
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月あそび塾 

べんがら染め 
 

 

 

 

 

１０/２９（日）雨の日曜日でしたが、あすみが丘プラザ、工作室にて、10 月あそび塾の

「べんがら染をやってみよう！」を行いました。 

講師は、小塩敦子さん、物腰の柔らかい優しい先生でした。 

 

べんがら染とは、土を原料とした天然素材による染め

物です。植物を使った染め物は「草木染め」 

それに対してべんがら染は「鉱物染め」と言える染物

で、インドのベンガル地方から伝えられ、その歴史は   

古く縄文時代にまで遡るそうです。 

またべんがらの基本色の「赤色」は酸化鉄で、地球上

に一番多く存在する色であり、人類にとって一番身近

な色なのだそうです。 

 

今回染める布は、手ぬぐい半分の大きさの木綿です。その布を、ジャバラ折りにしてから

三角に折る、または四角に折って、それを板締めの器具を使ってきつく締め、器具から出

ている布に刷毛で色付けをして行く、というのが今回の作業のおおまかな手順でした。 

始めに、先生が染めた布を何種類か見せて頂き、この折り方でこの色を付けるとこうなる、

という説明を受けました。出来上がった模様は淡いパステルカラーの幾何学模様で、子ど

もたちはどれにするか、悩むのでは？と思いましたが、意外にもみんな、あっさりと選べ

ていたようです。                        （4 面につづく） 
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女の子は、ピンクや黄色を使った花柄模様、

男の子も花柄模様や、三角を基調とした幾何

学模様などが多かったでしょうか。 

 

最初に布を折る工程を教わっている時はま

だ静かでしたが、その後、板締めで布をきつ

く締める作業は、男の子は力いっぱい締める

のが楽しそうでした。低学年の女の子にはち

ょっと理事が腕力を貸してあげました。 

いよいよ色付け、先生が数種類の色を水で溶

いて洗面器に用意してくれています。赤、ピ

ンク、黄色、青、茶、グレーなどがありました。刷毛で丹念に色を塗りこんだ後、余分な

水分を手でギュッと絞るのですが、初めは、これ、

じかに触っていいの？と恐る恐るな感じの子もだ

んだん慣れてくると思い切りよく絞っていまし

た。天然素材なので、触っても安心安全なところ

が嬉しいですね。 

 

基本的には別

の色があとか

ら混ざらない

様にした方が、初心者にはやり易いのでしょうが、特に

男の子はあまり頓着なく、自分の染めたい色を大胆に塗

り重ねていたりします。むしろ「まだらに染めたい」と

いう難しいことに挑戦している子、お母さんがピンクが

好きだから、と言って染める子、さっさと色付けを終わ

らせて広げてみたい子、いつもながら何をやっても個性豊かなあそび塾の面々です。 

先生は、広げた時に思ったように出来上がっていないと、がっかりしてしまう子がいるの

ではないか？と心配されていたようですが、誰一人、こんなはずじゃなかった、と言う子

はいなくて、みんな自分のこの世に唯一の作品に満足していたようでした。 

折り紙を折って、はさみで切りこみを入れて広げてみる、切り絵なども子どもは大好きだ

と思いますが、広げたらどんな風に出来上がるかな？というワクワク感はありますが、多

少、思っていたのと違っても、子どもはそんなにがっかりはしないものですね。ワクワク

の方が勝るのでしょうね。 

出来上がった染め物は、完全には乾ききらないので、ビニール袋に入れてお家に持ち帰り、

出来ればすぐに広げて乾かしてね、と説明しました。可能ならアイロンをかけると熱で色

が定着するという事も教わりました。子どもたちはお家で、どんな風に染めた布を使って

くれているでしょうか？ 

もし、こんな風に使っているよ、という事があったら、是非、理事まで教えて下さいね。 

                                 （記 大多和） 
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んがやってきました。「

 

まちの

どもたちは「早く外行こうよ！」とわくわくして出発しました。

 

「ねえ！

 外に出て見ると、見るものすべてが子どもたちにとっては「はて

な？不思議！」のオンパレード。大人にとっては当たり前の物ばか

りの景色ですが、子どもたちにとっては「なんでこんなに切り株が

あるんだろう！」「数えてみよう！九つもあったよ！」「木の上にキ

ノコみたいなのがあるよ！」「白くて堅いよ！」土のところにポツンと突き出した白いものも「こ

れ何かな？」と掘ってみると

んさ～ん。」「なみぞう

い塊

キの穂、

の実・・・沢山の宝物を持ち帰りました。本当は教会や畑の先の森の方へ行く予定でしたが、手前

の竹林のところだけであっという間に１時間がたってしまいました。

「まちのはひふへほ」が見つからない様子でした。どれも大人にとっては当たり前の物なのですね。

 

お話作り・・だんだんみんなの顔がかわってきた

 自治会館に戻って、今度はみんなの発見したことや持ち帰ったものを題材にしてお話し作りに挑

戦です。（私は女の子チームに付き添ったので女の子チームの報告になってしまいますが）子ども

たちがとても気になったのは、不法投棄禁止の看板の下にたくさんのごみが捨て

れていたこと。

に困った人がごみを捨てていき、おじいさんが懲らしめると

11 月あそび塾

11 月 19

んがやってきました。「

まちの「は・

まちといっても、誉田二丁目自治会館の裏は畑や竹やぶ、杉林など

ょっと不安になるようなうっそうとした小道が続きます。まちの「はひふへほ」とは、

は

ほ
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ねえ！見て
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ノコみたいなのがあるよ！」「白くて堅いよ！」土のところにポツンと突き出した白いものも「こ

れ何かな？」と掘ってみると

んさ～ん。」「なみぞう

い塊が気になって一生懸命掘ってみました。どうも竹の根っこの塊

キの穂、季節外れのタンポポ、皮だけになり中身のない

の実・・・沢山の宝物を持ち帰りました。本当は教会や畑の先の森の方へ行く予定でしたが、手前

の竹林のところだけであっという間に１時間がたってしまいました。

「まちのはひふへほ」が見つからない様子でした。どれも大人にとっては当たり前の物なのですね。

お話作り・・だんだんみんなの顔がかわってきた
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19 日（日）、昨年

んがやってきました。「

「は・ひ・ふ・へ・ほ」を捜しに！

室内の表現遊びで体も気持ちも暖まった頃、いよいよまちの探検に出発しました。

まちといっても、誉田二丁目自治会館の裏は畑や竹やぶ、杉林など
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れ何かな？」と掘ってみると

んさ～ん。」「なみぞう、こっち来て！」の声が響き渡ります。つばさ君たちは竹林の土の根元
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女の子たちです。天狗のおじいさんは誰がやるの？が気になります。

ざんさんが

もらえないかな？」と聞くとちょっと考えてから意を決したように

「いいよ。」と言ってくれました。（本当は女の子だから可愛い役

良かったよね。でも他の子たちは低学年だし・・と引き受けて

て、本当にすごいな！と思いました。）他の子達は天狗のおじいさ

忍者修行」をしたアフタフバーバンから金子ざんさんと高橋なみさ
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の竹林のところだけであっという間に１時間がたってしまいました。

「まちのはひふへほ」が見つからない様子でした。どれも大人にとっては当たり前の物なのですね。

お話作り・・だんだんみんなの顔がかわってきた

自治会館に戻って、今度はみんなの発見したことや持ち帰ったものを題材にしてお話し作りに挑

戦です。（私は女の子チームに付き添ったので女の子チームの報告になってしまいますが）子ども

たちがとても気になったのは、不法投棄禁止の看板の下にたくさんのごみが捨て

そこで昔、誉田村の森に天狗のおじいさんが住んでいたという設定にして、

に困った人がごみを捨てていき、おじいさんが懲らしめると

女の子たちです。天狗のおじいさんは誰がやるの？が気になります。

ざんさんが６年生のなごみちゃんに「天狗のおじいさん役をやって

もらえないかな？」と聞くとちょっと考えてから意を決したように

「いいよ。」と言ってくれました。（本当は女の子だから可愛い役

良かったよね。でも他の子たちは低学年だし・・と引き受けて
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そこで昔、誉田村の森に天狗のおじいさんが住んでいたという設定にして、

に困った人がごみを捨てていき、おじいさんが懲らしめるという

女の子たちです。天狗のおじいさんは誰がやるの？が気になります。

６年生のなごみちゃんに「天狗のおじいさん役をやって

もらえないかな？」と聞くとちょっと考えてから意を決したように

「いいよ。」と言ってくれました。（本当は女の子だから可愛い役

良かったよね。でも他の子たちは低学年だし・・と引き受けて

て、本当にすごいな！と思いました。）他の子達は天狗のおじいさ

」をしたアフタフバーバンから金子ざんさんと高橋なみさ

室内の表現遊びで体も気持ちも暖まった頃、いよいよまちの探検に出発しました。

まちといっても、誉田二丁目自治会館の裏は畑や竹やぶ、杉林など

ょっと不安になるようなうっそうとした小道が続きます。まちの「はひふへほ」とは、

だなと思うもの。

男の子チーム・女の子チーム・大人チームに分かれました。

どもたちは「早く外行こうよ！」とわくわくして出発しました。 

外に出て見ると、見るものすべてが子どもたちにとっては「はて

な？不思議！」のオンパレード。大人にとっては当たり前の物ばか

りの景色ですが、子どもたちにとっては「なんでこんなに切り株が

あるんだろう！」「数えてみよう！九つもあったよ！」「木の上にキ

ノコみたいなのがあるよ！」「白くて堅いよ！」土のところにポツンと突き出した白いものも「こ

アクエリアスが出てきたり・・。あちこちから「ねえ、ざ

、こっち来て！」の声が響き渡ります。つばさ君たちは竹林の土の根元

なって一生懸命掘ってみました。どうも竹の根っこの塊のようでした

、いろんな種類のどんぐり

の実・・・沢山の宝物を持ち帰りました。本当は教会や畑の先の森の方へ行く予定でしたが、手前

の竹林のところだけであっという間に１時間がたってしまいました。一方、大人チームはなかなか

「まちのはひふへほ」が見つからない様子でした。どれも大人にとっては当たり前の物なのですね。

自治会館に戻って、今度はみんなの発見したことや持ち帰ったものを題材にしてお話し作りに挑

戦です。（私は女の子チームに付き添ったので女の子チームの報告になってしまいますが）子ども

たちがとても気になったのは、不法投棄禁止の看板の下にたくさんのごみが捨て

そこで昔、誉田村の森に天狗のおじいさんが住んでいたという設定にして、

いう話になりました。でも、小学生の

女の子たちです。天狗のおじいさんは誰がやるの？が気になります。

６年生のなごみちゃんに「天狗のおじいさん役をやって

もらえないかな？」と聞くとちょっと考えてから意を決したように

「いいよ。」と言ってくれました。（本当は女の子だから可愛い役

良かったよね。でも他の子たちは低学年だし・・と引き受けて

て、本当にすごいな！と思いました。）他の子達は天狗のおじいさ

」をしたアフタフバーバンから金子ざんさんと高橋なみさ

室内の表現遊びで体も気持ちも暖まった頃、いよいよまちの探検に出発しました。

まちといっても、誉田二丁目自治会館の裏は畑や竹やぶ、杉林など一人で歩くにはち

ょっと不安になるようなうっそうとした小道が続きます。まちの「はひふへほ」とは、

だなと思うもの。へえ～！

男の子チーム・女の子チーム・大人チームに分かれました。

ノコみたいなのがあるよ！」「白くて堅いよ！」土のところにポツンと突き出した白いものも「こ

あちこちから「ねえ、ざ

、こっち来て！」の声が響き渡ります。つばさ君たちは竹林の土の根元

のようでした。枯葉の枝やスス

いろんな種類のどんぐり

の実・・・沢山の宝物を持ち帰りました。本当は教会や畑の先の森の方へ行く予定でしたが、手前

一方、大人チームはなかなか

「まちのはひふへほ」が見つからない様子でした。どれも大人にとっては当たり前の物なのですね。

自治会館に戻って、今度はみんなの発見したことや持ち帰ったものを題材にしてお話し作りに挑

戦です。（私は女の子チームに付き添ったので女の子チームの報告になってしまいますが）子ども

たちがとても気になったのは、不法投棄禁止の看板の下にたくさんのごみが捨てられ

そこで昔、誉田村の森に天狗のおじいさんが住んでいたという設定にして、

話になりました。でも、小学生の

女の子たちです。天狗のおじいさんは誰がやるの？が気になります。

６年生のなごみちゃんに「天狗のおじいさん役をやって

もらえないかな？」と聞くとちょっと考えてから意を決したように

「いいよ。」と言ってくれました。（本当は女の子だから可愛い役

良かったよね。でも他の子たちは低学年だし・・と引き受けて

て、本当にすごいな！と思いました。）他の子達は天狗のおじいさ

」をしたアフタフバーバンから金子ざんさんと高橋なみさ

室内の表現遊びで体も気持ちも暖まった頃、いよいよまちの探検に出発しました。

一人で歩くにはち

ょっと不安になるようなうっそうとした小道が続きます。まちの「はひふへほ」とは、

え～！と思うもの。

男の子チーム・女の子チーム・大人チームに分かれました。

ノコみたいなのがあるよ！」「白くて堅いよ！」土のところにポツンと突き出した白いものも「こ

あちこちから「ねえ、ざ

、こっち来て！」の声が響き渡ります。つばさ君たちは竹林の土の根元の丸

枯葉の枝やスス

いろんな種類のどんぐり、赤い木

の実・・・沢山の宝物を持ち帰りました。本当は教会や畑の先の森の方へ行く予定でしたが、手前

一方、大人チームはなかなか

「まちのはひふへほ」が見つからない様子でした。どれも大人にとっては当たり前の物なのですね。

自治会館に戻って、今度はみんなの発見したことや持ち帰ったものを題材にしてお話し作りに挑

戦です。（私は女の子チームに付き添ったので女の子チームの報告になってしまいますが）子ども

られたり、埋めら

そこで昔、誉田村の森に天狗のおじいさんが住んでいたという設定にして、その森

話になりました。でも、小学生の

女の子たちです。天狗のおじいさんは誰がやるの？が気になります。

６年生のなごみちゃんに「天狗のおじいさん役をやって

もらえないかな？」と聞くとちょっと考えてから意を決したように

「いいよ。」と言ってくれました。（本当は女の子だから可愛い役

良かったよね。でも他の子たちは低学年だし・・と引き受けてくれ

て、本当にすごいな！と思いました。）他の子達は天狗のおじいさ

」をしたアフタフバーバンから金子ざんさんと高橋なみさ

室内の表現遊びで体も気持ちも暖まった頃、いよいよまちの探検に出発しました。

一人で歩くにはち

ょっと不安になるようなうっそうとした小道が続きます。まちの「はひふへほ」とは、

と思うもの。

男の子チーム・女の子チーム・大人チームに分かれました。子

ノコみたいなのがあるよ！」「白くて堅いよ！」土のところにポツンと突き出した白いものも「こ

あちこちから「ねえ、ざ

の丸

枯葉の枝やスス

、赤い木

の実・・・沢山の宝物を持ち帰りました。本当は教会や畑の先の森の方へ行く予定でしたが、手前

一方、大人チームはなかなか

「まちのはひふへほ」が見つからない様子でした。どれも大人にとっては当たり前の物なのですね。 

自治会館に戻って、今度はみんなの発見したことや持ち帰ったものを題材にしてお話し作りに挑

戦です。（私は女の子チームに付き添ったので女の子チームの報告になってしまいますが）子ども

埋めら

その森

話になりました。でも、小学生の

女の子たちです。天狗のおじいさんは誰がやるの？が気になります。

６年生のなごみちゃんに「天狗のおじいさん役をやって

もらえないかな？」と聞くとちょっと考えてから意を決したように

「いいよ。」と言ってくれました。（本当は女の子だから可愛い役が

くれ

て、本当にすごいな！と思いました。）他の子達は天狗のおじいさ



んの友達の動物たちになりました。初めは恥ずかしがっていましたが、一番年下のりこちゃん（年

長さん）が

積極的なためみんなもつられて、あっと言う間

んがどんどん配役やお話の概要を紙に書いてい

っていきます

 

リハーサルとお昼休みの間に…

 どのグループもだいたいのお話の流れが決まりましたが、男の子グループは少々飽きてき

した。男の子兄弟２組の４名

合ったり

そんななか、こうすけ君のパンチがだいち君の目に当たってしまい、本気の大喧嘩になってしまい

ました。二人とも

時はこのまま収まったのですがお昼ご飯を食べ終わった頃、だいち君が通りがかりに持っていた上

着で

この時は何もおきずこうすけ君はお弁当箱を片づけていました。やがてだいち君のそばに行くと後

ろからトンっと背中を押しました。するとだいち君が

と笑顔になったのです。「ごめん！」

の笑顔でした。

 

ただの枯葉の枝も天狗のうちわに

 いよいよ本番です。はじめは大人チームの作品「

内容をスマホを検索して調べるのはさすが大人チームですね。

ペープサートのお話でした。女の子チームは「天狗のおじいさんと奇跡の

柿」です。天狗のおじいさんのところに、カラス（みちか）ウサギ（みさき）猫（まこ）犬（れい）

リス（りこ）が遊びにきました。初めはみんなで持ち帰ったどんぐりでおはじき。次は鬼ごっこ。

そして最後は大声コンテスト

案で「ほんだ、

た。

がみつけて捨てた人を懲ら

タンポポでくすぐり、ススキの穂でおしりをたたき、天狗のうちわ（枯葉の枝）でおじさんは吹き

飛ばされ、天狗のおじいさんに謝りました。

アで演出道具になっていき

んだの村人と

しますが、逆に鬼はパワーアップしてしまい、今度は鬼が苦手なすっぱい赤い実を投げて退治する

というお話です。

のなみぞうやお母さんに赤い実をぶつけるというものでしたが、なみぞう

は「子どもたちは鬼の口に入るように一生懸命投げていた。探検の時いろ

んなものを発見して竹の根元を一生懸命掘っていた時のすがたが今日の表

現活動だった。」話してくれました。立派な出来栄えを求めるのではなく、

子どもが夢中にな

もとてもすてきだなと思いました。

 最後はざんさんの小噺を聞きました。子どもがケラケラと笑う声が響き幸せな時間でした。

んの友達の動物たちになりました。初めは恥ずかしがっていましたが、一番年下のりこちゃん（年

長さん）が「私犬やりたい！

積極的なためみんなもつられて、あっと言う間

んがどんどん配役やお話の概要を紙に書いてい

っていきます

リハーサルとお昼休みの間に…

どのグループもだいたいのお話の流れが決まりましたが、男の子グループは少々飽きてき

した。男の子兄弟２組の４名

合ったりしていました。（今日はアフタフバーバンさんだから・・・と私も注意をしませんでした。）

そんななか、こうすけ君のパンチがだいち君の目に当たってしまい、本気の大喧嘩になってしまい

ました。二人とも

時はこのまま収まったのですがお昼ご飯を食べ終わった頃、だいち君が通りがかりに持っていた上

着でこうすけ君の

この時は何もおきずこうすけ君はお弁当箱を片づけていました。やがてだいち君のそばに行くと後

ろからトンっと背中を押しました。するとだいち君が

と笑顔になったのです。「ごめん！」

の笑顔でした。

ただの枯葉の枝も天狗のうちわに

いよいよ本番です。はじめは大人チームの作品「

内容をスマホを検索して調べるのはさすが大人チームですね。

ペープサートのお話でした。女の子チームは「天狗のおじいさんと奇跡の

柿」です。天狗のおじいさんのところに、カラス（みちか）ウサギ（みさき）猫（まこ）犬（れい）

リス（りこ）が遊びにきました。初めはみんなで持ち帰ったどんぐりでおはじき。次は鬼ごっこ。

そして最後は大声コンテスト

案で「ほんだ、

。その後おじさんが

がみつけて捨てた人を懲ら

タンポポでくすぐり、ススキの穂でおしりをたたき、天狗のうちわ（枯葉の枝）でおじさんは吹き

飛ばされ、天狗のおじいさんに謝りました。

アで演出道具になっていき

んだの村人と

しますが、逆に鬼はパワーアップしてしまい、今度は鬼が苦手なすっぱい赤い実を投げて退治する

というお話です。

のなみぞうやお母さんに赤い実をぶつけるというものでしたが、なみぞう

は「子どもたちは鬼の口に入るように一生懸命投げていた。探検の時いろ

んなものを発見して竹の根元を一生懸命掘っていた時のすがたが今日の表

現活動だった。」話してくれました。立派な出来栄えを求めるのではなく、

子どもが夢中にな

もとてもすてきだなと思いました。

最後はざんさんの小噺を聞きました。子どもがケラケラと笑う声が響き幸せな時間でした。

んの友達の動物たちになりました。初めは恥ずかしがっていましたが、一番年下のりこちゃん（年

私犬やりたい！

積極的なためみんなもつられて、あっと言う間

んがどんどん配役やお話の概要を紙に書いてい

っていきます。ごみを捨てる困ったおじさんはざんさんが演じることになりました。

リハーサルとお昼休みの間に…

どのグループもだいたいのお話の流れが決まりましたが、男の子グループは少々飽きてき

した。男の子兄弟２組の４名

していました。（今日はアフタフバーバンさんだから・・・と私も注意をしませんでした。）

そんななか、こうすけ君のパンチがだいち君の目に当たってしまい、本気の大喧嘩になってしまい

ました。二人ともひくにひけなくなって二人のお母さんがしっかり抑えて

時はこのまま収まったのですがお昼ご飯を食べ終わった頃、だいち君が通りがかりに持っていた上

こうすけ君の頭をぽ

この時は何もおきずこうすけ君はお弁当箱を片づけていました。やがてだいち君のそばに行くと後

ろからトンっと背中を押しました。するとだいち君が

と笑顔になったのです。「ごめん！」

の笑顔でした。 

ただの枯葉の枝も天狗のうちわに

いよいよ本番です。はじめは大人チームの作品「

内容をスマホを検索して調べるのはさすが大人チームですね。

ペープサートのお話でした。女の子チームは「天狗のおじいさんと奇跡の

柿」です。天狗のおじいさんのところに、カラス（みちか）ウサギ（みさき）猫（まこ）犬（れい）

リス（りこ）が遊びにきました。初めはみんなで持ち帰ったどんぐりでおはじき。次は鬼ごっこ。

そして最後は大声コンテスト

案で「ほんだ、ほんだ、ほんだぁ～！」とひとりずつ叫び

その後おじさんが捨

がみつけて捨てた人を懲ら

タンポポでくすぐり、ススキの穂でおしりをたたき、天狗のうちわ（枯葉の枝）でおじさんは吹き

飛ばされ、天狗のおじいさんに謝りました。

アで演出道具になっていき

んだの村人と赤い実」です。怖い鬼が誉田村にやってきて村人たちは大豆を投げてやっつけようと

しますが、逆に鬼はパワーアップしてしまい、今度は鬼が苦手なすっぱい赤い実を投げて退治する

というお話です。長いセリフもほとんどなく、村人役の男の子たちが鬼役

のなみぞうやお母さんに赤い実をぶつけるというものでしたが、なみぞう

は「子どもたちは鬼の口に入るように一生懸命投げていた。探検の時いろ

んなものを発見して竹の根元を一生懸命掘っていた時のすがたが今日の表

現活動だった。」話してくれました。立派な出来栄えを求めるのではなく、

子どもが夢中になっている姿に感動して

もとてもすてきだなと思いました。

最後はざんさんの小噺を聞きました。子どもがケラケラと笑う声が響き幸せな時間でした。

んの友達の動物たちになりました。初めは恥ずかしがっていましたが、一番年下のりこちゃん（年

私犬やりたい！」「お猿さんやりたい！

積極的なためみんなもつられて、あっと言う間

んがどんどん配役やお話の概要を紙に書いてい

ごみを捨てる困ったおじさんはざんさんが演じることになりました。

リハーサルとお昼休みの間に…素敵な

どのグループもだいたいのお話の流れが決まりましたが、男の子グループは少々飽きてき

した。男の子兄弟２組の４名なので元気いっぱいです

していました。（今日はアフタフバーバンさんだから・・・と私も注意をしませんでした。）

そんななか、こうすけ君のパンチがだいち君の目に当たってしまい、本気の大喧嘩になってしまい

ひくにひけなくなって二人のお母さんがしっかり抑えて

時はこのまま収まったのですがお昼ご飯を食べ終わった頃、だいち君が通りがかりに持っていた上

頭をぽんとかすめていきました。私はまた喧嘩になるのかとドキッとしました

この時は何もおきずこうすけ君はお弁当箱を片づけていました。やがてだいち君のそばに行くと後

ろからトンっと背中を押しました。するとだいち君が

と笑顔になったのです。「ごめん！」

ただの枯葉の枝も天狗のうちわに

いよいよ本番です。はじめは大人チームの作品「

内容をスマホを検索して調べるのはさすが大人チームですね。

ペープサートのお話でした。女の子チームは「天狗のおじいさんと奇跡の

柿」です。天狗のおじいさんのところに、カラス（みちか）ウサギ（みさき）猫（まこ）犬（れい）

リス（りこ）が遊びにきました。初めはみんなで持ち帰ったどんぐりでおはじき。次は鬼ごっこ。

そして最後は大声コンテスト。（こういう発想は子どもでないとでてきませんね。）りこちゃんの発

んだ、ほんだぁ～！」とひとりずつ叫び

捨てたいろんなゴミ（子どもたちが探検で本当にみつけたゴミ）

がみつけて捨てた人を懲らしめることになりました。皮だけになった柿でおじさんは足を滑らし、

タンポポでくすぐり、ススキの穂でおしりをたたき、天狗のうちわ（枯葉の枝）でおじさんは吹き

飛ばされ、天狗のおじいさんに謝りました。

アで演出道具になっていき、子どもたち

赤い実」です。怖い鬼が誉田村にやってきて村人たちは大豆を投げてやっつけようと
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タンポポでくすぐり、ススキの穂でおしりをたたき、天狗のうちわ（枯葉の枝）でおじさんは吹き

みんなの持ち帰ったいろいろなものが子どものアイデ

最後は男の子チームの「ほ

赤い実」です。怖い鬼が誉田村にやってきて村人たちは大豆を投げてやっつけようと

しますが、逆に鬼はパワーアップしてしまい、今度は鬼が苦手なすっぱい赤い実を投げて退治する

最後はざんさんの小噺を聞きました。子どもがケラケラと笑う声が響き幸せな時間でした。 


