため図書館や

読み聞かせボランティアの方の協力も得ながら、1歳7ケ月、3歳半、パパママ教室で読み聞かせなどをしてきまし

たがそれもNPO事業として継続することになりました。コロナ禍で2020年4月より休止中ですが、早く再開してほ

しいとの市民の声をいただいております。 

取石小学校、中学校から依頼があり図書サポートは今も継続しています。小学校の読み聞かせもコロナ禍の影

響で休止し、現在はDVDを作成して楽しんで頂いております。 

2010年、活動場所をアプラホールへ移し、アプラこどもプラザで月2回の遊び場開催と月4回の人形劇の公開

練習をし、年2回の人形劇公演をアプラホール主催で開催していただきました。遊び場だけで5,000人以上の方

に利用していただき、その後、子育てウェルカムステーション『HUGOOD』オープンの為、遊び場は図書館の視聴

覚室に移動いたしました。こちらもコロナ禍で休止していましたが、2021年4月より再開致します。人形劇公演に

は毎回100人位来ていただきましたが、2017年12月に活動を修了しました。高石、堺市、泉大津市、松原市、熊

取町、などの乳幼児施設での公演も思い出深いものです。岸和田こども演劇祭、一心寺でのなにわ人形芝居フェ

スティバル、あべのハルカス近鉄本店のグランドオープンなどでも上演させていただきました。そして2021年より、

子どもたちによる分業型人形劇として、お休みしていた人形たちに、新しい息を吹き込んでくれることになり、本当

に嬉しく思っております。 

公民館事業中心の時代、人形劇を中心とした他の団体への協力の時代。そして、若いメンバーからの発信による、

パソコンを駆使したリモート、YouTubeなどでの新しい活動が始まった2020年。ウィズコロナ時代に、奇しくもお

誘いのあったインターネットテレビや地域ラジオへの出演依頼。 

私たちグーチョキパーは、色々な世代の男女がいる、いわば漫画サザエさんの家族のような構成のメンバー。仕

事も趣味も、全然違う。共通点は「子どもが好き」「子どもを笑顔にしたい」って思ってることのみ。だからこそ、フッ

トワーク軽く、色々なことが出来て来たのかも知れません。 

時代のニーズに合わせ、無理なく、無駄なく、無責任でない活動を続けて行きたいと思っています。 

今後とも宜しくご支援のほどお願い致します。 

 

2021年3月28日 

ＮＰＯ法人子育て支援グーチョキパー理事長 稗田俊子 

 

 



 

 

2 

 

 

   

2017年2月 サトシン ホロリわははライブにて 

 

 

 

 

2017年1月 愛ラブふるさと だって高石すっきやもん！ 
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〇公民館企画・運営 ●グーチョキパー自主事業 ☆他団体への事業提供 

 

2004年 

 

12月15日 ＮＰＯ法人子育て支援グーチョキパー大阪府より認証される。 

 

 

 

2005年 
 

1月13日 高石中央公民館にてグーチョキパープレイルーム開設 第2，3木曜の開催 

参加費200円1家族協力費として寄付頂く 

  

とろし親子プレイルーム開設  

川上富子が個人で活動してきたものをＮＰＯの活動としてほしいとの意見を承諾。 

参加費無料 とろしプラザ 第1．2水曜午後1時開催 

 

らっこひろば開設 

近藤由紀子氏、稗田俊子がしてきた活動もＮＰＯの活動とすることに決定。 

アプラこどもプラザ 第1火曜10時半から日曜日不定期 

絵本読み聞かせ会 

 

高石市社会福祉協議会に登録 

 

2月 たかいし福祉にＮＰＯ設立と自主事業案内掲載 

  

〇1 2月5日 読み聞かせ講座 千代田公民館 

熊取図書館の図書活動を整えられた秋本美津氏による講演会 

学校図書の読み聞かせボランティア活動している人、今後したい人への講座 

  

●1 3月5日 第1回グーチョキパー主催事業 

おやこで楽しもう！ねぎぼうずSAYOの人形劇 西宮小夜子氏 

「みんなでうたいましょう」「金魚はどこだ？」 

参加型人形劇「パン屋さんごっこ」「あくまちゃんとてんしちゃん」 

ＮＨＫ大阪放送劇団出身 糸操りを飯室康一氏、人形遣いを「文楽座」吉田蓑太郎氏に師事 

2012年6月2日逝去。 

 

2012年3月に、人形劇団ゆめの人形劇を観に来てくださり「このまま面白いことやっていき

や！」「人形作り教えてあげるよ」と言ってくださいましたが、療養中でしたので遠慮してしま

い、後悔しています。  
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3月  高石市行政との話し合い 

公民館との話し合い子育て支援企画を稗田個人から、ＮＰＯの活動に移行することを決定。 

アプラホールらっこひろばもＮＰＯの活動に移行すると決定。保健センター1歳7ケ月、3歳半健

診時読み聞かせも同様。 

  

〇2 3月30日 アロマテラピー&マッサージ企画・運営  中央公民館 講師：白石佳凡氏  

アロマ作りや、自分でするマッサージ方法を学ぶ。 

  

〇3 4月24日 春うらら絵本まつり企画・運営  千代田公民館 あすと絵本の会 

「ちいさくなったおにいちゃん」「あらしのよるに」 

  

〇4 4月24日 子どもから大人まで楽しめるジャズ演奏会  羽衣公民館  

演奏：大阪芸術大学 ジャズ研究会  

  

〇5 5月 公民館子育て情報紙 春号をＮＰＯとして企画・編集 

2010年3月まで年2回発行 

  

〇6 5月23日 知育おもちゃで遊ぼう！  企画・運営 中央公民館  

キッズいわきぱふ 岩城敏之氏 

子どもはおもちゃで遊びながら、保護者は子育てについての話を聞く 

  

〇7 5月26日 いもつくり 担当：川上富子  

公民館が借りた近隣の畑を希望する親子が手入れし、10月に収穫 

 

〇8 5月29日・6月5日・6月19日 フィリピンの世界 中央公民館／とろしプラザ  講師：平松マリア氏 

・語学講座 

・料理講座（ブッコサラダ・ビーフォン・ビーコ・アドボ) 

・音楽と舞踊の講座  

 民族衣装なども持参頂き参加者に喜ばれました 

 

〇9 6月13日 親子deドン！おとうさんと遊ぼう！ 中央公民館 喜谷禎史氏・八尾英隆保育士 

男性保育士ならではの遊び方で、参加した父親たちも楽しそうでした    

 

〇10 6月19日 劇団おしぼり公演「きっちょむに逢いたくて」 中央公民館 

大阪芸術大学生による演劇上演を企画・運営  出演：大阪芸術大学劇団おしぼり 

“兄妹の泥棒が、宝の刀きっちょむを盗みに入ったところ、見合い相手に間違えられる勘違い

コント” 

演出の坪井彰宏氏は、現在、演出家・栗山民也氏の助手。主演の大塚宣幸氏は、ワタナベエ

ンターテーメント所属。現在、ＮＨＫ朝ドラおちょやんに出演中。大阪芸術大学大学祭でスカウ

トして来ましたが、先見の明ありでした。ちなみに、おちょやんの音楽担当・サキタハジメ氏を

公民館に招致しましたが、のこぎり音楽も素晴らしかったです。 
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●2 6月28日 図書ボランティア開始 取石小学校 第4火曜 読み聞かせ 

 

〇11 7月10日 人形劇公演 中央公民館 人形劇団ゆめ 

「あかずきんちゃん」「まごはやさしい」 

  

〇12 7月17日 夏のライブを企画・運営 中央公民館 JUNK SOUND 

高校生が公民館に来るにはどんな企画がいいかと、当時ボランティアに来てくれていた岩田

真和に聞くとライブをしてほしいという意見。偶然親戚の結婚式で出会った冨士田耕介氏が

音響会社JUNK SOUNDを経営しており、依頼。 

その後、グーチョキパーが公民館企画を辞任してからも継続してもらっている。 

 

〇13 7月22日 親子読み聞かせ会 中央公民館 読み聞かせ：絵本の会ポレポレ 

 

●3 7月24日 第2回グーチョキパー主催事業 今生み出そう！安全・まち・地域の力！ パンセ羽衣 

講師：ＮＰＯ法人青少年育成審議会ＪＳＩ代表 吉村憂希氏 

活動20年の大先輩。子育て支援、災害ボランティア、安心安全な街作りを目指す団体。教育

委員会職員や地域で子育て支援をしている方、子育て中の方など沢山の方に来て頂けた。 

  

〇14 7月25日 親子deドン！お兄さんお姉さんと遊ぼう！ 中央公民館 

南海福祉専門学校 水流寛二先生のクラスで、子育て支援の企画の立て方や、運営方法の

授業をさせていただき、学生がグループに分かれて企画を立て、プレゼンテーションをし、その

審査を私たちグーチョキパーが行い、実施していくというもの。以後、水流先生が学校を退職

なさるまで、9年間継続した。 

  

〇15 8月8日 朗読劇『明けぬるを』 中央公民館 出演：劇団とんがらし 

戦争の悲惨さを後世に伝えるための朗読  企画：溝川辰夫 

  

〇16 8月24日 可愛いピエロのブローチを作りましょう！ 中央公民館 講師：澤田紀子氏 

  

〇17  9月4日～12月4日 小学生講座ほっちっち 

小学生に色々な体験をさせる講座 以後2010年まで毎年開催 

 

〇18 9月8日～12月22日 子育てひろばつくしんぼ 

乳幼児を持つ保護者のための学びの講座 以後2010年まで毎年開催 

  

〇19 9月11日 アフリカの音楽と演奏 『リズム・オブ・アフロ』 パンセ羽衣 

出演：ハーモニーフィールズ 大阪芸術大学生 

 

〇20 9月14日 楽しい絵本 とろしプラザ 講師：稗田俊子 

  

〇21 10月5日・26日 だれでも何処でもフィットネス！ 中央公民館 講師：大久保毅一 

 

〇22 10月12日 子育ての喜び講演会 中央公民館  講演：梅崎由紀子 
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〇23 10月30日 揚琴&馬頭琴 ジョイントコンサート パンセ羽衣 

                馬頭琴：ソルト氏 歌：チャンチチゲ氏 

  

●4 11月12日 グーチョキパーひろば 子育てビデオおしゃべりワイワイ 

※パンセ羽衣に置いてある子育てビデオを活用しては、という故中井勝メンバーからの提案

で行った事業  

第1回 「ゆっくりゆったり」7人の専門家に聞きました 中央公民館  

    －子育ての極意― 

 

●5 12月4日 アーティストと子どもの文化体験交流事業 助成金交付事業    千代田公民館  

人形劇団クラルテ 観て、楽しんで・・そして人形劇にチャレンジ！ 

主催：9区子供会  

企画・運営サポート：ＮＰＯ法人子育て支援グーチョキパー 

「気まま村に落ちた雷」地域が協力し合う大切さがテーマ。 

「きかんしゃポーくん」子どもたちが大好きな乗り物が主人公。 

「トントンたたくはだれですか？」イランのお話おばあさんと動物たちの話 

 

●6 12月15日  グーチョキパーひろば 子育てビデオおしゃべりワイワイ  

第2回 「子どもとしつけ」 中央公民館 

身の回りの片づけ、家でのルール、家事手伝い等。 

地域で子育て、相談窓口利用するなどが大事。 

子どものサインを見逃すな。子どもと話すこと！ 

 

〇24 12月11日 人形劇公演 中央公民館 出演：人形劇団ゆめ 「ぐりとぐら」「あてっこ あてっこ」 

 

 

 

2006年 

  

●7 1月22日 おもちゃ作り グーチョキパーひろば おもちゃを作ってドキドキ遊んでワクワク！ 

講師：泉州ひまわりネット 

廃品を利⽤したおもちゃを作ったり、ディスコンという新しいスポーツ（!?）にも挑戦！ 

  

●8 1月29日 グーチョキパーひろば 子育てビデオおしゃべりワイワイ  

第3回 「頑張れ！お父さん」パパ達の子育て奮闘記  中央公民館 

"お⽗さんの育児参加"をテーマにビデオ鑑賞後、グループワークを行う。 

 

●9 2月4日 市民参画創造事業採択事業 アーティスト金のたまごフェスティバル アプラ小ホール 

第1部「ジャズ&アフリカン」 
出演：Q.U.Aカルテット（パーカッション：亀崎拓史 ベース：佐々木善暁 

ギター：中山将章 バイオリン：中塚哲司） 
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第2部「ミュージック・バレンタイン」 

出演：キイチアカペラ ギター弾き語り：浜尾剛  

アコースティックライブ 小鉄（竹内基喜 嶋田幸輔 種平直久 新井伸弥） 

第3部「お笑いライブ」  

出演：ブラウン・野球家族・ミルクボーイ・帽子屋お松・カメバズーカ・ななまがり ＮＳＣ所

属 大阪芸術大学学生 

第4部「イケ面ファッションシヨー」 
出演：大久保毅一・吉田功貴・塚本祐三・大塚宣幸・亜潟和哉・坪井彰宏  

第5部「コント&寸劇」 

出演：大塚宣幸・岡洋志・田島謙太・竹内実咲  脚本：村田和明 

演出構成：亜潟和哉 

企画プロデュース：ＮＰＯ法人子育て支援グーチョキパー 同志社大学：湯浅直哉 

企画・運営：大阪芸術大学 坪井彰宏 

 

※M-1の優勝者・ミルクボーイが大阪芸術大学生の時に出演してくれていました！ 

 

●10 2月24日・25日 子育てボランティア養成講座 中央公民館 

                     講師：南海福祉専門学校 水流寛二氏 

  

〇25 4月20日 アロマテラピー 中央公民館 講師：白石佳凡氏 

  

☆1 4月23日 「スーホの白い馬」朗読・馬頭琴演奏 あすとホール 

馬頭琴：ソルト氏  唄：チャンチチゲ氏  朗読：稗田俊子 

  

☆2 4月26日 NPOみんなのまち・みんなのこえ フィットネス講座  講師：大久保毅一 

  

〇26 5月28日 チビッコ達も参加出来るダンスアトラクション！ 中央公民館 

講師：STEP4 DANCE STUDIO代表 西野輝美氏 

  

〇27 6月2日～3回 パソコン教室 中央公民館 

講師：ＮＰＯ法人みんなのまちみんなのこえ代表 春木光子氏 

  

〇28 6月1日 パッチワークでオリジナルＴシャツをつくろう！ 中央公民館  講師：澤田紀子氏  

  

〇29 6月14日 ダーリンお帰りなさいメイク 10歳若返るメイク 中央公民館 

堺女子短期大学講師 中島亜由美氏  

 

 ☆3 6月20日 アロママッサージ・オイル作り 東羽衣小学校PTA  講師：白石佳凡氏 

 

〇30 6月25日 ファミリーコンサート 中央公民館  

京都フィルハーモニー ヴァイオリン：荻原合歓氏 ピアノ：萩原吉樹氏 
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☆4 7月1日 人形劇上演 泉大津市戎保育所 人形劇団ゆめ 

「早寝早起き朝ごはん」 

  

〇31 7月2日 親子ＤＥドン！ 中央公民館 南海福祉専門学校 

  

☆5 7月7日 人形劇上演 高石市羽衣保育所 人形劇団ゆめ 

「早寝早起き朝ごはん」 

 

〇32 7月9日 人形劇 中央公民館 人形劇団ゆめ  

「ぞうくんのさんぽ」「早寝早起き朝ごはん」  

 

〇33 7月16日 朗読劇 中央公民館 出演：市民劇団とんがらし  

「明けぬるを」「まちんと」   企画：溝川辰夫 

 

〇34 8月3日 おはなしいっぱい、生の演劇をみよう！ アプラ小ホール 

関西芸術座・小笠原町子一人芝居  こどもかたりべ：読書講座生徒 

  

〇35 8月20日 舞台メイクにチャレンジ 中央公民館  

堺女子短期大学講師 中島亜由美氏 

  

〇36 8月27日 夏のライブ  中央公民館 JUNKSOUND  

羽衣学園 鳳高校 高石高校 

  

〇37 9月11日 護身術を学ぼう！ 高師浜公民館 指導：高石警察 

  

〇38 9月16日 小学生講座ほっちっち 音を楽しもう！ とろしプラザ 

大阪芸術大学 佐々木善暁氏 

  

〇39 9月17日 脳が育つおもちゃで遊ぼう！ 中央公民館  

キッズいわきぱふ 岩城敏之氏 

  

〇40 9月27日 パワーヨガ  中央公民館 中井英人氏 

  

●11 9月29日 生命保険協会助成金事業 子育てボランティア養成講座   

第1回「子どもの理解とボランティアの実際」  中央公民館 

小児科医・サークル支援 福井聖子氏  

 

〇41 10月1日 世界のジャズコンサート 中央公民館 

出演：佐々木善暁バンド  絵本語り：稗田俊子 

 

●12 10月11日 第2回「子育て支援をする人に大切なこと」 中央公民館 

ＮＰＯ法人子育て支援ティピー代表 石井智子氏 
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〇42  10月21日 ほっちっち オリジナル絵本を作ろう！ 中央公民館  講師：上原多津子氏 

   

●13 10月22日 第3回「ボランティアに必要なカウンセリングマインド」 中央公民館 

 女性ライフサイクル研究所 津村薫氏  

 

〇43 11月8日 つくしんぼ 楽しい絵本講演会 とろしプラザ 稗田俊子 

  

☆6 11月18日 高石健康フェスティバル 人形劇上演 デージードーム 人形劇団ゆめ 

「早寝早起き朝ごはん」 

  

〇44 11月29日 つくしんぼ 人形劇上演 とろしプラザ 人形劇団ゆめ 

  

〇45 12月2日 ほっちっち 人形劇上演 大型紙芝居をやろう！ 中央公民館 

指導：人形劇団ゆめ 

              

〇46 12月3日 人形劇上演 中央公民館 人形劇団ゆめ 

「3びきのやぎのがらがらどん」「へんしんトンネル」「早寝早起き朝ごはん」  

             

〇47 12月7日 トールペイント教室 中央公民館 鈴木美春氏 

  

〇48 12月10日 親子deドン！ 千代田公民館  國富明子 クリスマスケーキ飾りつけコンクール  

 

☆7 12月19日 クリスマス会 高石市子育て支援センター 

 

 

 

2007年 

  

〇49 2月15日 演劇 「ちりとてちん」 中央公民館 市民劇団とんがらし 

  

●14 2月18日 赤い羽根募金助成金交付事業「真冬のアフリカン」 

世界のめずらしい楽器で遊ぼう！ カホン・カウベル  千代田公民館 

講師：亀崎拓史氏（大阪芸術大学） 

第1部 幼児と保護者 「世界のたいこを使ってのリズム遊び」 

第2部 低学年  

第3部 高学年以上（大人も可） 

 

〇50 3月4日 あまんきみこ講演会 中央公民館 絵本作家・あまんきみこ氏 

  

●15 3月15日 幼児の為の楽しいライブ “音楽と絵本の世界へようこそ”  東羽衣保育園 

出演：歌のお姉さん・真砂みゆき氏 キーボード・斉藤英彦氏  
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●16  3月17日 子育て井戸端会議 パンセ羽衣 ファシリテーター：山本淳子氏 

 

〇51 プロに教わる一味違った弁当作り とろしプラザ 料理研究家・岩橋信子氏 

3月22日 第1回 園児向きお弁当作り 

3月23日 第2回 中学生向きお弁当作り 

 

☆8 3⽉25⽇ 吹田市庄屋屋敷保存会 馬頭琴演奏と朗読  

馬頭琴演奏：ソルト氏 「スーホの⽩い⾺」朗読：稗田俊子 

  

〇52 3月29日 みんなの絵が大きな壁画に！  指導：松田勝範氏  

中央公民館で制作し、取石中学校へ寄贈 

 

〇53 5月1日 いもつくり 川上富子 

  

〇54 5月27日 いろえんぴつサークルフリーマーケット 中央公民館 

  

〇55 5月27日 ハワイアン&フラダンス 中央公民館 講師：桶谷康二氏 

        

〇56 6月22日 パソコン教室 中央公民館  講師：ＮＰＯ法人みんなのまちみんなの声 春木光子氏 

  

〇57 6月24日 ファミリーコンサート パンセ羽衣 出演：ムジカたかいし 

  

〇58 6月25日 親子ヨガ 中央公民館 講師：中井英人氏  

  

〇59 7月7日 親子deドン！ 中央公民館 南海福祉専門学校 

  

〇60 7月8日 人形劇公演 中央公民館 人形劇団ゆめ 

「サルとカニ」「それってなあに？」 

 

大阪府楽市楽座事業助成金交付事業 見よ～ 聞こ～ 話そ～ だって大阪すっきやもん！！ 

チラシデザイン：ウエブデザイナー松田勝範氏 

大阪府助成金テスト用パワーポイント制作：長谷川俊樹 

  

●17 7月24日 電車の絵本展示読み聞かせ  浜寺公園ギャラリー 

羽衣学園・高石高校生協力 

  

●18 7月26日 大阪がテーマの絵本展示読み聞かせ 読書講座生徒有志 

●19 7月28日 音楽がテーマの絵本展示読み聞かせ  

キーボード：斉藤英彦氏  朗読：稗田俊子   

 

●20 7月29日 手作りおもちゃで遊ぼう！  講師：梅原重信 
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阪堺線ライブ 往路 フォークデユオ 小鉄ライブ 

復路 高石市民劇団とんがらし有志  

冨士田耕介氏・溝川辰夫・古徳みゆき・稗田俊子 

1.阪堺線名所ガイド 

2.コント劇 電車の中の風景 

3.コント劇 ストレスの連鎖 まわってまわってまわる！ 

脚本・演出：稗田俊子 

 

〇61 8月5日 反戦の朗読劇 パンセ羽衣 「この子たちの夏」 市民劇団とんがらし 

  

〇62 8月26日 夏のライブ 中央公民館 JUNK SOUND 

  

〇63 9月29日 ジャズ&ポップスコンサート パンセ羽衣 バイオリン・二胡演奏：カニャーソ 

  

〇64 10月20日 人形劇 デージードーム 出演：人形劇団ゆめ 「サルとカニ」 

       

〇65 10月21日 親子で遊ぶ マーキスカ積み木 カプラ  中央公民館  阪口雄二氏   企画：赤尾麻美子 

  

〇66 11月9日 つくしんぼ とろしプラザ 絵本の話 稗田俊子 

  

● 21 雑誌まみたんの編集に関わる 

☆9   雑誌まみたん 1年に3回の記事を提供することが決定  

  

〇67  11月10日 ほっちっち 音を楽しもう！ とろしプラザ 佐々木善暁氏 

 

 〇68 11月16日 つくしんぼ とろしプラザ 人形劇団ゆめ 

  

〇69 11月28日 いろえんぴつ運動会 中央公民館 子育てサークル全体のイベント 

  

〇70 11月30日 押し花で作るカードケース 中央公民館  山下恵美氏 

  

〇71 12月9日  人形劇 人形劇団ゆめ 中央公民館 

「あっちこっちどーんだけえ！」「ゆめ版おおかみと7ひきのこやぎ」 

 

☆10 12月14日 クリスマス会 高石市子育て支援センター 

 

〇72 12月16日 親子deドン！ 千代田公民館 

手作りクリスマスツリー飾りつけコンテスト  

南海福祉専門学校 ジャグリング ディアボロ 神藤剛氏 

  

●22 12月23日 クリスマスメイクショー＆ミニパーティー アプラ小ホール 

協力：大阪ビジネスカレッジ専門学校 
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2008年 

 

〇73 1月23日 子どもに野菜をおいしく食べさせよう！  保健センター管理栄養士：辰巳香麻里氏 

 

 ☆11 1月24日 講演会 絵本の中のお母さん 加茂幼稚園 稗田俊子 

 

〇74 1月30日 公民館保育ボランティア講座 中央公民館 

第1回 子育て支援20年の実績と現状  

貝塚公民館保育ボランティアグループ 

  

〇75 2月2日 金子みすゞ 詩と生涯～矢崎節夫先生を迎えて～ アプラ小ホール 

講演：矢崎節夫氏 コーディネーター：吉田定一氏 

ソプラノ：高山智津子氏 ピアノ：森川留理子氏 ギター：井谷光浩氏  

朗読：高丸もと子氏 司会：稗田俊子 

小学生朗読者：山下奈々 郡山拓也 郡山佳子 河済南波 北林未来  

 

〇76 2月7日 公民館保育ボランティア講座 中央公民館 

第2回 子育て支援ボランティアを始める心構えのポイント   

女性ライフサイクル研究所 津村薫氏 

 

☆12 2月10日 本の探偵 赤木かんこ講演会 あすとホール 企画・運営  

 

 〇77 2月16日 公民館保育ボランティア講座 中央公民館 

第3回 高石市公民館子育て支援事業と保育の現状 稗田俊子 

 

〇78 2月23日 能力、体力、アップ広場 つくって、飛ばして遊ぼう！ 中央公民館 梅原重信 

 

☆13 3月1日 社会福祉協議会 第1回「たかいしボランティア・市民活動フェスティバル」  

アナウンサー藪本雅子講演会                             アプラ大ホール 企画・運営  

 

●23 3月3日 社会福祉課ボランティア補助金交付事業 

ひなまつりパーティ 親子体操で楽しもう！絵本・歌・マジックもあるよ  千代田公民館 

体操講師：松下裕子氏 シンセサイザー：天野真理氏 ジャグリング：神藤剛氏 

 

☆14 3月10日 幼児の為の楽しいライブ 堺市ひかり保育園 

歌：古徳みゆき ピアノ：山敷恵 人形劇団ゆめ 

  

〇79 3月15日、22日、29日 関西芸術座小笠原町子の演劇レッスン 千代田公民館 

  

〇80 3月26日 パッチワークピースキルトをみんなで作ろう♪ 中央公民館  

指導：アートデザイナー 松田勝範氏 
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〇81 5月1日 いもつくり 川上富子 

 

〇82 5月31日 いろえんぴつフリーマーケット 中央公民館 

  

☆15 6月5日 国家公務員によるグーチョキパー視察 中央公民館 

グーチョキパーのHPを見て、厚生労働省、文部科学省、国土交通省の新人職員が意見交換

しに来てくださいました。 

 

文部科学省・厚生労働省 国土交通省の新人職員との意見交換会 

  

〇83 6月5日 親子で体を動かそう 中央公民館 講師：松下裕子氏 

 

〇84 7月6日 親子DEドン！  

  

〇85 7月13日 人形劇 中央公民館 人形劇団ゆめ 

食育人形劇「まごはやさしい」「見よう！聞こう！話そう！」 

「3びきのかえるのだいぼうけん」 

 

〇86 7月26日 ほんとうにあった戦争の話 平和を祈る朗読 アプラ小ホール 

高石市民劇団とんがらし 読書講座生徒有志 

  

☆16 7月30日 高石市人権推進課 戦争関連の絵本展示とこども朗読  高石市役所 

戦争体験者の話 企画・運営 梅原重信 読書講座生徒有志 

  

〇87 8月23日 おもちゃつくり 作って、飛ばして、転がして、はてな？  中央公民館 梅原重信 

  

〇88 8月31日 夏のライブ 中央公民館 JUNK SOUND 

  

〇89 9月13日 誰でも楽しめるジャズライブ 中央公民館  

出演：佐々木善暁カルテット 

（Bass：佐々木善暁 Sax：内藤大輔 Pf：香川明徳 Dr.：田中宏昭） 

 

〇90 9月20日 ほっちっち「思い出のアルバム作り」 中央公民館  講師：上原多津子氏  

 

〇91 9月25日 超簡単スイーツ とろしプラザ 

実習：元ホテル日航パティシエ 新村香苗氏  

講演：保健センター管理栄養士 辰巳香麻里氏 

  

〇92 10月4日 ほっちっち  中央公民館 「国旗作り」 講師：松田勝範氏 

  

〇93 10月18日 ほっちっち 中央公民館 「人形劇に挑戦」 講師：人形劇団ゆめ 
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〇94 10月25日 岩崎京子さん講演会 ～児童文学者「岩崎京子」さんを迎えての講演会  中央公民館 

司会・朗読 稗田俊子 

 

☆17 10月27日 人形劇上演 堺市ひかり保育園 人形劇団ゆめ 

  

〇95 11月1日 ほっちっち とろしプラザ 「初めての楽器体験」 講師：佐々木善暁氏 

  

〇96 11月2日 秋に歌うシャンソン♪ ～岸良充コンサート～ 中央公民館  

                歌：岸良充氏  ピアノ：石田美智代氏 

  

☆18 11月7日 大型紙芝居の読み方を中学生に指導 取石中学校  

  

〇97 11月14日 つくしんぼ とろしプラザ 人形劇上演 人形劇団ゆめ 

  

〇98 11月15日 ほっちっち 中央公民館 「生け花体験」 講師：未生流師範 古徳みゆき 

  

☆19 11月27日 幼児のための楽しいライブ 堺市ひかり保育園 古徳みゆき グーチョキパー 

  

〇99 11月28日 つくしんぼ  とろしプラザ 絵本講座 稗田俊子 

  

〇100 11月29日 ほっちっち「ピザ作り」  ふれあいゾーン調理室 講師：佐野順子氏 

 

☆20 12月4日 かんたんおもちゃつくり 堺市ひかり保育園  講師：梅原重信 

  

〇101 12月14日 人形劇公演  中央公民館 人形劇団ゆめ  

「クリスマスオールスターズ 」「早寝早起き朝ごはん」 

 

 

 

2009年 

 

〇102 1月28日 スクラップブッキングを楽しもう！ 千代田公民館 

サクラクレパスメモラビリアート認定講師：紺谷由佳氏  企画：瀧谷恵子 

 

〇103 2月1日 劇団secret7のコント 千代田公民館 

777kcall 番外編 station ring見習いショッカー 

脚本：前園ノリゾウ氏 演出：遠藤サク氏  

役者：角田あつし氏 松井ロング氏 入口夕布氏 上田マシオ氏 

  

〇104 2月22日 梅ちゃんの手作りおもちゃ講座 中央公民館 講師：梅原重信 
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〇105 2月26日 ピンときて、ハっとするおもしろ育児学 中央公民館 

講師：南海福祉専門学校 北村博文氏 

  

☆21 2月27日 人形劇上演 堺市ひかり保育園 幼児のための楽しいライブ  

古徳みゆき グーチョキパー 

 

☆22 2月28日 社会福祉協議会 第2回「たかいしボランティア・市民活動フェスティバル」  アプラ大ホール 

フォークデュオ小鉄ライブ 企画 

  

●24 3月3日 あすと絵本フォーラム 子育てのヒントは絵本の中に あすとホール 講師：稗田俊子 

☆23 絵本講座 あすとホール 企画・講演 

  

〇106 3月4日 親子で手遊び！and世界のオルゴール演奏♪ パンセ羽衣 

赤尾麻美子 川上富子 演奏：中西明氏 梅の里オルゴールクラブ主宰  

 

☆24 3月9日 おもちゃつくり 堺市ひかり保育園 講師：梅原重信 

 

大阪労働者福祉財団助成事業 子育てボランティア養成講座 企画：赤尾麻美子  

  

●25 3月17日 第1回 高石市における市民ボランティアの活動           高石市役所別館1階会議室  

講師：社会福祉協議会総務部主査 中島寛氏 

子どもの発達と親支援 

講師：日本メディカル福祉専門学校こども福祉学科教員 山口由起子氏 

 

●26 3月26日 第2回 子どもが主役になる居場所つくり   中央公民館 

講師：ＮＰＯ法人ハートフレンド設立代表 徳谷章子氏 

地域で子育て支援の輪を広げよう 

講師：ＮＰＯ法人子育て支援グーチョキパー理事長 稗田俊子 

  

●27 3月30日 第3回 親の心に寄り添う（ボランティアに必要なカウンセリングマインド） 

高石市役所別館1階会議室  

講師：カウンセリングスペース「リヴ」 代表 吉田まどか氏 

 

〇107 5月 いもつくり 川上富子 

  

☆25 5月16日 高石羽衣ロータリークラブ 食育講演会 アプラ小ホール 人形劇団ゆめ上演 

  

〇108 5月30日 ちーちゃんママの親子ふれあいリズム遊び 中央公民館 指導：濱元明美氏 

 

〇109 6月6日 人形劇上演  中央公民館 人形劇団ゆめ    

「だるまちゃんとてんぐちゃん」「なりたいものになれるまほうのくすり」  
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〇110 6月19日〜7月24日 毎週金曜 表現遊びで舞台体験 中央公民館 古徳みゆき 

 

〇111 6月25日  ベビーサインってなんだろう？ 千代田公民館 講師：椿本由美氏 

おしゃべりがまだ出来ないあかちゃんと手でお話出来る 

コミュニケーション方法を学んでみましょう。 

 

☆26 7月4日 人形劇上演 泉大津市要保育所 人形劇団ゆめ 

 

●28  7月5日 親子DEドン！南海福祉専門学校 家族DE運動会（NPOと協働事業） 

 南海福祉専門学校とグーチョキパーの連携事業とすることが提案された。  

  

☆27 7月28日 泉大津市 子育てサークルこあら 人形劇上演 人形劇団ゆめ 

  

☆28 7月30日 8月5日6日 高石市人権推進課主催「非核平和展」 高石市役所ロビー 

戦争関連の絵本の展示、小学生による絵本朗読 

  

〇112 7月31日 大阪弁の絵本読み語り&楽しい工作 中央公民館 あすと絵本の会 

 

〇113 8月1日 グーチョキパーパパ企画 第1回とうちゃんと(も)あそぼう！ 中央公民館  

「親子で出来る体のバランス調整法」 講師：細川雅美氏  

企画：長谷川俊樹 寺島誠 中尾亮一 

 

☆29 8月8日 岸和田こども演劇祭  浪切ホール 人形劇団ゆめ 

  

☆30 8月27日 小学生による大型紙芝居上演 高石市高齢者施設アムール高石 指導と引率 

 

〇114 8月22日 だれでもガリレオ博士 感じて楽しむ理科実験室 中央公民館  

講師：島根大学 岩田真和    

  

〇115 8月30日 Summer Live2009 中央公民館 JUNK SOUND 

 

〇116 9月6日 グーチョキパーパパ企画 第２回とうちゃんと(も)あそぼう！ とろしプラザ 

「簡単スイーツ作り」 講師：元ホテル日航パティシエ 新村香苗氏 

  

☆31 9月7日 講演会「絵本から学ぶ子育て」 泉大津市子育て支援センター 講師：稗田俊子 

  

〇117 9月12日 ほっちっち 中央公民館 「人形劇で自己紹介」 指導：人形劇団ゆめ 

  

〇118 9月26日 ほっちっち とろしプラザ 「楽器体験」 指導：佐々木善暁氏 

 

〇119 10月14日 保育ボランティア養成講座 第1回 中央公民館 

高石市立総合保健センター保健師の話  
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〇120 10月16日 保育ボランティア養成講座 第2回 中央公民館 

高石地域子育て支援センター保育士の話     

              

〇121 10月17日 保育ボランティア養成講座 第3回 中央公民館 

ＮＰＯ法人子育て支援グーチョキパー理事長の話 

                        

〇122 10月17日  切り紙工作 中央公民館 講師：梅原重信 

 

〇123 10月18日 グーチョキパーパパ企画 第３回とうちゃんと(も)あそぼう！ 中央公民館 

「手作り楽器でエイトビート」 講師：桶谷康二氏  

  

〇124 10月24日 壁画を作ろう！公民館の2階の廊下をモザイク壁画にしよう！ 中央公民館  

指導：アートディレクター松田勝範氏 

 

☆32 10月28日 人形劇上演 堺市ひかり保育園 人形劇団ゆめ 

  

〇125 10月31日 ハロウィンジャズライブ  中央公民館  

出演：佐々木善暁カルテット  

（bass：佐々木善暁 sax：内藤大輔 ds：亀崎拓史 pf：加納慎吾） 

  

☆33 11月6日  取石中学生への紙芝居朗読指導 

中学校の文化祭に地域の幼稚園児が参加し紙芝居を観てくれました          

 

〇126 11月8日 スペインデー とろしプラザ 講師：高野あき氏（ＮＨＫ文化センター講師） 

第1部 「スペイン料理を作ろう！」 パエリア・焼きパプリカのビネガーオイル風 トルティーヤ 

第2部 「スペインを知ろう！」  スペインの地理・語学・音楽を学ぼう！ 

      

〇127 11月13日 つくしんぼ 講演「楽しい絵本」 とろしプラザ 講師：稗田俊子 

  

〇128 11月14日 ほっちっち マジシャン体験 中央公民館 講師：角谷美智子氏 

  

〇129 11月27日 つくしんぼ  人形劇 とろしプラザ 出演：人形劇団ゆめ 

 

〇130 11月28日 ほっちっち 生け花体験 中央公民館 講師：古徳みゆき 

  

〇131 12月5日  ほっちっち 東羽衣公民館 ドキュメンタリービデオ制作 指導：野田千晶氏 

  

〇132 12月6日 人形劇冬公演 人形劇団ゆめ 中央公民館 

「どっちにしようかな？」「かぜひきなんかにまけないぞ！」 

  

〇133 12月12日 ほっちっち 料理作り とろしプラザ  講師：雪本美加氏   企画：瀧谷恵子 
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☆34 12月12日 人形劇上演 泉大津市寿子ども会 人形劇団ゆめ 

 

☆35 12月18日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ 

 

 

 

2010年 

  

〇134 1月31日 絵本作家 みやざきひろかず講演会 中央公民館 表現講座生徒有志   

  

〇135 2月14日 バレンタインはぁとふる☆シアター  アプラ小ホール 

第1部   ベース：佐々木善暁氏 ピアノ・歌：長谷川恵美氏 

第2部    マレーシア民族舞踊 チンタヤサン マレーシア留学生集団 

第3部    小学生劇団 大型紙芝居 そんごくう 表現講座生 

第4部    劇団吉田商店 演劇バレンタインデー 

女子くま&女子ゴリラの場合 

天使のお仕事ミエル男とトリツカレ女   

童謡 森のくまさん高石市バージョン 

 

☆36 2月25日 人形劇上演 高石市 取石保育所 人形劇団ゆめ 

  

☆37 2月27日 社会福祉協議会 第３回「たかいしボランティア・市民活動フェスティバル」 

フォークグループCHAWCHAUのライブ企画 

  

〇136 3月4日 親子で手あそび＆世界のオルゴール演奏  パンセ羽衣    

梅の里オルゴールクラブチーフ 中西明氏 

 

〇137 3月7日 ちょっと変わった白雪姫物語 中央公民館 

出演：劇団☆キラキラ★  

石井香氏 岡本郁子氏 岡本百合子氏 東千冬氏 野中利枝氏 稗田俊子 

  

◇3月にて公民館事業企画を辞任 

 

☆38 3月7日 人形劇公演 泉大津市穴師保育所 人形劇団ゆめ 

  

☆39 4月4日 なにわ人形劇フェスティバルの審査に合格し出場 

 

●29 5月15日 ＮＰＯ設立5周年記念わくわくランド  アプラ小ホール 

第1部 人形劇おおかみおばさんのごちそう 出演：人形劇団ゆめ 

第2部 吹奏楽コンサート 出演：桃山ウインドオーケストラ 

第3部 バルーンと歌・ギター 出演：古徳みゆき 佐々木善暁氏 
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●30 7月3日 親子deドン！ 南海福祉専門学校との協働事業 

 

☆40 7月18日 人形劇夏公演 アプラホール アプラこどもプラザ 「ゆめ版あかずきんちゃん」 

  

☆41 8月8日 人形劇上演 羽衣七夕まつり高石楽市楽座 人形劇団ゆめフリーマーケット出店 

                                         「おおかみおばさんのごちそう。」「ごちゃまぜ昔話」 

  

☆42 9月1日 人形劇上演 堺エンゼル広場 人形劇団ゆめ 「動物メロディ」「雨アメふれふれ！」 

  

●31 9月6日 乳幼児からのしつけ＆ベビーマッサージ とろしプラザ 

講演：ＮＰＯ法人青少年育成審議会 吉村憂希氏 

 

☆43 9月21日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ 

  

☆44 10月20日 人形劇上演 高石市羽衣保育所 人形劇団ゆめ 

「おおかみおばさんのごちそう」「雨アメふれふれ！」「どっちにしょうかな？」      

 

☆45 10月25日 人形劇上演 高石市綾園保育所 人形劇団ゆめ 

                           「おおかみおばさんのごちそう」「雨アメふれふれ！」 

  

●32 10月31日 こどもをみんなで幸せに！高石初○○○を考えよう！ 中央公民館 

講師： 宝塚御殿山児童館職員 田口瑞穂氏 

茨木市子育て支援センター 水嶋敦子氏 

  

☆46 11月1日 人形劇上演 高石市松の実園 人形劇団ゆめ 

                          「ゆめ版赤ずきんちゃん」「雨アメふれふれ！」 

  

☆47 12月12日 人形劇上演 中央公民館 人形劇団ゆめ 

                           「だるまちゃんとてんぐちゃん」「☆どっちにしょうかな？」「雨アメふれふれ！」 

  

☆48 12月13日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ 

 

☆49 12月20日 人形劇上演 高石子育てサークルどんぐり 人形劇団ゆめ 

 

 

 

2011年 

  

☆50 1月30日 人形劇団ゆめ新春公演 アプラホール 人形劇団ゆめ 

「とりかえっこ」「がまんのケーキ」 
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☆51 2月15日 人形劇上演 熊取アトム保育所 人形劇団ゆめ 

 

☆52 2月22日 人形劇上演 泉大津市穴師幼稚園 人形劇団ゆめ 

  

☆53 3月3日 人形劇上演 泉大津市上条幼稚園 人形劇団ゆめ 

  

☆54 3月8日 人形劇上演 堺市ひかり保育園 人形劇団ゆめ 

 

社会福祉協議会ボランティア活動特別補助金交付事業 

●33 3月12日 多国籍音楽会 

コーディネーター：大阪ウォーターフロント開発株式会社 専務取締役 本所敬二氏 

 

・香港 政府観光局：吉田フローレンス氏 司会：西川はな 堤有佳子 

 

・中国 歌手：王玉氏 司会：上阪夕月・西川千尋 

中国絵本朗読 司会：高野美裕 

「ヤンメイズとりゅう」 

朗読：西川わか 藤田美桜 堤有佳子 西川千尋 藤田未来 永島楓  

 

・ミャンマー 踊り：ノリーン・キン・レーニュー氏 司会：河済汐海 永島楓 

ミャンマー絵本朗読 司会：永島楓 

「こわいほらあな」 朗読：古徳太一 

 

・ぺルー 楽器演奏：ハビエルビヤエバ氏 司会：藤田美桜・藤田未来  

 

・アンデス 絵本朗読 司会：大下みお 

「たいようまでのぼったコンドル」  

朗読：三谷郁哉 古徳太一 尾上彩夏 永島楓 上阪夕月  

高野美裕 河済汐海 堤有佳子 

 

・スリランカ 踊り：ウイダーニアマラシウア氏 司会：三谷郁哉 大下みお 

スリランカ絵本朗読「かかしのひみつ」 

朗読：尾上彩夏 永島楓 藤田未来 河済汐海 西川わか  

西川千尋 西川はな 

 

・中国 二胡演奏：梁嘉佳氏 司会：西川千尋 河済汐海 

 

・全員合唱 「世界に一つだけの花」 

 

●34 3月24日 高石市福祉活動特別補助金交付事業 中央公民館 

作って！遊んで！子どもアートボランティア   講師・アドバイザー：古徳みゆき 

 

☆55 5月20日 人形劇上演 高石子育てサークル汽車ぽっぽ 人形劇団ゆめ 
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●35 6月1日 あかちゃんとおとなの初めてのダンス  高石市役所別館多目的ホール 

講師：プロダンスインストラクター 大久保毅一  

 

 ☆56 6月7日 人形劇上演 堺エンゼル広場 人形劇団ゆめ 

 

☆57 6月19日 人形劇上演 高石市旭ヶ丘子ども会 人形劇団ゆめ 

  

☆58 6月26日 人形劇上演 ハピラ高石を作る会 人形劇団ゆめ  

 

●36 7月2日 親子deドン！ 中央公民館   南海福祉専門学校生 

  

☆59 7月4日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ 

 

☆60 7月17日 人形劇上演 中央公民館 人形劇団ゆめ 

 

☆61 8月1日 高石市人権推進課 平和展 市役所ロビー 

  

☆62 8月4日 高石市人権推進課 平和展 市役所ロビー 

  

☆63 9月13日 人形劇上演 堺エンゼル広場 人形劇団ゆめ 

 

●37 9月17日 パントマイム教室  東羽衣公民館   

講師：マイム俳優 いいむろなおき氏 

2009年世界デルフィックゲーム大会即興部門の金メダリスト   企画：遠藤剛氏 

 

●38 10月12日 乳幼児を連れての避難対策セミナー 高石市役所別館多目的ホール 

講師：ＮＰＯ法人青少年育成審議会JSI 吉村憂希氏 

 

●39 10月22日 親子でのふれあいダンス企画 あすとホール 講師：大久保毅一 

 

●40 11月11日 子どもを笑顔にしたい方、集まりましょう！  

             第1回 心理セラピーと音楽で心軽やかに 子育て中のあなたも パンセ羽衣 

講師：心理療法士 東千冬氏  声楽家：野中利枝氏 ピアノ：岡本百合子氏 

  

●41 11月14日 第2回 地域でここまで出来るなんて 高石市役所別館  

講師：御池台自治会長 戎谷悦子氏   

 

●42 11月21日 第3回 ＮＰＯと市と自治会が手を取り合って パンセ羽衣 

講師：ＮＰＯ法人鶴山台母親クラブ代表 砂田喜三子氏 

  

☆64 12月13日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ 
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●43 12月11日 クリスマス・スペシャル絵本イベント 10人の魔女とまほうの世界へ パンセ羽衣 

あすと絵本の会しぃずんず 

紙芝居「あわてんぼうのサンタクロース」・ブラックライトシアター 

プロジェクター使用絵本読み聞かせ「まじょのぼうし」「こうのとりになった王様」 

手遊び「まほうのつえ」・パクパクサンタ 

 

●44 12月22日 ウクレレリトルコンサート アプラこどもプラザ  

ウクレレ：石橋叔子氏 歌：野中利枝氏  

 

☆65 12月25日 人形劇上演 アプラホール 人形劇団ゆめ  

「なりたいものになれるまほうのくすり」「北風がくれたテーブルかけ」 

 

 

 

2012年 

  

☆66  1月27日 人形劇上演 高石サークル汽車ぽっぽ 人形劇団ゆめ 

「おともだちつくろう」「どっちにいこうかな︖」 

  

☆67 2月22日 人形劇上演 泉大津市穴師幼稚園 人形劇団ゆめ 

  

☆68 2月26日 人形劇 初春公演 人形劇団ゆめ 高石中央公民館 

「へんてこりんなおおかみと７ひきのこやぎ」 

「がまんのケーキ」「どうぶつ村のアカペラのどじまん⼤会」 

⼤型紙芝居「まほうつかいのナナばあさん」 

 

☆69 3⽉3⽇  社会福祉協議会 第5回「たかいしボランティア・市民活動フェスティバル」  アプラ大ホール 

・knit 路上ライブ 招致 

・桃⼭ウインドオーケストラ招致 

・ワークショップ「⾊紙で作る箱クラフト」 

・⼦どもボランティア⼤型紙芝居 

 

☆70 3月5日 人形劇上演 あいしゅう幼稚園 人形劇団ゆめ 「おおかみおばさんのごちそう」 

  

☆71 3月6日 人形劇上演 泉大津市旭幼稚園 人形劇団ゆめ 

「北⾵がくれたテーブルかけ」「おおかみおばさんのごちそう」 

 

☆72 3月13日 人形劇上演 泉大津市条東幼稚園 人形劇団ゆめ 

「北⾵がくれたテーブルかけ」「おおかみおばさんのごちそう」 
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●45 3月29日 音楽と演劇を楽しもう！ 千代田公民館 

第1部 演劇「大人ってなに？」 小学生劇団スマイルフレンズ 

脚本・演出：稗田俊子  監督：劇団吉田商店 

第2部 音楽 アイリッシュコンサート  

佐々木善暁＆knit（上沼健二／西野元／西川智子） 

  

☆73 3月30日 人形劇上演 高石1区いきいきサロン 人形劇団ゆめ  

「おおかみおばさんのごちそう」 

  

☆74 5月13日 人形劇上演 中央公民館 人形劇団ゆめ 

 「かえるの大冒険」「ぐりとぐら」 

  

●46 6月30日 親子ｄｅドン！ 南海福祉専門学校協働事業 南海福祉専門学校 

  

☆75 7月15日 人形劇夏公演 アプラホール 人形劇団ゆめ   

「ワニくんとワニ子さんのおまけつきレストラン」「まんまるパン」 

  

☆76 8月1日 高石人権推進課 ⾼⽯市⾮核平和展 市役所ロビー 小学生による戦争絵本朗読 

 

●47 9月23日 大阪芸術文化振興補助金事業  

⺠族楽器で⼈形劇の⾳響体験をしよう！  アプラ小ホール 

第1部 ハワイアン・アイリッシュ音楽  

ベース：佐々木善暁氏 knit（フィドル・パーカッション：上沼健二氏  

フルート：西川智子氏 ギター：西野元氏） 

ウクレレ：福原直樹氏 パーカッション：池田安友子氏 

第2部 人形劇に音響を付ける体験 3びきのやぎのがらがらどん 

ベース：佐々木善暁氏 体験指導：人形劇団ゆめ 

 

●48 11月5日 子育てママ・ストレッチヨガ アプラ音楽室 インストラクター：工藤沙恵子氏  

  

●49 11月22日 かわいいポーチ作り アプラこどもプラザ 講師：石橋叔子氏 

 

☆77 12月16日 人形劇クリスマス公演 アプラホール 人形劇団ゆめ 

「サルとカニ」「おかしの家」 

 

 

 

2013年 

 

●50 1月24日 子ども服・おもちゃプレゼント大会 アプラこどもプラザ 

不要になった⼦ども⽤品の持ちより、交換など  
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☆78 3月9日 社会福祉協議会 第6回「たかいしボランティア・市民活動フェスティバル」  アプラ大ホール 

・⼩学⽣による⼤型紙芝居上演 

・ワークショップ「⽵とんぼづくり」 

  

●51 3月22日 ボランティア養成講座 第1回 子どもの心と行動の理解 親支援とは   中央公民館  

講師：日本メディカル福祉専門学校 山口由紀子氏 

   

●52 3月25日 ボランティア養成講座 第2回 簡単手作り手芸～ドレス風タオルつくり～ 慶翠苑 

講師：忠岡児童館 石橋叔子氏 

 

●53 3月29日 ボランティア養成講座 第3回 写真を使って可愛い豆本を作ろう！   パンセ⽻⾐ 

スクラップブックつくり  講師：Sunny Spot代表：岡本香居氏 

 

☆79 5月19日 人形劇上演 清高公民館 「パンダうさぎコアラと遊ぼう！」「おかしの家」 

 

●54 6月8日 初夏の思い出いっぱいコンサート 千代田公民館  

幸せメッセンジャークローバー隊  

（声楽家：野中利枝氏 ピアニスト：岡本百合子氏 朗読：稗田俊子） 

童謡コンサート・絵本読み聞かせタイム・ハワイアンフラダンス 

 

☆80 6月16日 人形劇上演 高石市旭ヶ丘子ども会 人形劇団ゆめ「おかしのいえ」 

  

☆81 7月9日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ 

「ブタさんちのばんごはん」「でてこいでてこい」 

  

☆82 7月21日 人形劇上演 アプラホール 人形劇団ゆめ  

「ブタさんちのばんごはん」「でてこいでてこい」  

 

☆83 10月8日 人形劇上演 堺市鳳保育園 人形劇団ゆめ  

 

●55 11月28日 子ども服・おもちゃプレゼント大会 アプラこどもプラザ 

  

☆84 11月30日 あべのハルカス近鉄本店 オープニング 

みて！きいて！やってみよう！民族楽器で人形劇に音をつけてみよう！ 

「３びきのやぎのガラガラドン」⼈形劇上演  

出演：人形劇団ゆめ 古徳みゆき Knit  企画・推薦：岡本香居氏 

 

☆85 12月2日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ「３びきのやぎのがらがらどん」 

 

☆86 12月3日 人形劇上演 松原市 阪南病院 こじか保育園 人形劇団ゆめ 「へびくんのさんぽ」 
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●56 12月12日 ウクレレ演奏とフラダンスでクリスマス  アプラこどもプラザ 

山本類氏 石橋叔子氏 野中利枝氏 

  

☆87 12月15日 人形劇冬公演  アプラこどもプラザ 人形劇団ゆめ 

                 「へびくんのおさんぽ」「なりたいものになれるまほうのくすり」 

 

 

 

2014年 

   

●57 2月8日 大阪府芸術文化振興補助金交付事業［10周年記念事業］ 

「音楽と演劇で物語の新しい世界を作り出そう！」  アプラ小ホール 

      第1部 桃⼭ウインドオーケストラによるコンサート 

（指揮者体験・楽器演奏体験） 

第2部 劇団吉⽥商店 

・ミュージカル「めでたしめでたし」その後は？  

・参加型お芝居「ももたろう」 

桃⼭ウインドオーケストラ・劇団吉⽥商店 

上沼健⼆氏（knit）・こども劇団スマイルフレンズ 

 

☆88 3月8日 社会福祉協議会 第7回「たかいしボランティア・市⺠活動フェスティバル」 アプラ大ホール 

・ワークショップ「簡単レザークラフト」 

・おもちゃつり 

  

☆89 5月25日 人形劇上演 中央公民館 人形劇団ゆめ  

    「へびくんのおさんぽ」「3びきのやぎのがらがらどん」 

  

☆90 5月31日 人形劇に民族楽器で音をつけてみよう！ あすとホール 人形劇団ゆめ knit 

⼈形劇と⺠族楽器のコラボ 演⽬「なりたいものになれるまほうのくすり」 

  

☆91 6月15日 人形劇上演 高石市旭ケ丘子ども会   

「なりたいものになれるまほうのくすり」 「ミラクルラムネ」 

  

☆92 7月7日 人形劇とウクレレ演奏 熊取ウィズホープロンド  

人形劇団ゆめ ウクレレ：佐々木善暁氏 「ぞうくんのさんぽ」「まほうつかいのねこ」 

  

 

☆93 7月13日 人形劇上演 アプラホール 人形劇団ゆめ 古徳みゆき 

人形劇 「ぞうくんのさんぽ」「まほうつかいのねこ」  

パネル「まんまるちゃん」 

ハワイアンウクレレ・フラダンス・歌のおねえさん「アナと雪の⼥王」 
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●58 8月24日 宝物入れハウスをつくろう！ 東羽衣公民館 

段ボールでできた家の模型にペイントや飾りつけをしましょう 

 

☆94 12月8日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ  

「とうふ1丁くん大活躍 野菜村は大騒ぎ」「おおかみおばさんのごちそう」  

 

●59 12月11日 クリスマスゴスペルライブ  アプラこどもプラザ  出演：Hapiration 

 

☆95 12月14日 人形劇冬公演 アプラホール 人形劇団ゆめ  

「とうふ1丁くん大活躍 野菜村は大騒ぎ」「北風のくれたテーブルかけ」 

  

☆96 12月14日 人形劇上演 堺市百舌鳥梅町子ども会 人形劇団ゆめ   

「おおかみおばさんのごちそう」 

「ミラクルラムネ」「北風のくれたテーブルかけ」 

 

☆97 12月17日 人形劇上演 堺市石津川保育園 人形劇団ゆめ 

「とうふ1丁くん大活躍 野菜村は大騒ぎ」「おおかみおばさんのごちそう」 

 

 

 

2015年 

  

☆98 1月22日 革細工でシュシュやブローチ、ネックレスの3パターンになるアクセサリー作り  

社会福祉協議会 ボランティアルーム 國富明子 

  

●60 1月25日 お笑いライブ ごったに劇場 パンセ羽衣  出演：長沢千代氏 伊庭智子氏 

上方お笑い大賞 アマチュア部門優勝コンビによる漫才やコント 

  

●61 2月15日 小学生劇団スマイルフレンズ＆鳳高校演劇部 ジョイント公演 中央公民館 

       小学生：「○○クエスト」「魔法使いのたまご」  

⼩学⽣劇団スマイルフレンズ（指導：劇団吉⽥商店） 

  高校生：「アビヤント」「出会いと別れの合言葉」 

鳳⾼校演劇部（指導：駒井コーチ） 

 

☆99 2月18日 人形劇上演 泉大津市小学校  障害児クラス 芸術鑑賞会  

泉大津青少年ホーム 「おおかみおばさんのごちそう」 

 

☆100 3月7日 社会福祉協議会 第8回「たかいしボランティア・市⺠活動フェスティバル」  アプラ大ホール 

・小学生劇団スマイルフレンズによる演劇「○○クエスト」  

・おもちゃつり ・ワークショップ「宝物入れハウス作り」 
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●62 4月12日 グーチョキパー活動10周年記念 感謝をお届けする春のコンサート アプラホワイエ 

歌・ピアノ演奏・朗読・表現講座の子ども達による朗読・seika 隊によるコーラス 

じゃんけんぽん 声楽家：野中利枝氏 ピアノ：岡本郁子氏  佐々木善暁氏  

朗読：溝川辰夫 稗田俊子 

 

☆101 5月23日 人形劇上演 中央公民館 人形劇団ゆめ  

「名探偵とうふ1丁くん 野菜村はおおさわぎ」「おおかみおばさんのごちそう」  

歌「山の音楽家」 ゲーム「まねっこまねっこ」 

 

☆102 7月6日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ・佐々木善暁・古徳みゆき 

うちわシアター 「いないいないばあ」 大型紙芝居「みんなでポン」  

大型絵本「たまごこんこん」 人形劇「3びきのこぶたってこんな話だった？」 

  

☆103 7月12日 人形劇上演 アプラこどもプラザ 人形劇団ゆめ  

「3枚のお札」「3びきのこぶたってこんな話だった？」 

  

☆104 7月23日 社会福祉協議会 工作イベント「おさんぽカメさんを作ろう！」 

ボランティアルーム 國富明子  

  

☆105 7月30日 大阪府社会福祉協議会 夏のチャレンジボランティア 高石市役所別館和室 

小中学生による絵本ひろば 子ども用品プレゼント大会 

 

☆106 9月9日 大阪府社会福祉協議会 夏のチャレンジボランティア「人形劇を体験」 アプラこどもプラザ  

指導：人形劇団ゆめ 

  

●63 9月30日 幼児のための楽しいライブ カモンたかいし  

出演：あすと絵本の会・神藤剛氏・古徳みゆき・村崎さゆり 

ブラックライトシアター ジャグリング 歌 ピアノ  

  

●64 10月17日 親子写真撮影会 浜寺公園  

親子の自然な姿を撮影、待ち時間にジャグリング 

カメラマン：岩田真和・粟津友哉氏 ジャグリング：神藤剛氏 

  

☆107 10月31日 ハロウィンフェスティバル 民族楽器演奏会と人形劇   あすとホール  

出演：Knit・佐々木善暁氏  アイルランド音楽演奏 

人形劇団ゆめ「北風がくれたテーブルかけ」「おおかみおばさんのごちそう」 

 

☆108 11月4日 人形劇上演 取石南保育園 人形劇団ゆめ  

「おおかみおばさんのごちそう」「北風のくれたテーブルかけ」 

ブラックライトシアター 
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☆109 11月23日 人形劇上演 取石認定こども園 人形劇団ゆめ 

「おおかみおばさんのごちそう」「北風のくれたテーブルかけ」  

ブラックライトシアター 

 

☆110 12月7日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ 

「きつねとたぬきのばけくらべ」「冬のおきゃくさま」  

     

☆111 12月13日 人形劇冬公演 アプラホール 人形劇団ゆめ 

「きつねとたぬきのばけくらべ」「冬のおきゃくさま」 

 

☆112 12月15日 人形劇上演 松原市 阪南中央病院 こじか保育園  人形劇団ゆめ 

「きつねとたぬきのばけくらべ」「冬のおきゃくさま」 

 

 

 

2016年 

  

●65 1月17日 ～音楽と演劇を楽しもう～たかいしっ子アーﾄフェスティバル2016    加茂小学校体育館 

市内小中学生による文化芸術祭                          企画：村崎さゆり・瀧谷恵子 

・高石市音楽団ジュニアバンド 「ドレミの歌」「ホールニューワールド」 

・高石市音楽団ジュニアコーラスひびき 「カントリーロード」「いのちの名前」「故郷」 

・取石中学校合唱部 「さんぽ～となりのトトロ」「にじいろ 」「花は咲く」 

・こども劇団えんげきっず 「きみはロボット」 

・フィナーレ 全員合唱「翼をください」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
えんげきっずとボランティアのこどもたち 
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☆113 2月29日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ  

「パンダ・ウサギ・コアラと遊ぼう！」 「ぞうくんのさんぽ」  歌・キーボード演奏 

  

☆114 3月5日  社会福祉協議会 第9回「たかいしボランティア・市⺠活動フェスティバル」 アプラ大ホール 

おもちゃつりコーナー  

  

☆115 5月14日 人形劇上演 千代田公民館 人形劇団ゆめ 

「きつねとたぬきのばけくらべ」「がまんのケーキ」 

 

●66 6月15日 ベビー用品フリーマーケット 関西スーパー高石駅前店  

絵本読み聞かせ           企画：井手口尚子 

  

☆116 7月4日 人形劇上演 人形劇 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ  

「ひとりじめドラゴンをやっつけろ！」「さかなつりはたのしいな」 

 

☆117 7月10日 人形劇上演 アプラホール 人形劇団ゆめ  

「ひとりじめドラゴンをやっつけろ！」「さかなつりはたのしいな」 

 

●67 7月24日 動画編集講座 撮影を学ぶ 羽衣国際大学 

羽衣国際大学地域連携センター メディア映像学科：内田知己助教授・吉田静氏 

 

●68 8月19日 ショートムービー撮影 東羽衣公民館 

 

●69 8月21日 ショートムービー撮影 高石市内各所 

  

●70 8月21日 こども縁日withこどもフリマ 関西スーパー高石駅前店 企画：井手口尚子 

  

●71 8月26日 ショートムービー撮影 高石市内各所 

  

●72 8月28日 動画編集講座 編集を学ぶ 羽衣国際大学 放送メディア映像学科：内田知己助教授 

  

☆118 10月30日 ハロウィンフェスティバル 人形劇とアンデス音楽のコラボ！   あすとホール  

演奏：エンリケ・ワイキ氏  人形劇団ゆめ 「きつねとたぬきのばけくらべ」  

ダンス：「ダンシングハロウィン」 

  

●73 11月1日 ストレッチヨガを楽しもう！  関西スーパー高石駅前店 

午前の部/親子参加 午後の部/大人のみ  講師：工藤沙恵子氏    

  

☆119 12月5日 人形劇上演 熊取ウィズホープロンド 人形劇団ゆめ  

「ばけちゃうぞ」「みんなであそぼう！」 
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☆120 12月7日 人形劇上演 こじか保育園 人形劇団ゆめ 

「すききらいをなくそう大作戦」「おまけつきレストラン」 

  

☆121 12月11日 人形劇上演 アプラホール 人形劇団ゆめ  

「おまけつきレストラン」「すききらいをなくそう大作戦」 

 

☆122 12月18日 メカニクルーJr.  あすとホール 辻本直哉氏  

ドライヤーの分解体験 

 

 

 

2017年 

 

●74  1月28日 高石市制50周年記念助成金受託事業 愛ラブふるさと だって高石すっきやもん！！ 

アプラ小ホール 

・こども劇団えんげきっず「天の羽衣と星の舟」  

・グーチョキパー制作 ショートムービー「たかいしトレジャーアドベンチャー」  

・桃山ウインドオーケストラ「明るい！楽しい！吹奏楽ミニコンサート」  

・登美丘高校ダンス部「TDC ShowCase」 

 

【ショートムービー】 

撮影指導・編集協力：」羽衣国際大学放送メディア映像学科 

教授 村上清身氏／助教授 内田知己氏 

脚本：吉田裕美氏 演出：劇団Yoshida-show10 撮影：粟津友哉氏 岩田真和 

音響：瀧谷恵子 編集：井手口尚子 

出演：古徳太一 瀧谷愛由子 日高幸乃 野上玲奈 井手口暉 井手口晄 

工藤諒音 工藤侑哉 波多野健介 瀧谷和希 安本龍之介 吉森光汰 

滝口紗也菜 大石咲恵 中澤琉依 西川わか 工藤沙恵子 井手口尚子 稗田俊子 

企画・資料：稗田俊子 撮影補助：國富明子 山崎恵子 

挿入曲：溝川辰夫 佐々木善暁氏 

 

●75  2月4日 サトシンホロリわははライブ アプラギャラリー 出演：絵本作家サトシン氏 

  

☆123 3月5日  社会福祉協議会 第１０回「たかいしボランティア・市⺠活動フェスティバル」 アプラ大ホール  

ショートムービー上映 メカニクルーJr.「ドライヤー分解体験」 講師：辻本直哉氏 

  

●76 3月30日  ハッピースプリングライブ ＆キッズリサイクルフリーマーケット   関西スーパー高石駅前店 

ライブ出演：Hapiration      企画：井手口尚子 瀧谷恵子 

 

☆124 5月13日 人形劇上演 パンセ羽衣 人形劇団ゆめ 

「パンツひとりではけるかな？」「はみがきするもん！」「野菜の遠足」 
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☆125 7月2日 人形劇上演  アプラホール 人形劇団ゆめ  

「ゆめ版おおかみと7ひきのこやぎ」 

  

☆126 7月26日 8月2日 8月5日  人形劇にチャレンジ！ 高石市立図書館視聴覚室  

人形劇団ゆめ   図書館職員：西山貴巳子氏  小学生に人形劇を教える  

  

●77 8月21日 こども縁日with子ども用品フリーマーケット   関西スーパー高石駅前店 

企画：井手口尚子 

 

 ☆127 8月24日 高石市立図書館 メカニクルーJr. 辻本直哉講師を図書館に紹介。 

●78 マッサージレッスン cafe Nぷらす 講師：武田愛氏  企画：井手口尚子 

 

☆128 10月29日 人形劇団ゆめ17年間ありがとう！オムニバス公演  あすとホール 人形劇団ゆめ 

「なりたいものになれるまほうのくすり」「ぐりとぐら」 

「ひとりじめかいじゅうをやっつけろ！」 

「北風のくれたテーブルかけ」「さかなつりはたのしいな！」  

「おおかみおばさんのごちそう」 

  

●79 11月19日 ブラックライトシアター 高石市立図書館視聴覚室 あすと絵本の会しぃずんず  

 

●80 12月3日 こども劇団えんげきっず公演 アプラ小ホール  

「カレーなるラプソディ」 

  

●81 12月10日 人形劇団ゆめファイナルステージ 17年間ありがとう！オムニバス公演 

アプラギャラリー 人形劇団ゆめ 

「なりたいものになれるまほうのくすり」「ぐりとぐら」 

「ひとりじめかいじゅうをやっつけろ！」 

「北風のくれたテーブルかけ」「さかなつりはたのしいな！」  

「おおかみおばさんのごちそう」 

 

 

 

2018年 

  

●82  3月30日 はじめてのプログラミング講座 取石中学校  

講師：ヤフー株式会社 小橋勇太氏  企画：井手口尚子 

  

●83 5月17日 大好きがいっぱい 子どもも楽しい 大人も楽しい親子ダンス とろしプラザ  

講師：宮部裕貴子（Yuki★DANCE代表） 
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●84 7月26日 ライフスポーツ財団助成金交付事業  カモンたかいし 

講師：中西真裕子氏 企画：辻野幸江 

第1回 リトミックと楽しい運動  

   

●85 7月30日 ライフスポーツ財団助成金交付事業  取石認定こども園 

講師：中西真裕子氏 企画：辻野幸江 

第2回 わくわくサーキット 

  

●86 8月2日 ライフスポーツ財団助成金交付事業  カモンたかいし 

講師：中西真裕子氏 企画：辻野幸江 

第3回 ボールでポンポン 

  

●87  8月6日 ライフスポーツ財団助成金交付事業  カモンたかいし 

講師：中西真裕子氏 企画：辻野幸江 

第4回 フープとトランポリン 

 

●88 8月9日 ライフスポーツ財団助成金交付事業  カモンたかいし 

講師：中西真裕子氏 企画：辻野幸江 

第5回 音楽わくわく体操 

 

●89 8月3日 歌とお話の会じゃんけんぽんのサマーステージ アプラ小ホール 

出演：じゃんけんぽん  

オリジナル曲 「かいすいよく」「おならうた」「おおきなたいこ」「夕方のおかあさん」  

絵本朗読 「れいぞうこのなつやすみ」「へいわってどんなこと？」 

人形劇  「おおかみと７ひきのこやぎ」 

 

●90 8月20日 こども縁日with こども用品フリーマーケット  関西スーパー高石駅前店 

企画：井手口尚子 

 

☆129 10月28日 ハロウィンフェスティバル あすとホール  

出演：表現講座有志 Hapiration じゃんけんぽん Yuki★DANCE 

人形劇「おおかみと７ひきのこやぎ」 

オリジナル童謡 「秋のメロディ」 

  

☆130 12月8日 富の里よい子のつどいクリスマス会  富の里自治会館 

      野中利枝氏 肥後まゆみ氏 辻野幸江 國富明子 稗田俊子 

  

●91 12月16日 こども劇団えんげきっず公演 アプラ小ホール 「なないろのメリークリスマス」 

 

●92 12月23日 クリスマスお楽しみ会 図書館視聴覚室 あすと絵本の会しぃずんず  

「えほんのなかのどうぶつえん」 

      ブラックライトシアター スライドショー パクパク人形 絵本 紙芝居 
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2019年 

  

●93 3月22日 こどものためのはじめての演劇ワークショップ 東羽衣公民館   

指導：劇団吉田商店 出演：こども劇団えんげきっず  企画：瀧谷恵子 

  

●94 3月24日 はじめてのプログラミング講座 取石中学校 

講師：ヤフー株式会社 小橋勇太氏  企画：井手口尚子 

午前/小学生の部  午後/中高生の部 

  

●95 7月27日 ホンマにたのしいおんがくかい パンセ羽衣 

出演：ミュージックモンスター 

石井雅明氏 鶴田和歌氏 南直美 辻野幸江 古徳みゆき 山敷恵 稗田俊子 

 Yuki☆DANCE 

企画：南直美 

  

●96 8月6日 ごほうびランチ付き夏休み宿題応援団  児友館 

図画指導：古徳みゆき 作文指導：井手口尚子 調理：國富明子 

            高校生ボランティア：南由宇磨 瀧谷愛由子  企画：井手口尚子 

  

●97 8月19日 こども縁日with こどもフリマ 関西スーパー高石駅前店  

こども用品フリーマーケット  企画：井手口尚子 

  

●98 9月5日 みんなでたのしい親子体操はじまるよ！ 高石市役所別館3階 多目的ホール 

             講師：宮部裕貴子（Yuki☆DANCE代表） 

  

●99 10月26日 たかいしハロウィンフェスティバル アプラホールギャラリー 

                   出演：あすと絵本の会しいずんず 元人形劇団ゆめ有志 

こども劇団えんげきっず  Yuki☆DANCE   

 

●100 11月2日 第1回ペンギンファミリー「病院では聞けない産後のこと」 パンセ羽衣 

講師：長谷川助産師  

歌・演奏・朗読：じゃんけんぽん 野中利枝氏 石本泉氏 溝川辰夫 辻野幸江 稗田俊子 

企画：長谷川和恵 

 

●101 11月9日 第2回ペンギンファミリー「ママが、家族が、イキイキと暮らすために今できること！ パンセ羽衣 

    講師：石川智子氏  歌・演奏・朗読 じゃんけんぽん 

 

●102 12月14日 こども劇団えんげきっず公演 アプラ小ホール 「魔女と3つのヒミツ」 ※協力事業 
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2020年 

  

●103 1月14日 ラヂオきしわだ出演 あなたのそばに助産師がいます  

津田育久子助産師さんの番組に出演 

長谷川和恵助産師 じゃんけんぽん 稗田俊子 

企画：長谷川和恵 

  

●104 2月8日 たかいしハッピーバレンタインミュージックフェスティバル 千代田公民館  企画：南直美 

 出演：ファニーカンパニーオーケストラ 

Yuki☆DANCE 

ミュージックモンスター（石井雅明氏 鶴田和歌氏 南直美 南由宇磨  

古徳みゆき 古徳太一 辻野幸江 稗田俊子） 

 

●105 新型コロナ感染症の影響で、遊び場を閉鎖しました。 

  HPをリニューアルし 絵本のコーナーをメンバーで充実させました。 

  

●106 6月16日 第1回 リモートひろば開催 手遊び 簡単工作 ママ向き講座など 

あすと絵本の会しぃずんず 山上圭子氏 長谷川麻里子 

グーチョキパーメンバー      企画・発案：井手口尚子 瀧谷恵子 

 

●107 7月7日 第2回リモートひろば開催 手遊び 簡単工作 ママ向き収納講座など 

あすと絵本の会しぃずんず 山上圭子氏 長谷川麻里子 

グーチョキパーメンバー      企画・発案：井手口尚子 瀧谷恵子 

 

●108 8月17日 グーチョキパーひろば夏休み 高石市役所別館和室  

      講師：長谷川麻里子 

久しぶりのリモートでないひろば  

  

●109 9月28日 赤い羽根助成金事業 リモートひろば アプラ高石ギャラリー 

       ハーモニカ演奏：梅原重信 人形であそぼう！：古徳みゆき 

      手遊び：山上圭子氏  親子体操：Yuki先生（Yuki★DANCE） 

 

●110 10月24日 たかいしカルチャーフェスティバル アプラホールギャラリー  

分業型人形劇 「ぞうくんのさんぽ」 出演：公募小中学生   

ミュージックモンスター（ギター：石井雅明氏 クラリネット：鶴田和歌氏 キーボード：南直美  

ピアノ：山敷恵 辻野幸江 ボーカル：古徳みゆき 稗田俊子） 

Yuki☆DANCE じゃんけんぽん  

 

●111 11月30日 ラヂオきしわだ・いこらじお  

    ラヂオきしわだ出演：長谷川和恵 石本泉氏 野中利枝氏 稗田俊子  

いこらじお出演：長谷川和恵 南直美 古徳みゆき 稗田俊子  
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●112 12月19日 大阪府子ども文化パフォーマンス事業助成金採択事業 千代田公民館 

分業型人形劇 説明＆体験会 

 

●113 YouTube制作 11本 乳幼児向きひろば  

絵本・手遊び・簡単工作・体操 

ママ向き収納講座（講師：長谷川麻里子） 

幼児から大人までの音楽イベント「ハッピーバレンタインライブ」配信 

コロナ収束を祈っての歌：願いの合唱（韓国語/中国語訳/フランス語/スペイン語バージョン） 

  

 

 

2020年6月 

リモートひろば開催 

2019年3月 

はじめてのプログラミング講座 

    
2016年7～8月 羽衣学園にて「動画撮影を学ぶ」および、ショートムービーロケ 
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2008年7月  

ほんとうにあった戦争の話 平和を祈る朗読 

2006年8月  

おはなしいっぱい、生の演劇をみよう！  

 

 

２０１１年８月  

非核平和展 絵本朗読会 

２００７年１０月  

マーキスカ積み木であそぼう！ 



 

 

37 

 

 

 

 

 

  

2017年1月   

愛ラブふるさとだって高石

すっきやもん！！ 

 

佐々木善暁氏＆こどもたち 

 

2019年7月  

ホンマにたのしいおんがくかい 

2015年9月 

人形劇にチャレンジ 

2018年8月  

歌とお話の会じゃんけんぽんのサマーステージ 
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2017年12月 

人形劇団ゆめファイナルステージ  

17年間ありがとう！オムニバス公演 

2006年12月  

人形劇 3びきのやぎのがらがらどん 

作品たち 

2007年3月  

みんなの絵が大きな壁画に！ 

（取石中学校へ寄贈） 



 

 


