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[2005-2】December 22, 2005
今年も余すところ数日となりました。
今年を表す漢字は「愛」だそうです。正視に耐えない
ような事件が続く中で、せめてもの明るいニュースで
す。翻って我々人形劇界の2005年はどうだったでしょう
か。明るいニュースのひとつとして「大阪国際人形劇フ
ェスティバル」の開催を挙げたいと思います。是非、続
けて開催して頂きたいものです。
来年もよろしくお願い致します。
事務局長：松澤文子
＜事務局からのお知らせ＞
１、 ウニマの事務所を、団体の会議などで使用したい
場合は事前に事務局にお問い合わせください。原則と
して事務局員又は幹事がいる時間帯に限られます。劇
団や個人の方の利用はできません。
２、 郵便物の折込について。会員が直接かかわってい
る事業のチラシはA4版1枚は無料です。それ以外はA4
版1枚につき10円の折込料金をいただきます。1回の発
送は約500通です。できるだけ情報発信の協力はしたい
と思っておりますが、郵送料の問題もありますのでご了
承ください。
【事務所の冬休みのお知らせ】
下記の期間事務所を冬休みとします。
★12月29日（木）〜1月9日（月）

杉田信博、永野むつみ、松澤文子、松村雅子、三上つ
とむ、山村エナミ、渡辺真知子、バーバラ・シェール《一
般》日下永、松村太三郎、遊佐保郎
▽10月14日（金）第10回たんぽぽサロン 参加者14名
：《会員》伊東史朗、海老澤高美、小梛田美子、幸田真
希、坂本妙子、佐藤澄子、佐藤達雄、杉田信博、長谷
詔夫、三上つとむ、三橋雄一、和気瑞江《一般》市橋亜
矢子、遊佐保郎
▽12月19日（月）第11回たんぽぽサロン 参加者15名
：《会員》海老澤高美、小梛田美子、久保田紘子、坂本
妙子、佐藤澄子、佐藤達雄、佐藤典子、杉田信博、千
田靖子、高畠ルミ、藤原玄洋、三上つとむ、山村エナ
ミ、和気瑞江、《一般》山添真寛
◆2006年新年会
今年も関西、関東、中部の3地域で新年会を開催しま
す。詳細は同封の案内をご覧ください。
▼関西専門人形劇団協議会＆日本人形劇人協会関西
ブロック＆日本ウニマ合同新年会 期日：1月12日（木)
18：30〜20：30 会場：人形館ぽーアトリエ（梅田）
会費：2500円
▼日本人形劇人協会＆日本ウニマ合同新年会 期日
：1月13日（金）19：00〜20：45 会場：プーク人形劇場5
階 会費：会員3000円、一般3500円（35歳以下の方と2
005年に入会した新入会員は1000円）
▼日本ウニマ中部地区新年会 期日：1月23日（月）18
：00〜20：00 会場：損保ジャパン人形劇場ひまわりホ
ール楽屋 会費：3000円
---------------------------------------〈2005年〉
▽7月27日（水） 定例事務局会議
▽7月31日（日） 『人形劇のひろば』88号ほか発送
▽8月4日（木）〜7日（日） いいだ人形劇フェスタ2005
にウニマ・コーナー開設
▽8月5日（金） 第1回アマチュア委員会（飯田）
▽8月8日（月）〜19日（金） 事務所夏休み
▽8月26日（金） 文化庁へ「事業計画書『日本の人形
劇2005』」を提出
▽8月31日（水） 05年鑑上演記録アンケート他の2回
目の発送
▽9月2日（金） 定例事務局会議
▽9月23日（金） 大阪国際人形劇フェスティバル2005

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。
▼これからの予定 1月はお休み、2月13日（月）、3月1
3日（月））
▽9月30日（金）第9回たんぽぽサロン《ドイツの人形劇
人バーバラ・シェールさん送別会》 参加者20名：《会
員》伊東史朗、海老澤高美、大沢直、小梛田美子、幸
田真希、坂間雅子、佐藤澄子、佐藤達雄、清水治信、
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のチラシ他発送
▽9月30日（金） 定例事務局会議。第9回たんぽぽサ
ロン
▽10月13日（木） 第3回幹事会。『人形劇のひろば』編
集会議。
▽10月14日（金） 定例事務局会議。第10回たんぽぽ
サロン。
▽11月22日（火） 文化庁へ平成18年度芸術団体人材
育成支援事業の申請書類を提出
▽11月25日（金） 「メセナアワード2005」贈呈式（東京
：スパイラルホール）に、杉田会長が出席。（株）損害保
険ジャパンが受賞。
▽11月27日（日） 05年鑑のための座談会
▽12月1日（木） 05年鑑の広告依頼状発送
▽12月15日（木） 『人形劇のひろば』89号発行
▽12月19日（月） 第4回幹事会。第11回たんぽぽサロ
ン。
▼12月26日（月） 『人形劇のひろば』他発送
▼12月28日（水） 事務所の大掃除
▼12月29日（木）〜1月9日（月） 事務所の冬休み
〈2006年〉
▼1月12日（木） 関西専門人形劇団協議会＆日本人形
劇人協会関西ブロック＆日本ウニマ合同新年会（大阪
：人形館ぽーアトリエ）
▼1月13日（金） 日本人形劇人協会・日本ウニマ合同
新年会（東京：プーク人形劇場5Ｆ）
▼1月16日（月） 定例事務局会議
▼1月23日（月） 日本ウニマ中部地区新年会 （名古
屋：損保ジャパン人形劇場ひまわりホール楽屋）
▼2月13日（月） 第12回たんぽぽサロン
▼3月13日（月） 第13回たんぽぽサロン
▼3月21日（祝） 世界人形劇の日
▼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
▼5月 2006年度第36回総会
▼9月14日（木）〜26日（火） 第14回シャルルビル・メ
ジェール世界人形劇フェスティバル参加ツアー
▼11月30日（木）〜12月2日（土） 国際ウニマ評議会
と執行委員会（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/
---------------------------------------

【後援】第17回「おはなしフェスティバル2005」
（期日） 12月3日(日) （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 （料金）有料
【後援】17tｈひらかた人形劇フェスティバル
〈期日〉2006年3月25日(土)〜26日（日） （会場）枚方
市立牧野公民館 （主催〉枚方人形劇連絡会・枚方市
教育委員会・（財）枚方市文化国際財団 （料金）有料
料） 有料
【後援】第10回なにわ人形芝居フェスティバル「夕陽丘・
花参り」 （ 期日）2006年4月2日（日） （会場）大阪市
天王寺区下寺町・逢阪一帯の寺社、仏閣、劇場 （主
催）なにわ人形芝居フェスティバル運営委員会 （料
金）有料

国 内 の 人 形 劇 情 報
情報は eMail=unima-jp@mbg.nifty.com
【催 事】
〈2005年〉
◇人形劇アラカルト《子どもと舞台芸術ー出会いのフォ
ーラム》 期日：7月25日（月）〜28日（木） 会場：東京
：国立オリンピック記念青少年総合センター 主催：全
国専門人形劇団協議会・子どもと舞台芸術ー出会いの
フォーラム実行委員会
◇第11回「栃人協おはなしフェスティバルin西方町」
期日：9月18日（日） 問合：栃木県人形劇・おはなし連
絡協議会℡0289-62-0191
◇2005年日本EU市民交流記念事業神奈川大学人形
劇フェスティバル
期日：11月5日（土）〜6日（日） 会
場：神奈川大学（横浜）
◇第22回岩見沢人形劇フェスティバル 期日：11月13
日（日） 会場：岩見沢天使幼稚園ホール
▽全国青年大会・芸能文化の部「人形劇」 期日：11月
13日（日） 会場：東京・日本青年館 問合：全国青年
大会本部℡03-3475-2490
◇第16回くぐつ忌 期日：11月15日（火） 会場：西雲
院（京都市黒谷）℡075-771-3175
◇第34回札幌人形劇祭 期日：12月3日（土）〜4日
（日） 会場：札幌市こどもの劇場やまびこ座 ℡011-7
23-5911
◇岐阜市民文化祭 第18回岐阜市民芸術祭演劇の部
-みんなで創る- 人形劇フェスティバル 期日：12
月4日（日） 会場：ハートフルスクエアーＧ℡058-2681050 主催：岐阜市民芸術祭実行委員会・岐阜市・
（財）岐阜市教育文化振興事業団
◇かすがい人形劇フェスティバル2005 期日：12月18
日（日） 会場：春日井市文芸会館 問合：（財）かすが
い市民文化財団℡0568-85-6868
〈2006年〉
◆受け継がれてゆく伝統人形芝居in三木公演 期日：
3月4日（土）〜5日（日） 会場：香川県・三木町文化交
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流プラザ 主催：（財）三木町文化振興財団 企画：せ
とうち人形劇センター℡＆Fax087-898-4264
◆第9回ちば県人形劇まつりinあびこ 期日：4月1日
（土）〜2日（日） 会場：我孫子市民会館・我孫子市役
所別館会議室 主催：「第9回ちば県人形劇まつりinあ
びこ」実行委員会 問合：事務局（石田）電話04-71849601 eMail:ishidake@juno.ocn.ne.jp
◆第10回なにわ人形芝居フェスティバル「夕陽丘・花参
り」 期日：4月2日（日） 会場：大阪市天王寺区下寺
町・逢阪一帯の寺社、仏閣、劇場 主催：なにわ人形
芝居フェスティバル運営委員会℡06-6774-2877
◆八ヶ岳高原人形劇フェスティバル 期日：5月3日
（水）〜7日（日） 会場：えほん村（山梨：小淵沢）℡055
1-36-3139
◆第4回人形劇21世紀会議 期日：4月22日（土）〜23
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/
◆第2回人形演劇祭in県民プラザ 期日：8月27日（日）
会場：さわやかちば県民プラザ℡04-7140-8615 主
催：ちば人形演劇人協会
◆第22回国民文化祭・やまぐち2006 ひかり全国人形
劇フェスティバル 期日：11月4日（土）〜5日（日）山口
県光市 会場：光市民ホール他 主催：文化庁・山口
県・光市・光市教育委員会・第21回国民文化祭山口県
実行委員会・第21回国民文化祭光市実行委員会（℡08
33-74-3604）
〈2007年〉
◆第11回受け継がれていく伝統人形芝居 3月10日〜
11日 ＊日程も含め詳細は未定。
【動 向】
▼全国専門人形劇団協議会・新役員 会長：西川禎一
（関西専門人形劇団協議会代表） 副会長：大久保一
康（中部専門人形劇団協議会代表） 専務理事：永野
むつみ（東日本専門人形劇団協議会代表）
▼人形劇団むすび座北京公演 05年8月26日〜28
日、北京市文化局の招聘により、中国木偶劇院にて、
日中合作人形劇第2弾『西遊記-悟空誕生の巻-』を中
国語で5ステージ上演。
▼平成18年度国際交流基金公募プログラムガイドライ
ンが届きました。問合：独立行政法人国際交流基金℡0
3-5562-3511（代） http://www.jpf.go.jp

れました。 大会のホームページが開かれ、上演参加、
及びワークショップ(マスタークラス)開催参加の申込書
がアップされています。http://www.unima2008.com/
＊日本ウニマでは大会参加ツアーを予定しています。2
007年秋頃募集を始める予定です。
【国際ウニマ】
◆執行委員会・評議会
11月30日〜12月2日、スペイン：トローサで執行委員
会と評議会開催の予定。
◆文化交流委員会
各国の国際フェスティバルと協力して、ウニマ会員の
フェスティバル参加を助けるために奨学金を設けていま
す。詳細は国際ウニマのホームページをご覧ください。
◆国際ウニマのホームページ：www.unima.org
◆国際ウニマ通信への記事提供の要請 が、出版委員
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。
【 国際人形劇研究所 】フランス：シャルルビル・メジェ
ール www.marionnette.com
◆☆国際人形劇研究所 2005-2006プログラムパンフレ
ットが届きました。
【手紙・電子メール】
◆カナダ アーリン美術賞2006について電子メールが
届きました。2004-2005年のエントリーは2006年2月15日
締切。詳細は事務局またはwww.arlynaward.org
◆☆カナダ キッズ・エンターテイメントから作品紹介パ
ンフレットが届きました。www.kidsentertainment.net
◆☆チェコ Pavel Vangeli 氏から一人芝居「プラハ」
の紹介パンフレットが届きました。www.volny.cz/vady22
◆☆ブルガリア テアタル・シテ から作品「カールソン」
の案内が届きました。ブルガリア国立芸術家組合主催2
005年度イカルス賞人形劇芸術部門大賞受賞。人形・
美術：山村倫。＊来夏に来日公演を行う予定です。
◆☆オランダ 人形劇団 damiet van dalsum から、
作品「クラブ・メディア」の紹介パンフレットが届きました。
www.damiet.dordt.nl
◆☆クロアチア ＰＩＦ（エスペラント語による国際演劇
フェス） より、“ＰＩＦ支援メッセージ“の依頼あり。社会情
勢の変化により、運営が困難な状況。日本ウニマとして
国際委員会が対応しました。
【フェスティバル・講座等】
＜2005年＞
◇☆イタリア アントニオ・パスカリーノ美術館伝統フェ
スティバル：パレルモ 9月22日-10月1日 www.museo
marionettepalermo.it
◇☆トルコ：アンカラ 第７回国際人形劇影絵劇フェス
ティバル 10月10日-15日 問合：トルコ・ウニマ
◇☆パキスタン：ラホール 2005パキスタン世界舞台
映像芸術祭 11月17日〜27日 ＊音楽、演劇、人形

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】 UNIMA2008（オーストラリア：パ
ース）
◆2008ウニマパース大会（第20回ウニマ総会と国際人
形劇フェスティバル）の日程が、4月2日〜12日と発表さ
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劇、舞踊、映像のフェスティバル。
＜2006年＞
◆フランス：シャルルビル・メジェール
第14回シャル
ルビル・メジェール世界人形劇フェスティバル 9月15
日〜24日 2006年春にプログラム発表の予定。www.m
arionnette.com（フェスティバルのウィンドウを開いてくだ
さい。） ＊日本ウニマでは参加ツアーを募集します。
詳細は同封の案内をご覧ください。
◆☆中国：河北省唐山市 国際皮影芸術祭（プロの影
絵劇フェスティバル） 9月18日〜25日 ＊日本からは
影絵劇団かかし座が上演参加の予定です。
◆☆ドイツ：シュベービッシュ・グミュント 第7回シュベ
ービッシュ・グミュント国際影絵劇フェスティバル 10月
7日〜21日 国際影絵劇研究所（ISZ）が主催する世界
で唯一の影絵劇の国際フェスティバル。詳細は事務局
まで。
◆☆スペイン：トローサ トローサ国際人形劇フェスティ
バル 11月25日〜12月2日 国際ウニマ事務局長ミゲ
ル・アレチェが実行委員長を務める注目のフェスティバ
ル。期間中にウニマ執行委員会、評議会も開催の予
定。詳細は事務局まで。
＜200８年＞
◆☆オーストラリア：パース ウニマ2008 4月2日〜1
2日 http://www.unima2008.com/
【来日公演】
◇2005年日・ＥＵ市民交流年記念事業 ＥＵ児童青少
年演劇日本縦断招聘公演2005 期日： 8月4日(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。 海外上演劇団 （人
形劇）：ブッティー ア ルーキーBuchty a loutky（チ
ェコ）”Three Little Pigs”(チェコ版三匹のこぶた） 、イ
エッパYheppa（スペイン）”＠Ｓ” （ふたつのおはなし"@
S"） 、バーンストームシアターカンパニーBarnstrom Th
atre Company（アイルランド）"The Elves and the Shoe
makers" （妖精とクツ屋さん）、ビビアーナBibiana（スロ
バキア）"An Uggly Duckling"（スロバキア版みにくいア
ヒルの子）、ストックホルム市立人形劇団Ｍarionetteater
n, Stockholms stadsteater AB（スウェーデン）"Do you
whistle, Johanna?" （ジョアンナ、口笛吹けた？）
◇いいだ人形劇フェスタ2005 期日：8月4日（木）〜7
日（日） 海外上演劇団：現代人形劇会（韓国）『チョウ・
ヨンソクのファミリーコンサート』、ピエロ人形劇会（韓国）
『あずき粥ばあさんの虎退治』、復興閣皮影戯劇団『真
武収妖』他、ディエゴ・スティルマン（アルゼンチン）『パ
ンドラの籠』、ラファエル・ミュルレ（ドイツ）『Cocktails』、
モラーナ・ドレンツ（クロアチア）『バタフライ』、デヴィッド・
リップ（フランス）『過去の石』
◇リュブリャナ人形劇場（スロベニア） 8/21札幌、8/2
2伊達市、8/24ニセコ町、8/27旭川で公演。ワークショッ
プを8/20札幌、8/25ニセコ町、8/28旭川で開催。
◇バーバラ・シェール（ドイツ：バブーシュカ・テアター、

人形劇作家、演出家、俳優、ドイツセラピーと人形劇学
会会員） 8/29来日、10/3帰国。東京、旭川、札幌、。
蘭越町、大阪、名古屋で7公演を行うほか、10/1には、
講演「ドイツの人形劇とセラピーの活動」（主催：日本人
形劇セラピー協会とプーク人形劇アカデミー）をプーク
人形劇場（東京）にて開催。
◇日本におけるドイツ年 ハレ市人形劇団「蝶の工房」
8/31可児市、9/1犬山市、9/4大阪市で公演。
◇大阪国際人形劇フェスティバル2005 期日：11月3日
（木）〜13日（日） 海外上演劇団：テンユ（ロシア）『メタ
モフォシス』、ソーマ（カナダ）『キャバレーデカダンス』、
ベルトラン（スペイン）『ポエム・ヴィジュアル』、西螺新興
閣掌中劇団（台湾）『西遊記』他、カボン・ラオ（ラオス）
『まぼろしの森』、ジョコ・ヴィータ『サーコルナ』（イタリア）
◇ピシュカンデルドウラー（チェコ） 期日：11月5日
（土）〜6日（日） 会場：神奈川大学（横浜） ＊神奈川
人形劇フェスティバルにて上演。
▼ジム・ギャンブル（アメリカ） 2月に仙台で公演のた
め来日の予定。
▼スラビク・マレノフ（ブルガリア・ウニマ会長） 3月に
ワークショップのために来日の予定。
【資 料】
◆☆アメリカ人形劇人協会から会報 Playboard (2005
年7月8月号と9月10月号)と機関誌 Puppetry Journal
（2005年夏号）が届きました。
◆☆オーストラリアウニマから、Austrarilan Puppeteer2
8号が届きました。
◆☆ドイツ：DFPから雑誌 double 06 が届きました。
◆☆フランス：THEEMAから、manip 03号が届きました。
◆☆フランス：人形劇とセラピー協会から、会報2005年
3号が届きました。
◆☆ドイツ：雑誌Das anderes Theater 59号 60号が届
きました。
◆☆ドイツ：雑誌 Puppen Menschen & Objekte 92号
が届きました。
◆☆フランス：themaa から機関紙 manip が届きまし
た。
◆☆ウニマＵＳＡから Puppetry Yellow Pages が届き
ました。

受

賞

◆人形劇団ふもと 平成17年度静岡県知事賞
◆第7回優秀人形劇顕彰制度（全国専門人形劇団協議
会・第17回いなさ人形劇まつり） 〈金賞）人形劇団京
芸『ちいさくなったパパ』 〈銀賞）該当作品なし 〈特別
賞〉いいだ人形劇フェスタ実行委員会
◆平成17年度文部科学大臣地域文化功労者表彰 札
幌人形劇協議会
◆メセナアワード2005文化庁長官賞 株式会社損保ジ
ャパン
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◆第34回札幌人形劇祭 〈最優秀賞〉該当作品なし
〈優秀賞〉（一般の部より）チリンの会『チリンの鈴』
〈児童・生徒の部より〉劇団わんぱく『クリスマスのおくり
もの』・こぐま座こども人形劇団『注文の多い料理店』
〈特別賞〉ぱぺっとグース『フライパンじいさん』 〈奨励
賞〉（一般・初心者の部より）人形劇団たんぽぽ・ぽ『ぐ
るんぐ ごろんご』 〈児童・生徒の部より〉あおぞらっ
こ『ねずみのよめいり』
◆ブルガリア国立芸術家組合主催2005年度イカルス賞
人形劇芸術部門大賞 テアタル・シテ『カールソン』（人
形・美術：山村倫）
★おめでとうございます。

主に、県民文化祭の助成金（交通宿泊）により、20余の
出演劇団と受入れ団体を結ぶ出前公演を実施して、大
変よろこばれています。わがおっとめ座では、10分間以
内に終る、胸にジーンとくる劇を目標に、週1回の稽古
日を楽しんでいます。私の生き甲斐です。

「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

住所等の変更
【団体】
▼日本演出家協会
160-0023新宿区西新宿6-12-20
芸能花伝舎3階 ℡03-5909-3074 Fax03-5909-307
5 eMail j.d.a@s2.dion.ne.jp http://www.k2.dion.ne.jp
/~jda

訃

書籍・グッズ
◆☆『温故』（のくらたけしエッセイ集） 著：野倉健司
（人形劇団おっとめ座） B5版148頁 頒価：1500円
（送料360円） ＊今年93歳になられる岐阜の野倉さん
が1968年から新聞や情報誌に書かれた随筆が1冊の本
になりました。すでに完売とのことですが、事務局に2冊
ありますので、ご購入希望者はお知らせください。
◆『図説からくり人形の世界』 著：千田靖子（ミネルバ
名古屋） Ａ5版504頁 頒価：7300円 発行：（財）法
政大学出版局℡03-5214-5540 ＊日本ウニマ副会長
の千田さんが、14年をかけて全国のからくり人形を調
査、執筆され、出版の実現にはさらに2年をかけて出さ
れた労作です。ご購入はわくわくシッピングまで ファク
ス：045-231-2032又はe-mail : puppet-wakuwaku@mb
p.nifty.com
【在庫案内】
◆☆吉川潔作品集『森のなかま』 発行：ART BOX
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）
◆☆（民族文化講座テキスト）『人形芝居の大親分東伝
寺の宅平』編著：野倉健司 発行：教育出版文化協会
Ｂ5版72頁。１7世紀後半に人形芝居の興業に尽くし
た岐阜東伝寺の宅平を中心に現代までの岐阜の人形
劇を野倉さんが資料を駆使して語ります。販価：2000
円。送料別。
◆☆『ウニマ・マガジン』第4号 発行：国際ウニマ出版
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。
◆☆『ウニマ・マガジン』第3号 発行：世界ウニマ出版
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

報

▼毛利耕祐 （もうり・こうすけ） 本名：森下寛一 元人
形劇団ぱぺっと代表。8月26日呼吸不全のため逝去。
享年76歳。
1950年プーク研究所3期生として入所、その後前進
座を経て、1960年人形劇団ぱぺっとを設立。日本人形
劇人協会常任理事としても活躍されました。
▼藤本文彦（ふじもと・ふみひこ） 人形劇団京芸の功
労劇団員、日本ウニマ元副会長。10月2日、病気のため
逝去。享年77歳。
藤本さんは1949年、京芸の前身-京都芸術劇場の創
立に参画、活動。1960年からは人形劇団京芸の劇団員
として現在まで、主に演技者として活躍。1993年に功労
劇団員。
また、1972年ウニマに入会。日本ウニマでは入会と同
時に会計監査、1974年から幹事、1982年から1988年ま
で副会長を歴任。以後2004年まで会員。長期に亘りウ
ニマ活動に貢献された。
＋謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

会 員 の 声
野倉建司【人形劇団おっとめ座】 9/21着信
▼昭和41年、聖徳大学で人形劇を正課に組みこんで
以来、私は40余年、93歳でまだ人形劇づくりの現役で
す。
平成5年に結成した岐阜人形劇センターでは、4年前
から、県を4地区にわけて、人形劇をみた事のない所を
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の人形劇紹介記事、国際ウニマ情報など。
◆☆『ウニマ・マガジン』第２号 発行：国際ウニマ出版
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。
◆☆『ウニマ・マガジン』創刊号 発行：国際ウニマ出版
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
員会関連記事など盛り沢山です。
★ウニマ・マガジン定期購読 ほぼ1年に2号の発行
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3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
（06年1月から三菱東京ＵＦＪ銀行に変わります。
支店名口座番号は変更ありません）
＊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。
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