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. 梅雨が明け、本格的な夏到来です。

6月12日の総会で新しい執行体制が決まりました。総

会報告を同封しましたのでご覧ください。頼りない事務

局長ですが、皆さんに助けていただき、粗相のないよう

に務めたいと思っておりますので、よろしくお願い致しま

す。

事務所をプーク人形劇場の一室に移してそろそろ1

年になります。プークの方が顔を出したり、「ひろば」の

編集委員の方が来てパソコンを叩いたり、たまに人形

劇人協会の会議のためにいろいろな劇団の方がいらし

たり、なかなか賑やかな事務所です。

そんな人々の集まりの中から楽しいことや、新しいこ

とが生まれてきます。そういうつながりこそがウニマの

財産であり、これからの人形劇を支える力なのだと思い

ます。皆さまも新宿に来て時間がありましたら、是非、

事務所にお立ち寄りください。遠方の方はお手紙、電子

メール、ファックス、なんでも結構です、一緒に楽しいこ

と、新しいことを考えていきましょう。

2005年7月25日 事務局長：松澤文子

今年度の事務所の開設時間

月曜日 10：00～16：00 佐藤澄子

火曜日 10：00～16：00 佐藤典子

水曜日 11：00～17：00 草間識才

13：00～17：00 竹内とよ子

木曜日 10：00～16：00 佐藤典子

金曜日 10：00～16：00 佐藤典子

【事務所の夏休みのお知らせ】

下記の期間事務所を夏休みとします。

★8月8日（月）～19日（金）

ウ ニ マ の 行 事

会場記載のない会議は東京新宿日本ウニマ事務所

＜2005 年＞

◆たんぽぽサロン

たんぽぽ委員会担当で、月に1回事務所でサロンを開

いています。毎回楽しいお喋りとお料理で笑顔溢れる

ひとときです。どなたでもご参加いただけます。

時間は毎回18：00～20：30。会費1000円（非会員150

0円）ご参加の方は、事務局までお申し込みください。

8月はお休み、9月30日（金）、10月14日（金）、11月は

お休み、12月19日（月）

参加者13名▽5月13日（金） 第7回たんぽぽサロン

：《会員》伊東史朗、海老澤高美、小梛田美子、久保田

紘子、坂本妙子、佐藤澄子、清水治信、杉田信博、高

畠ルミ、松澤文子、三上つとむ、和気瑞江、渡辺真知子

▽7月11日（金）

第8回たんぽぽサロン《三橋雄一さん日本ウニマ功労

参加者11名：《会員》うそまこ会員顕彰お祝いの会》

と、海老澤高美、小梛田美子、佐藤澄子、高畠ルミ、三

橋雄一、和気瑞江、渡辺真知子《メイト》尾崎フミコ、星

幸恵《一般》遊佐保郎

◇4月9日（土）～10日（日） 天津司舞見学会（甲府市

4/9夜に甲府市内小瀬町：天津司神社、諏訪神社）

の湯村ホテルにて会食、4/10天津司神社にて、ご神体

の人形を組み立てる“おからくり”を見学、お昼に出発す

る巡行の“おなり”に連なり諏訪神社へ到着。桜咲く境

内に設けられた御船囲で行われるご神体の舞“お狂い”

を見学しました。同封の『人形劇のひろば』88号に記事

を掲載しましたので、そちらをご覧下さい。参加者28名

《会員》新井智子、荒石勝江、有吉英子、海老澤高美、

小梛田美子、坂間雅子、佐藤澄子、佐藤達雄、佐藤典

子、杉田信博、千田靖子、竹内とよ子、丹下節子、丹下

進、西川古柳、長谷詔夫、ふじいごろう、藤原玄洋、松

崎行代、松澤文子、森元勝人、諸川充子、和気瑞江、

芳川雅勇《メイト》大隅信子《一般》今永登美子、植松敏

明、ふじいえりこ。

◆6月11日（土）～12日（日） 2005年度第35回総会（名

6/11に損保ジャパン人形劇場ひまわりホール古屋）

にて、人形劇団ちんどん『だるまちゃんとかみなりちゃ

ん』『こんなのできちゃった』観劇後、マイクロバスで移動

し、千田靖子副会長のご案内により、「有松山車会館」

見学、人形劇団むすび座の稽古場にて丹下進シェフメ

ニューのお料理で交流懇親会を持ちました。6/12には

ひまわりホールにて総会を開催し、活発な討論が行わ

れ、新役員を選出、日本ウニマ名誉会員に須藤三男氏

（人形劇団フランボ）、功労会員には三橋雄一氏の推薦

を承認しました。詳細は同封の総会報告書をご覧下さ

い＊総会開催にあたりましては、丹下進さん（人形劇団
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ちんどん）、中康彦さん（愛知人形劇センター）、人形劇

団むすび座、損保ジャパン人形劇場ひまわりホールの

ご協力をいただきました。心よりお礼申し上げます。参

加者25名《会員》相川博治、鐙龍光、有吉英子、うそま

こと、海老澤高美、小梛田美子、小澤幸雄、鹿島佳子、

くすのき燕、黒沢クニ子、佐久間久子、杉田信博、須藤

三男、千田靖子、平常、辰巳鈴太郎、丹下進、中康彦、

永草友士、橋本道子、古田克司、松尾貴子、松澤文

子、芳川雅勇、和気瑞江。

6/11の交流懇親会参加の※国際会議参加旅費基金

皆様から基金へ5万円のカンパをいただきました。基金

は執行委員会、評議会等への活動を支えることを目的

としています。ありがとうございました。

【日本ウニマ幹事会】（2005年～2006）

会長：杉田信博［フリー］、副会長：小 田美子［人形劇梛

団プーク］、千田靖子［ミネルバ名古屋］、事務局長：松

澤文子［（財）現代人形劇センター］、幹事：鐙龍光［あ・

ぶ・ぶ＠人形劇場］、うそまこと［げきだん はてな］、く

すのき燕［人形芝居 燕屋］、西川古柳［八王子車人形

西川古柳座］、藤原玄洋［日本人形劇研究所/GEN人

形劇クリニック］、芳川雅勇［人形劇団クラルテ］、和気瑞

江［パペット・マーケット］

----------------------------------------

〈2005年〉

▽3月21日（振休） 世界人形劇の日

▽3月24日（金） 平成17年度文化庁芸術創造活動重

点支援事業および芸術団体人材育成支援事業説明会

に、小梛田美子副会長と松澤文子幹事が出席。東京・

こまばエミナース。

▽3月25日（金） 役員選考委員会

▽3月31日（木） 『人形劇のひろば』87号他の発送

▽4月8日（金） 定例事務局会議

▽4月9日（土） 第4回幹事会（甲府）

▽4月9日（土）～10日（日） 天津司舞見学会（甲府市

小瀬町：天津司神社、諏訪神社）

▽4月14日（木） 文化庁へ平成17年度芸術団体人材

育成支援事業へ申請書類を提出

▽4月25日（月） 年鑑プロジェクト、第1回年鑑製作委

員会。

▽5月1日（日） 竹田扇之助名誉会長、小梛、千田両

副会長と杉田事務局長が愛知県で開催中の愛・地球

博にて上演中のカナダ：ケベック州の人形劇団TMC(TH

EATRE DE DAME DE COEUR)を訪問し、ケベックの

ウニマ代表のアンドレ・ロウ氏らと交流。

▽5月5日（木） 04年鑑発送

▽5月13日（金） 定例事務局会議、年鑑打合せ、第7

回たんぽぽサロン。

▽5月16日（月） 第1回幹事会、『人形劇のひろば』編

集会議、年鑑打合せ

▽5月19日（木） 総会討議資料発送

▽6月6日（月） 会計監査

▽6月8日（水） 定例事務局会議

▽6月11日（土）～12日（日） 2005年度第35回総会（名

古屋：損保ジャパン人形劇場ひまわりホールほか）

▽6月12日（日） 第1回幹事会（ひまわりホール）

▽6月22日（水） 第2回年鑑製作委員会

▽6月27日（月） 第2回幹事会

▽6月30日（木） 定例事務局会議

▽7月1日（金）～3日（日） 執行委員会（クロアチア：シ

ベニク）に小梛国際ウニマ副会長が出席。

▽7月5日（火） 文化庁より平成17年度芸術団体人材

育成支援事業採択の通知届く

▽7月8日（金） 杉田新会長の挨拶状と05年鑑上演活

動記録ほか発送

▽7月11日（月） 第8回たんぽぽサロン

▼7月27日（水） 定例事務局会議

▼7月29日（金） 『人形劇のひろば』88号ほか発送

▼9月2日（金） 定例事務局会議

▼9月25日（日）～10月3日（月） アジア太平洋委員会

（シンガポール）

▼10月初旬 第3回幹事会

〈2006年〉

▼4月22日（土）～23日（日） 第4回人形劇21世紀会議

（名古屋） 主催：日本人形劇ネットワーク

▼秋 執行委員会（スペイン：トローサ）

---------------------------------------

■日本ウニマのメーリングリスト（ピーパンチ）

インターネットで情報交換、電子メールアドレスをお持ち

の方はどなたでも参加できます。参加は無料です。店

長：藤原玄洋（電子情報委員会）。

メールをppunch-subscribe@egroups.co.jpに送ると参

加できます。その際、本文は不要です。参加依頼メール

を出すと、すぐに「ホントに参加するの」とメールが来ま

すので、そのアドレスにそのまま返信すれば、参加登録

完了です。参考ホームページは http://groups.yahoo.c

o.jp/group/ppunch/

は7月6日をもっ［国際版(英語)］World Puppeteers Net

て、閉鎖いたしました。

---------------------------------------

【実行委員会参加】地震・津波防災と稲むらの火 地

〈事業〉愛知万博地球市民村に球市民村実行委員会

おける地震と津波防災と稲むらの火関連イベント 〈期

日〉7月23（土）・24日（日） 〈会場〉愛・地球博地球市民

村市民交流ホール 〈料金）万博入場料のみ

【後援】シンポジウム 人を育てる（Ⅱ）ー養成・研修へ

（期日）4月26日(火)・27日（水）のカリキュラムー

（会場）芸能花伝舎（東京・新宿） （主催）日本人形劇

人協会 （料金）有料

（期日）6月【後援】第18回池袋いけいけ人形劇まつり

26日(日) （会場） 豊島区民センター（東京） （主催）

池袋いけいけ人形劇まつり実行委員会℡（03）3953-38

74（藤原、夜間のみ） （料金）有料
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（期【後援】第10回受け継がれてゆく伝統人形芝居

日）7月2日(土)～4日（月） （会場）西川古柳座・東京

芸術劇場 （主催） 八王子車人形西川古柳座℡（042

6）52-1222・全日本郷土芸能協会 （入場料） 有料

【後援】第11回柏市おはなし会ｓ’わくわく人形劇まつり

（期日）7月17日(日) （会場）柏市中央公民館、教育

福祉会館 （主催） 柏子どもの文化連絡会℡（04）716

9-2140 （入場料） 無料

〈期日）7月23日【後援】夏休みワクワク大作戦2005

(土)～8月31日（水）〈会場） プーク人形劇場（東京・新

宿）〈主催）夏休みワクワク大作戦2005実行委員会℡（0

3）3379-0234 〈料金〉有料

期日〉8月4日（木）【後援】いいだ人形劇フェスタ2005 〈

～7日（日） 〈会場〉飯田市内全域 〈主催〉いいだ人

形劇フェスタ実行委員会・飯田市・飯田市教育委員会

〈料金〉有料

【後援】2005年日・ＥＵ市民交流年記念事業 ＥＵ児童

（期日）8月4日青少年演劇日本縦断招聘公演2005

(木)～18日（木） （実施都市）6都道府県（東京、鳥取、

北海道、沖縄、鹿児島、熊本）36会場、18劇団による78

公演 （主催）ＥＵ児童青少年演劇日本縦断招聘公演

2005実行委員会各都市現地実行委員会℡（0422）41-8

952 （入場料）有料

【後援】人形浄瑠璃「文楽」世界無形遺産宣言記念 大

（期日）11月3日阪国際人形劇フェスティバル2005

(木)～13日（日） （会場）上演：国立文楽劇場ほか、展

示：大阪国際交流センターギャラリー （主催） 大阪市

大阪国際人形劇フェスティバル2005実行委員会 （入

場料） 有料

〈期日〉9月1【後援】第1回とらまる人形劇カーニバル

7日（土）～19日（月・祝） 〈会場〉人形劇場とらまる座・

とらまる公園施設内（東かがわ市） 〈主催〉とらまる人

形劇カーニバル実行委員会・東かがわ市、東かがわ市

教育委員会 〈料金〉有料

【後援】シリーズアジアの人形芝居part11ラオス国立人

〈期日）11月14日(月)～20日（日） （会形劇場公演

場）青山こどもの城（ワークショップ）、川崎市立橘高校、

アサヒアートスクエア（墨田区）、川崎市立国際交流セン

ター （主催） （財）現代人形劇センターほか 〈入場

料） 有料

国 内 の 人 形 劇 情 報

eMail=unima-jp@mbg.nifty.com情報は

【催 事】

〈2005年〉

期日：3月17日（木）～◇2005国際芸術フェスティバル

9月22日（木） 会場：愛知県下の公立文化施設、民間

文化施設、屋外等 主催：2005国際芸術フェスティバ

ル協議会 ℡＆Ｆａｘ052-232-2271 eMail:itcn@msc.b

iglobe.ne.jp URL:http://www.2005festival.net

期日：5月5日会◇ぶんげい・こどもの日人形劇まつり

場：京都府立文化芸術会館 ℡075-222-1046

期日：5月◇05三島市立楽寿園人形劇フェスティバル

3日（火）～20日（金） 会場：楽寿園 ℡0559-75-2570

期日：7月16◇第5回人形劇フェスティバルinいわた

日（土）・17日（日） 会場：文化振興センター ℡0538

-36-6244（八木）

期日：）7月23日(土)～◆夏休みワクワク大作戦2005

8月31日（水） 会場：プーク人形劇場（東京・新宿）主

催：夏休みワクワク大作戦2005実行委員会℡（03）3379

-0234

期日：8月4日（木）～7◆いいだ人形劇フェスタ2005

日（日） 会場：飯田市内全域 主催：いいだ人形劇フ

ェスタ実行委員会・飯田市・飯田市教育委員会 問合：

実行委員会事務局 ℡0265-23-3552 Ｆａｘ0265-23-

3533 URL www.iida-puppet.com eMail:festa@iida-

puppet.com

期日：8◆人形のまち にしはるパペットフェスタ2005

月20日（土）・21日（日） 会場：西春町文化勤労会館℡0

568-25-5111 Ｆａｘ0568-25-5163 eMail:bunkin@town.

nishiharu.aichi.jp URL http://town.nishiharu.aichi.jp

/~bunkin/ 主催：にしはるパペットフェスタ実行委員会・

西春町教育委員会

期日◆人形劇の祭典 喜之助フェスティバル瀬戸内

：8月20日（土）・21日（日） 会場：瀬戸内市邑久町公民

館 主催：喜之助フェスティバル実行委員会 ℡0869-

22-2294 Ｆａｘ0869-22-3304 ｅＭａｉｌ：kikaku@city.set

ouchi.ｌg.jp URL ｌg.jphttp://www.city.setouchi.

期日：9月17日◆第1回とらまる人形劇カーニバル

（土）～19日（月・祝） 会場：人形劇場とらまる座・とらま

る公園施設内（東かがわ市） 主催：とらまる人形劇カ

ーニバル実行委員会・東かがわ市、東かがわ市教育委

員会 問合：実行委員会事務局 ℡0879-33-2750

Ｆａｘ0879-33-2973 eMail:m100223@city.higashikagaw

a.kagawa.jp

期日：10◆ひまわりホール パペットフェスティバル

月9日（日）・10日（振休） 会場：名古屋・損保ジャパン

人形劇場ひまわりホール 主催：愛知人形劇センター

℡052-953-3717 Ｆａｘ052-953-3680 URL http:/

/homepage3.nifty.com/apc/ eMail:aichi-puppet@nifty.

com

◆第20回国民文化祭・ふくい2005 まつおか人形劇カ

期日：10月22日（土）・23（日） 会場：福井ーニバル

県松岡町 問合：第20回国民文化祭松岡町実行委員

会事務局Tel0776-61-3400

◆人形浄瑠璃「文楽」世界無形遺産宣言記念 大阪国

期日：11月3日(木)～13際人形劇フェスティバル2005

日（日） 会場： 上演：国立文楽劇場ほか、展示：大

阪国際交流センターギャラリー 主催：大阪市・大阪国

際人形劇フェスティバル2005実行委員会

期日：11月18日（金）～◆第17回いなさ人形劇まつり
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20日（日） 問合：いなさ人形劇まつり実行委員会（引

佐町役場企画商工観光課内） ℡053-542-1113 Ｆａ

ｘ053-542-2226 URL http://www.habi.ne.jp/inasa/c

ho/puppet/ eMail:inasa.info@za.tnc.ne.jp

期日：12月4日◆第17回おはなしフェスティバル2005

（土） 会場：松戸市民会館 主催：財団法人松戸市お

はなしキャラバン℡047-344-3037 Ｆａｘ047-344-3092

期間：11月19日(土)～20日◆爺・婆たちの人形劇祭

(日) 会場：人形劇研修所 木偶塾（香川県三木町）

主催：爺・婆たちの人形劇祭実行委員会℡087-898-4

264

〈2006年〉

ル 山口県光市◆国民文化祭 人形劇フェスティバ

期間：4月22日（土）～23◆第4回人形劇21世紀会議

日（日） 場所：名古屋 主催：日本人形劇ネットワーク

℡044-777-2228 Fax044-777-3570 eMail:info@pupp

et-net.jp URL http://www.puppet-net.jp/

海 外 の 人 形 劇 情 報

☆印のついている項目は、事務局に

詳細があります。お問い合わせください。

【2008年ウニマ大会】

◆次回大会は、オーストラリア・パースで開催されます。

南半球でのはじめての大会です。5月第1週という情報

が入りました。

【国際ウニマ】

◆執行委員会

7月1日～3日にクロアチア・シベニクにて開催され、

小梛執行委員が出席し、世界人形劇百科事典などに

ついて討議しました。6/29出発、7/9帰国。

◆アジア太平洋委員会

期日： 7月オーストラリア開催の予定でしたが、9月25

日～10月2日、シンガポール開催に変わりました。併せ

てフェスティバルも開催されます。杉田委員が出席の予

定です。

www.unima.org◆国際ウニマのホームページ：

が、出版委員◆国際ウニマ通信への記事提供の要請

会から届きました。取捨選択は出版委員会と書記局で

行いますが、情報提供をとのことです。日本ウニマ国際

委員会からも随時情報を送ります。

】フランス：シャルルビル・メジェ【国際人形劇研究所

www.marionnette.comール

第６期生（15名）◆☆ESNAM国立人形劇芸術高等学院

卒業公演 2005年6月23日～27日

【手紙・電子メール】

から、◆☆アメリカ ブレッド・アンド・パペット・シアター

イラン・ツアーの報告などが届きました。

から、アヴ◆☆フランス レオ・ターマク・プロダクション

ィニョン・オフフェスティバル参加のキャバレー・デカダン

ス公演の案内が届きました。

について電子メールが◆カナダ アーリン美術賞2006

www.arlynaward.org届きました。詳細は事務局または

から、来日公演希◆ブラジル テアトロ・デ・ラ・プラザ

望の電子メールが届きました。

【フェスティバル・講座等】

＜2005年＞

◆☆フランス：シャルルビル・メジェール 2005年サマ

「オブジェクト、その音、そのリズム」７ーワークショップ

月4日～22日 「俳優とその分身」8月16日～9月2日

www.marionnette.com

◆アメリカ：バーモント州プトニー サンドグラス・サマ

７月10日～30日 wwーシアター・インスティチュート

w.landmark.edu

◆☆アメリカ：ミネソタ州セントポール アメリカ人形劇

Puppet Fest 2005人協会ナショナルフェスティバル

www.puppetfest2005.org７月24日～30日

◆☆アメリカ：マサチューセッツ コ・フェスティバル・オ

8月1日～7日 wwブ・パフォーマンス世界人形劇週間

w.kofest.com

◆☆リトアニア：ビリニュス ウシンスカス生誕100周年

9月30日～10月4日 日本独自のあや記念人形劇祭

つり人形公演もしくはデモンストレーションを募集(在リト

アニア日本国大使館文化担当・丸山千紗子 chisako.m

aruyama@emb-japan.li)

◆☆パキスタン：ラホール 2005パキスタン世界舞台

11月17日～27日 ＊音楽、演劇、人形映像芸術祭

劇、舞踊、映像のフェスティバル。上演参加希望の申込

締切は9月1日。詳細は事務局まで。

＜2006年＞

◆フランス：シャルルビル・メジェール 第14回シャル

9月15ルビル・メジェール世界人形劇フェスティバル

日～24日 ＊2005年7月31日までに上演参加希望の

方は申し込みしてください。2006年春にプログラム発表

（フェスティバルのウィの予定。www.marionnette.com

）ンドウを開いてください。

◆☆中国：河北省唐山市 国際皮影芸術祭（プロの影

9月18日～25日 ＊日本からは絵劇フェスティバル）

影絵劇団かかし座が上演参加の予定です。

◆☆シンガポール：シンガポール国際人形劇フェスティ

アジア太平洋委員会と併バル 9月25日～10月2日

日本、アイルランド、インド、アメリカの劇団が参加の催。

。予定

＜200８年＞

2008年５月◆☆オーストラリア：パース ウニマ2008

第１週

【来日公演】

◆2005年日本国際博覧会新文化創造イベント ミュー

5月１日～8日 万博長ジカルファンタジーHARMONY

久手会場EXPOホール Theatre de la Dame de Coe

ur（カナダケベック州）と日本プロダクションとの合作。
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◆2005年日・ＥＵ市民交流年記念事業 ＥＵ児童青少

期日： 8月4日(木)～年演劇日本縦断招聘公演2005

18日（木） 実施都市： 6都道府県（東京、鳥取、北海

道、沖縄、鹿児島、熊本）36会場、18ヶ国18劇団による7

8公演（関連事業として、ワークショップも開催） ＊8月

8日（月）には、国際交流基金国際会議場において、記

念国際シンポジウム（仮称）を開催の予定。主催： ＥＵ

児童青少年演劇日本縦断招聘公演2005実行委員会各

都市現地実行委員会℡0422-41-8952 eMail:eu@tac2

m005.co

◆日本におけるドイツ年 ハレ市人形劇団「蝶の工房」

期日：8月31日（水） 会場： 可児市文化創造センタ

1ー 0574-60-331

◆シリーズアジアの人形芝居part11ラオス国立人形劇

期日：11月14日(月)～20日（日） 会場：）青場公演

山こどもの城（ワークショップ）、川崎市立橘高校、アサヒ

アートスクエア（墨田区）、川崎市立国際交流センター

（主催） （財）現代人形劇センター（℡044-777-222

8）ほか

【資 料】

から会報 Playboard (2005◆☆アメリカ人形劇人協会

年３月４月号と５月６月号)と機関誌 Puppetry Journal

（2004年冬号と２００５年春号）が届きました。Puppetry J

ournal ２００５年春号には、大阪乙女文楽の木村真奈

美さんのロサンゼルス公演の記事が掲載されています。

から、Puppetry International 17号が届◆☆ウニマUSA

きました。

から、Austrarilan Puppeteer◆☆オーストラリアウニマ

夏号と秋号が届きました。

から雑誌 double 04 が届きました。◆☆ドイツ：DFP

から、manip 03号が届きました。◆☆フランス：THEEMA

から、会報2005年◆☆フランス：人形劇とセラピー協会

2号が届きました。

から会報2005年春◆☆カナダ：ケベック人形劇人協会

号（16巻2号）が届きました。

受 賞

須藤三男（人形劇団フラン◆日本ウニマ名誉会員

ボ）

三橋雄一（川尻泰司記念日◆日本ウニマ功労会員

本人形劇研究所）

金賞（マッシュルーム◆第16回いなさ人形劇まつり

賞）：くわえぱぺっとステージ＆ひつじのカンパニー、銀

賞（オレンジ賞）：平常、だるま森、特別賞（アザレア賞）：

大沢直［人形劇童心座］

竹田洋一（人形劇団えりっ◆2004年度全児演奨励賞

こ）

。★おめでとうございます

住所等の変更

【劇団】

ＨＰアドレス http://www7a.b▼あ・ぶ・ぶ＠人形劇場

iglobe.ne.jp/~abubu/

▼人形劇団ひぽぽたあむ

http://hipopotaamu.com/ＨＰアドレス

《新規》

▼人形芝居 燕屋

151-0072東京都渋谷区幡ヶ谷2-18-10

ｈｔｔｐ：／℡03-3378‐3331 fax.03-5371-3895 ＨＰ

／ｔｓｕｂａｍｅ．net

【団体】

160-0023東京都新宿区▼全国専門人形劇団協議会

西新宿6-12-30 ℡03-5909-3072 Fax03-5909-307

3 eMail：office@zenninkyo.jp

訃 報

オーストラリアウ▼ロリー・ガードナー Loriie Gardner

ニマ前会長 2001年ー2004年在職

３５年間、ガードナー人形劇団として学校や施設で上

演活動を行った。

ブルガリアのヴァルナ人▼サショ・Ｔ・アレクサンドロフ

形劇場の男優。6月11日癌のため逝去。享年55歳。

90、92，93年の日本ツアーに参加し、『星の子』を上

演。

会 員 の 声

5月20日着信▼オパ 山口［腹話術あいうえお］

この度、日本ウニマに再入会いたしました「腹話術あ

いうえお」のオパ山口申します。どうぞよろしくご指導を

賜りますようお願い申し上げます。

去年９月、息子と一緒にドイツの小さな町エッピンゲ

ンで人形劇団クラルテの公演を観、食事をご一緒させ

ていただいた事は、いい思い出になりました。

５月には「腹話術あいうえお」ホームページを公開、早い

もので一年が過ぎました。一日が一秒間のように感じる

今日この頃です。

5月24日着信▼沢則行［Nori Sawa's art Theatre］

ヨーロッパで仕事を始めて15年目。とても長くて忙し

い、でも楽しい旅を続けているような‥。 ふと、日本ウ

ニマに、そしてとてもたくさんの方々に支えられて今ある

自分、というものを思いました。人とのつながりは大切に

しなさい、って扇之助師匠によく叱られたなあ。

春の終わりまでにスロヴァキア、チェコ、イタリアとツア

ーが続いて、夏から日本、英国で新作づくりやワークシ

ョップが始まります。 また、どこかで‥
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6月13日着信▼やまもとちょび［人形劇団やじろべえ］

全国どこでもそうなのでしょうが人形劇人の年令が高

くなっていく一方です。特に？九州は人形劇をやってい

る人はおじさん、おばさんばかりで若者なんてどこに消

えたのやら見当りません。「ここは姥捨て山か？」と思う

ほどです。私が50才なのにかなりの若手なのです。

どうにか若返りをはからなければこのままでは足腰立

たない奴ばかりが車イスに乗って人形劇をするハメにな

ってしまいます。「若い子よ集れ！美味しいものはこっち

にもあるぞ！」みんな若返り？育成？ガンバロウ！オ

ー！

7月8日着信▼納富俊郎［人形劇団ののはな］

去年の11月に北九州で子育ての講演会を開きまし

た。講師は児童精神医の佐々木正美先生です。この方

は、お医者さんです。教育者や心理学者ではありませ

ん。 「こどもの心の声がきこえますか」というタイトルで、

子どもたちの現状と原因、それらに対し大人がどのよう

にすればいいのかということを話していただきました。

この佐々木先生は「こどもへのまなざし」をはじめ数多

くの本をいろいろの出版社から出されていますが、とて

もわかりやすく、あたたかく、こうすればいいのですよと

やさしく説かれます。なにより、愛を感じます。とてもす

ばらしい先生です。未来のために働くことがどんなに大

事なことかととても一生懸命活動されています。私は尊

敬しています。

その講演録を作りましたので（たくさん作ったのです）

興味のある方はお分けしますので、買ってください。１部

200円です。A5判40ページですから、1ページ5円です

ね。とても安いと思います。

なにより、きっと皆さんの役に立つ話だと思います。

10部以上買われる方には1部150円で結構です。

ただし、いずれも送料は負担していただきます。

連絡は、下記までお願いします。

℡＆Fax(093)582-5139 nonohana81@ybb.ne.jp

7月10▼とくなが（西本）恭子［人形劇団こんぺいとう］

日着信

あの日の広島の朝は、あおい空にあかとんぼがいっ

ぱいだったのです。

1990年から91年にかけて県立保育専門学校の授業

れまの中で 被爆人形劇 あかとんぼやけた は創ら

した。その4年後の95年に再演をし、今年8月にも再び

公演する事になりました。卒業して10余年経ち、仕事も

母親としても プロになった彼女たちは 今懸命に

稽古中です。まだまだ、未熟なグループですがご覧い

ただければ 嬉しいかぎりです。人形劇あかとんぼやけ

た 日時：8月13日（土）12：00，14：30 ところ：広島市

こども文化科学館アポロホール 入場無料

「会員の声」の一言をお待ちしています。

250字位まででお願いします。郵便かファックス、

または下記までに送付を！

eMail:unima-jp@mbg.nifty.jp

書籍・グッズ

【新着案内】

◆☆ 発行：国際ウニマ出版『ウニマ・マガジン』第4号

コミュニケーション委員会 ほぼA4版、80頁。白黒・カラ

ー写真あり。英語版。販価2100円（送料込） 『チェコ人

形劇のルーツを探る』などの記事、国際ウニマ情報な

ど。

編集：人形座再発見の会 発行：◆『人形座脚本集』

晩成書房 Ａ5版、184頁 1部1800円＋税 昨年群

馬、東京、東かがわ市で「1950年代を切り拓いた劇人形

たち」展を開催した人形座再発見の会から、木村次郎

作『瓜子姫とあまのじゃく』など8編の脚本集が出されま

した。購入ご希望の方は、人形座再発見の会℡03-346

5-3584（井村方）まで。

【在庫案内】

◆☆ 発行：世界ウニマ出版『ウニマ・マガジン』第3号

コミュニケーション委員会 ほぼA4版、79頁。白黒・カラ

ー写真あり。英語版。販価2100円（送料込） シシリー

の人形劇紹介記事、国際ウニマ情報など。

発行：ART BOX◆☆吉川潔作品集『森のなかま』

23㎝×19㎝ 48頁。 昨年春からフリーの活動を開

始した吉川潔さんのカラー写真による人形の作品集で

す。 販価2000円（送料別）

第13回シャルルビル・メジェール世界人形劇フェス◆☆

ティバル（フランス）のパンフレット

これを見れば、最新の人形劇のトレンドがわかりま

す。パンフレット：日本語語版付きで1500円（送料込

み）。ポスター：1000円（送料込み）。

◆☆ 発行：国際ウニマ出版『ウニマ・マガジン』第２号

コミュニケーション委員会 ほぼA4版、79頁。白黒・カラ

ー写真あり。本号から、仏語・英語・西語がそれぞれ別

の冊子になった。日本ウニマでは英語版のみ取扱い。

販価2100円（送料込）

フィリップ・ジャンティ、伝統人形劇関連記事、世界

ウニマ情報など、さらに充実。猿八座の情報も。

発行：国際ウニマ出版◆☆『ウニマ・マガジン』創刊号

コミュニケーション委員会 ほぼA4版、104頁。白黒・カ

ラー写真あり。仏語・英語・西語。販価2100円（送料

込）。

内容は、評論・インタビュー記事・カラー写真による紹

介・フェス観劇記・各国の通信員の記事・国際ウニマ委
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員会関連記事など盛り沢山です。

ほぼ1年に2号の発行★ウニマ・マガジン定期購読

予定です。定期購読をご希望の方は、事務局までお知

らせください。新しい号が発行されたら、順次お送りいた

します。代金はお手元に届いてから、お振り込みくださ

い。

＊☆印の書籍は事務局で取り扱っていますので、購入

。ご希望の方はご連絡ください

☆折り込みサービスのご案内☆

ウニマでは、『人形劇のひろば』の発行にあわせ

て、年4、5回の発送があります。その際、会員の方

にかぎり、無料でちらしの折り込みをいたします。5

00部ご用意ください。次回は9月を予定していま

す。詳細は、事務局までお問い合わせください。

振込先

【郵便振替】日本ウニマ 00130-9-40670

銀行口座】日本ウニマ【

＊ＵＦＪ銀行 西新宿支店（普）4,506,887

＊みずほ銀行 新宿南口支店（普）1,783,526

☆ 情報をください ☆

いただいた情報は 「事務局だより」他、ウニマのホーム、

ページ、人形劇のメーリングリスト「ピーパンチ」に掲載

・周知いたします。


