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今のデフパペの想い

ワークショップについて皆で話し合ったことをお伝えします。
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メンバーのコラム

今回の担当は、榎本トオルです。
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デフ制作メンバーのコラム

今回の担当は、篠原です。

もりたび情報
もりたび情報
新作の現場から！

お知らせ

デフの公演スケジュール

新作4月公演のチケット、2011年1月17日発売開始です！
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～ワークショップについて
ワークショップについて～
について～
ワークショップを始めたきっかけはそれぞれ違うようです。
やなせは、デフの公演で生演奏をしていた際、ろうの子ども
たちが楽器に興味を示してくれたことに感動し、ろうの子ど
もたちにも音を楽しんでもらいたい、しかも人形劇付きで！
と始めました。善岡は、入団間も無い頃に舞込んだ突然の
依頼でしたが、自分の特性を生かしてコミュニケーションを
テーマにワークショップを組み立てました。榎本は試行錯誤
を繰り返しながら、参加者と一緒に時間をかけて人形劇を
作りあげるという形に辿り着きました。
それぞれの内容は違いますが、大事にしているのは、ワー
クショップ参加者に体験を通して発見してもらい、気づいて
もらうということです。学校のように専門的なことを教えると
いう立場ではなく、参加者が自ら何かを発見できるよう、誘う
立場でありたい。もちろんこれは簡単なことではありません。
それに適う自らの引き出しを増やすべく、日々悪戦苦闘、四
苦八苦です。これがワークショップか？と思われることもあ
るかも知れませんが、「発見してもらいたい」という強い思い
があるからこそ、水面に波紋を起こす小石のように、デフパ
ペメンバーは外に出ます。身近に触れ合える場所で、丸ごと
異なる振動を感じてもらいたいのです。
また発見する楽しさに気づくと、今度は自ら楽しいことを発
見するコツのようなものが摑めるのではないでしょうか。こん
な風に想像力を豊かに働かせて世界を楽しむ人間が、デフ
パペの理想です。舞台芸術を楽しみ、芸術文化を愛しむ
人々が増えれば、平和な世界の実現にも繋がる。デフパペ
の活動が、小さいながらもその一翼を担っていると信じてい
ます。
今後のワークショップの構想も広がります。1年に1回だっ
たものを、半年に1回のペースで継続的に行いたい。様々な
職場・環境にある人々と人形を遣ってコミュニケーションし、
新しい発見をしたい。またそこからどんなコミュニケーション
のコラボが生まれるか試してみたい。構想から発表まで半
年位じっくり時間を掛けて参加者と一緒に人形劇を作りた
い…などなど。皆さんのご意見もお待ちしております！
デフ・パペットシアター・ひとみ メンバー一同より
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２ヶ月に一度のこんにちわ
一度のこんにちわ
「○△□…」
○△□…」

デフメンバーが交代
でお便りします。

ｂｙ 榎本トオル
榎本トオル

先日、京都市立七条小学校にコミュニケーションというワーク
ショップのアーティスト講師として、やなせと善岡と行きました。
「子どものための優れた舞台芸術体験」の一環として、10月から
３回に分けて３年生と４年生に行いました。
その中のプログラムの一つ、「テーマを決めて、〇△☐で形を
つくって動きを表現して、気持ちを伝えることができるかな？」

制作メンバーのコラムです

｢台風接近!!」
台風接近 」 ｂｙ 篠原

「稲むらの火
むらの火」 ※学校公演

11月20日(土) 栃木県佐野市文化会館・小ホール（開演14:30）
11月26日(金) 新潟県上越市 リージョンプラザ上越(開演19:00)
12月 3日(金) 山梨県甲府市 県民文化ホール・小ホール
（開演18:30）
2011年 1月16日(日) 神奈川県横須賀市
くの方はぜひご来
はぜひご来
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット お近くの方
場下さい！
さい！詳しくはデ
しくはデ
（開演14:30） 場下さい
フパペ事務所
フパペ事務所まで
事務所まで。
まで。
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子どもたちの声から…
〇△☐で、動物や魚などの生き物や人の形を作れるとは思いま
せんでした。作れた時は嬉しかったです。コミュニケーションは気
持ちを伝えることが大事なんだということを学習して楽しかったで
す。手話で気持ちを話したい！また来てください。
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公演スケジュール・お知らせ

もりたび情報

とても楽しく、面白かったです。

「はこ/
はこ/ＢＯＸＥＳ じいちゃんのオルゴール
じいちゃんのオルゴール♪
オルゴール♪」

最 近 は 公 演 の 時 に、舞 台 に パ ン チ カ ー ペ ッ ト を 敷 く こ と が 多
かったデフパペ。今度はリノリウムを敷きます。これはダンスの舞
台などで使うゴム製の敷物で、とにかく重い！真っ直ぐ並べてき
れいに敷き詰めるのは一苦労。実はちょっと数字が苦手な榎本舞
台監督指示の下、みんなで慎重に長さを測りながら寸法を合わせ
ていきます。すると、美しいウユニ塩湖のような平面が出来上がり
ました☆☆☆☆☆☆ここを歩く人形の構造を決めるのが悩み所で
す。人形は製作に時間がものすごく掛かるので、取り合えず作っ
ちゃえというわけには行きません。作り直しは利かないのでこち
らも入念に考えます。足を付けた方が良いのか、または無い方がよ
り歩きが伝わるのか。手は人形に付けるか、または役者の生の手を
使うか。実際にはまだ無い人形と舞台を頭の中で描きながら場面
ごとの動きを確認し、とうとう演出家くすのき氏は人形・舞台美術
に決着をつけ、「年明け稽古初日は５キロ走」という言葉を残して
帰って往かれました。後は満を持して本稽古を待つばかり。とその
前に、我々メンバーは大道具作り、アトリエ（ひとみ座美術部）で
人形製作手伝い、トレーニング、台本読み合わせ、ＰＲと、忙しく
なりますよ～！
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子どもたちから、こんな発想でこんな形でいろんなものが生ま
れました。

先生からの声…
一人で発表するのは簡単に出来たけど、グルー
プになると、皆で考えて表現するのは、なかなか
難しいようだった。でも、発表ではまとまったいい
形が出来て感激。子どもたちに拍手したくなりま
した。

全国の皆さん、こんにちは。
先日の台風14号には肝を冷やされました。台風がちょうど日本列
島を通過する30日・31日に、ちょうど二つの学校での上演を控え
ていたからです。もし公演当日に暴風警報が発令された場合、児童
生徒は登校できないので、公演を延期しなくてはなりません。その 17%2495)/0!3$&'(*+,:8#6".-17%2495)/0!3$&'(*+,:8#6".週は各学校の担当の先生と、延期の場合の対応や日程調整について
デフ・パペットシアター・ひとみ
電話で何度も話し合いました。
公演を主催してくださる方大募集！
しかしこの件については幸いなことに台風は速度を速め、進路も
友
の会 会員募集中！
会員募集中！
デフパペの公演をあなたの町で開催し
南寄りになったおかげで、両校とも無事上演を行うことができまし
観劇料の割引や友の会通信
ませんか？主催者様、または私たちと一
た。30日に横浜の中学校で「はこ/ＢＯＸＥＳ」を上演。バラシ終
緒に活動してくださる実行委員さんを大募
などデフパペがより身近になる
了後同日中に三重県に移動し、31日に小学校で「一寸法師」を上
集しています。
特典をご用意しています。
演…そして同日夜に帰団という強行スケジュール。東進する台風の
2011年、いよいよ「はこ／BOXES じい
詳しくは、デフ・パペットシア
中を突っ切って移動し、公演をやり遂げ無事に帰ってきたメンバー
ちゃんのオルゴール♪」はラストランで
ター・ひとみ事務所までお問い
のみんな…お疲れ様でした。
す。また４月からは新作「森と夜と世界の
合わせください。
人形劇を楽しみにしていたという両校の児童・生徒(それと先生
果てへの旅」が始動します。
年会費
：１５００円
も)の皆さんに、大層喜んでいただけて、いやー良かったです。で
ペア会員 ：２５００円
も公演日程は無理のないように考えないと、想定外の事態に対応で 詳しくはデフパペ事務局までお問合せ下さい。
きない心配があると肝に銘じた一件でした。

12月15日(水) 富山県立富山聴覚総合支援学校
観劇をご希望の方は、事前にデフパペ事務所にご連絡下さい。

「一寸法師」
一寸法師」 ※短縮版です
12月 6日(月) 東京都豊島区 第30回ふれあいフェスティバル
豊島公会堂 式典終了後14:00～予定

音ワークショップ「
ワークショップ「音・おと・
おと・オト…
オト…OTO（
OTO（やなせ・
やなせ・善岡）」
善岡）」
11月18日(木) 埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園幼稚部
11月22日(月）千葉県立館山聾学校
11月24日(水）愛知県立岡崎聾学校
11月29日(月) 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園
12月 1日(水) 神奈川県横須賀市立ろう学校
12月 7日(火) 東京都立大塚ろう学校

「善岡修ワークショップ
善岡修ワークショップ」
ワークショップ」
11月30日(火) 東京都立中央ろう学校
12月14日(火) 富山県立富山聴覚総合支援学校

「榎本トオルワークショップ
榎本トオルワークショップ」
トオルワークショップ」
12月 5日(日) 埼玉県本庄市 本庄市役所市民ホール

★新作「
新作「森と夜と世界の
世界の果てへの旅
てへの旅」初演日程★
初演日程★
全労済ホール スペース・ゼロ（東京都・新宿）
(全労済文化フェスティバル2011参加)
2011年
4月
8日
2011
年 4
月 8
日(金) 19:00
4月
9日
4
月 9
日(土) 14:00
4月
10日
4
月10
日(日) 14:00
【チケット料金】全席指定・消費税込
前売 一般 3000円
高校生以下 2000円 当日各500円増
介助者割引 1500円(前売･当日共）
【発売開始日】2011年1月17日(月)
お申し込みはデフ・パペットシアター・ひとみ
TEL 044-777-2228(平日10:00～18:00)
FAX 044-777-3570
e-mail: deafticket@puppet.or.jp(チケット専用）

