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いい顔・笑顔 人形劇の会 活動記録 2011～ 
 

2011 年 
4/10 緊急企画！！プーク人形劇場誕生 40 周年のお祝い＆ 

いい顔・笑顔 人形劇の会 東日本大震災チャリティー公演 
[プーク人形劇場] 

アフタフ・バーバン/人形劇団くさぶえ/幸田眞希/劇団なかよし/人形劇団 YOU 遊/すずきフ

ァミリー/えんがいほいくえん にゃにゅにょ/入船亭扇治/かわせみ座/PEPIT/ポランの広場

/ぴょんぴょん/松家まきこ/エパット/人形劇チーム青空共和国/伊東史朗/シェフ伊とう/

座・まりりん/パネルシアターCOCO ナッツ/ハッピーメロディー/右手和子/わけちゃん/タ

カパーチ/糸あやつり人形劇団みのむし/横山企画 

 

5/21 いい顔 笑顔 人形劇 おいでまい！人形劇まつり［人形劇研修所木偶塾］ 
人形劇場たけのこ/ちょび/まるさん/人形劇団パセリ/人形劇サークルたんぽぽ/わけちゃん      

主催；おいでまい人形劇まつり実行委員会（香川県） 

 

7/31 「いい顔・笑顔 人形劇の会」チャリティー公演 in KOBE  
[神戸市立婦人会館] 

人形劇サークルでんでん虫/人形劇団めっきら/ポップコーン/人形劇団あっかんべ/あらたの

企画/人形劇団三色パン/人形劇団あっぷう植田由喜子さん/わけちゃん 

かんたんな人形をつくってみよう ワークショップもあるよ！ 

主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 

 

8/6 いいだ人形劇フェスタ自主企画 vol.1 
「東日本大震災で、人形劇は何ができるか。」 ［飯田市公民館］ 

司会；松崎行代（飯田女子短期大学准教授） 

発表；幸田眞希（聖徳大学短期大学部教授）/潟見英明（人形劇・トロッコ  人形劇の図書館

館長）/玉井真理子（信州大学医学部保健学科准教授）/黒岩長造（飯田女子短期大学

教授 長野県臨床心理士会副会長） 

 

10/22・23 いい顔・笑顔 人形劇の会 in 松山 
［えほんの店コッコ・サン松山店/愛媛大学・南加記念ホール］ 

人形劇場たけのこ/人形劇団どんぐり/人形劇サークルへそ太郎/人形劇団やじろべえ/

わけちゃん                 主催；愛媛人形劇人協議会 

 

12/4 第 2 弾！！プーク人形劇場誕生 40 周年のお祝い＆ 
いい顔・笑顔 人形劇の会 東日本大震災チャリティー公演 

アマチュア人形劇フェスティバル     [プーク人形劇場] 

Yuki マリオネット/人形劇団わにこ/劇団なかよし/おはなしまきば/紙人形劇団「ダンプに乗

ったクマ座」/わけちゃん/グリーンリーフ/人形劇団チト/シズおばちゃんの「紙芝居がはじ

まるよ～」/人形劇団夢まあるく舎 
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2012 年 
2/23 第 1 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 14 名） 

 
3/18  東日本大震災チャリティー公演   [佐賀県・上峰町町民センター] 

やじろべえ/づくんぼ/むくむく/いちごじゃむ/ダンデライオン/企鵝一座 

主催；佐賀県/上峰町/上峰町教育委員会/佐賀県人形劇協議会/福岡県人形劇協議会 

 

4/15 第 3 弾！！いい顔・笑顔 人形劇の会  
東日本大震災チャリティー公演       [プーク人形劇場] 

劇団なかよし/おはなしまきば/すずきファミリー/ポランの広場/紙人形劇団「ダンプに乗っ

たクマ座」/日本女子体育大学幼児発達学専攻 KIRI ゼミ/人形劇団わたぐも/人形劇団おまけ

のおまけ/人形芝居燕屋/てんたん人形劇場 

 

5/6 第 2 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 18 名） 

 

6/2 くすのき燕さんを迎えて東北にエールを送る人形劇公演 
 ［神戸情報文化ビル］ 

          主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 

 

7/1 いい顔・笑顔 人形劇まつり     [福岡市中央児童会館] 

人形劇場たけのこ/人形劇団ののはな/人形劇サークルたんぽぽ/人形劇団どんぐり座/人形ボ

ードヴィル ドラ/小さな影絵 ぺんぎん座/人形劇団やじろべえ 

主催；いい顔・笑顔 人形劇の会 福岡/福岡市中央児童会館 

 

8/3 いいだ人形劇フェスタ自主企画 Vol.2 
「東日本大震災チャリティー公演」 ［慈光幼稚園］ 

あ・ぶ・ぶ人形劇場/てんたん人形劇場/わけちゃん/竹田人形座/茶問屋ショーゴ/人形芝居燕屋 

 

8/15 第 3 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 13 名） 

 

10/31 第 4 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 17 名） 

 

12/8 いい顔・笑顔 人形劇の会 東日本大震災チャリティー公演 Vol.4  
みんなあつまれ♪ いい顔・笑顔 人形ひろば       [プーク人形劇場] 

人形劇団 YOU 遊/てんたん人形劇場/人形劇団おまけのおまけ/星野尚美（POCA☀★PICA）

/人形劇団ぱぴぷぺぽ劇場/NPO 法人のういくネットワークプロデュース地球温暖化を考える子 

ども人形劇団 CO2 
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2013 年 
1/16 第 5 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 11 名） 

 
3/2 いい顔・笑顔 人形劇の会 応援チャリティー公演 

「いい顔・笑顔 人形劇の会」をご紹介します ［横浜人形の家・あかいくつ劇場］ 

被災地に贈る人形製作ワークショップと連続公演 

幸田真希/星野尚美＋高松順子/わけちゃん/○・△・□/あ・ぶ・ぶ人形劇場/ポランの広場 /
パペットシアター☆トランク☆ /レインドロップマリオネット＋とりぃ 

企画；人形劇の情報サイト"パペット・パーク” 
 

3/18 第 6 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 7 名） 

 

4/14 いい顔・笑顔 人形劇の会 東日本大震災チャリティー公演 Vol.5  
みんなあつまれ♪ いい顔・笑顔 人形ひろば       [プーク人形劇場] 

劇団なかよし/ポランの広場/日本女子体育大学幼児発達学専攻桐川ゼミ/おはなしまきば/人

形劇団トランプ/やないあつ子/えんがいほいくえんにゃにゅにょ/パネルシアターGOO/人

形劇団やまんば 

 

7/6 2012 年度東北公演報告会＆プレゼント人形制作会 ［神戸市婦人会館］ 
        主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 

 

7/20 第 7 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 7 名） 

 

8/10 いいだ人形劇フェスタ自主企画 Vol.3 
「東日本大震災 人形劇による支援活動 ２年の中間報告会」 [飯田市公民館] 

司会；飯田女子短期大学 松崎行代、  

報告；人形劇団チト 幸田眞希/人形劇団わたぐも たかはしいちげん/人形劇団おまけのおまけ 竹之下

和美/てんたん人形劇場 土屋高志/池袋いけいけ人形劇まつり 須田斉政/いいだ人形

劇フェスタ 原田雅弘/人形劇団やまんば 岩井田紀子/人形芝居燕屋 くすのき燕 

 

10/27 第 8 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 9 名） 

 

11/30 「いい顔・笑顔 人形劇の会」３２ヶ月の活動報告 [プーク人形劇場] 
仙台市朝市センター保育園 安達喜美子園長/神戸事務局 吉田節子/チームサンサン 星野尚

美/おはなしまきば 田中宏/なにぬの屋 渋沢やこ/人形劇団チト 幸田眞希 
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2014 年 
2/1 いい顔・笑顔 人形劇の会 応援チャリティー公演 その２ 

「いい顔・笑顔 人形劇の会」をご紹介します ［横浜人形の家・あかいくつ劇場］ 

人形劇団プチトマト/ちーさな人形劇場ふーちゃん/ぽこっと劇場エプロンシアター/チーム

サンサン /わけちゃん/パペットシアター☆トランク☆ 

福島公演の報告とゲストトーク～はなさと保育園園長 屋代京子先生        
企画；人形劇の情報サイト"パペット・パーク” 

 
4/13 いい顔・笑顔 人形劇の会 東日本大震災チャリティー公演 Vol.6 

[プーク人形劇場] 

人形劇団くさぶえ/日本女子体育大学幼児発達学専攻桐川ゼミ/えんがいほいくえんにゃにゅ

にょ/紙人形劇団「ダンプに乗ったクマ座」/人形劇団おまけのおまけ/ただじゅん企画/人形

劇団ぱぴぷぺぽ劇場/なにぬの屋 渋沢やこ/人形劇団ひとみ座 シローおじさん 

 

4/29 福島県郡山公演報告＆座談会～郡山市からのゲストとともに～ 

[神戸市立婦人会館] 

ゲスト；郡山市から古澤政子・稲垣優子 

主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 

 

5/11 第 9 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 8 名） 

 

7/20 第 10 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 8 名） 

 

8/8 いいだ人形劇フェスタ自主企画 Vol.4 
「東日本大震災 人形劇による支援活動報告会～４年目を迎えて～」 

              [川本喜八郎人形美術館] 

講演；「人形劇と心のケアについて」黒岩長造（飯田女子短期大学教授） 

報告；石巻市「なかよし保育園」園長 大橋巳津子/聖徳大学短期大学部教授 幸田眞希/ 

早稲田大学発達行動学研究室かささぎプロジェクト＆NPO 法人のういくネット

ワーク 山藤宏子/札幌市こどもの劇場やまびこ座館長 矢吹英孝 

 

9/20 第 11 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 12 名） 
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2015 年 
1/17    阪神・淡路大震災から２０年「いい顔・笑顔 人形劇の会」 

これまでやってきたこと これからやっていくこと  [プーク人形劇場] 

   神戸事務局メンバー５名/渡辺真知子/幸田眞希/土屋高志「てんたん人形劇場」/和気瑞江 

 

2/1 第 12 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 13 名） 

 

3/7 いい顔・笑顔 人形劇の会 応援チャリティー公演 その 3 
「いい顔・笑顔 人形劇の会」をご紹介します ［横浜人形の家・あかいくつ劇場］ 

ちーさな人形劇場ふーちゃん/パペットシアター☆トランク☆/劇団ポコあポコ/幸田眞希     

企画；人形劇の情報サイト"パペット・パーク” 
 

4/12 いい顔・笑顔 人形劇の会 東日本大震災チャリティー公演 Vol.7 

[プーク人形劇場] 

  劇団にんぎょう畑/ハッピーメロディー/ポランの広場/紙人形劇団「ダンプに乗ったクマ座」

/まっち＆わけ/ただじゅん企画/人形劇団おまけのおまけ/アート企画陽だまり 高坂諭 

 

5/10 第 13 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 13 名） 

 

5/24 みやぎ人形劇フェスティバル   ［10-BOX］ 

パネル展示とワークショップ/フェスティバルの前後での被災地公演 

企画；みやぎ人形劇の会/日本ウニマ/いい顔・笑顔 人形劇の会 

 

8/7 いいだ人形劇フェスタ自主企画 Vol.5 
「東日本大震災 ５年目の現状と支援活動」 [飯田文化会館] 

「大震災と子どもたち・・・保育者の経験から」 

安達喜美子(仙台市「朝市センター保育園」園長) 

「神戸への支援～神戸からの支援」竹之下和美(神戸市「人形劇団おまけのおまけ」代表) 

「５年目を迎えた東日本大震災支援の報告」幸田眞希(千葉県「聖徳大学短期大学部」教授) 

 

9/26 しみずちかさんのパペット作り講座 ［神戸市須磨区・スペースとおりゃんせ］ 

主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 

 

9/27 第 14 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 10 名） 

 

10/10 しみずちかさんのパペット作り講座［神戸市須磨区・スペースとおりゃんせ］ 

主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 

 

10/24 しみずちかさんのパペット作り講座［神戸市須磨区・スペースとおりゃんせ］ 

主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 
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10/31 「いい顔・笑顔 人形劇の会」 
人形劇で笑顔になったよ 20 年ありがとう！ 

人形劇と報告の会      [神戸市立東灘区民センター] 

上演；人形劇団あ/大原めい 報告；幸田眞希・郁子/和気瑞江/ほか 

主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 

 

11/7 しみずちかさんのパペット作り講座 ［神戸市須磨区・スペースとおりゃんせ］ 

主催；「いい顔・笑顔 人形劇の会」神戸事務局 

 

 

2016 年 
2/14 ゆりほんじょう人形劇フェスティバル ［由利本荘市文化交流館「カダーレ」］ 

パネル展示とワークショップ/わけちゃんのパネルシアター上演 

主催；由利本荘市教育委員会/ゆりほんじょう人形劇フェスティバル企画運営委員会 

 

3/5 いい顔・笑顔 人形劇の会 応援チャリティー公演 その４ 
「いい顔・笑顔 人形劇の会」をご紹介します ［横浜人形の家・あかいくつ劇場］ 

  チーム・サンサン/ちーさな人形劇場ふーちゃん/腹話術オデット姫/わけちゃん/幸田眞希      

企画；人形劇の情報サイト"パペット・パーク” 
 

3/27 第 15 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 10 名） 

 

4/3 いい顔・笑顔 人形劇の会 東日本大震災チャリティー公演 Vol.8 

[プーク人形劇場] 

第1部 集まれ！人形劇の一人芝居 人形劇団プーク/ぴょんぴょんぐみ/劇団にんぎょう畑

/劇団風の子のおおまくん/人形劇団ひとみ座 

第2部 報告会「6 年目を迎えてーこれからの支援とは」 

「みやぎ子どもの文化を支援する会」からの報告 

伊藤俊子(みやぎ子どもの文化を支援する会)/小野ともみ(宮城県保育関係団体連絡会)  

 

7/16 第 16 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者７名） 

 

8/5 いいだ人形劇フェスタ自主企画 Vol.6 
「６年目の東日本大震災・熊本地震による災害 

——人形劇による支援活動を考える——」 [飯田市公民館] 

 

12/18 第 17 回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者６名） 
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2017 年 
3/17 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 in 高松  

［高松市国分寺南部コミュニティーセンター］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者５名） 

 

4/9 いい顔・笑顔 人形劇の会  
東日本大震災・熊本地震チャリティー公演 Vol.9 [プーク人形劇場] 

第1部 東北から 九州から～上演とお話～ 人形劇団プーク/劇団にんぎょう畑/山本ちょ

び/人形劇団ののはな/あべてん商会 

第2部 みんなで話そう「わたしたちにできることは？」 

 

5/4 横浜発信の人形劇団たち 
「ゴールデンウィーク・パペットステージ」［横浜人形の家・あかいくつ劇場］ 

  チーム・サンサン/ちーさな人形劇場ふーちゃん/人形劇団チト 

東日本大震災の被災地でボランティア上演を続け子どもたちに笑顔を届けたいと活動し

ている劇団の紹介      企画；人形劇の情報サイト"パペット・パーク” 
 

5/14 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 in 飯田 ［飯田文化会館］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者４名） 

 

6/4 第 1８回 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 ［プーク人形劇場］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者７名） 

 

8/4 いいだ人形劇フェスタ自主企画 Vol.7 
「東日本大震災・熊本地震支援活動 

——人形劇による支援の実際・上演と現場からの報告——」 [飯田市公民館] 

1 上演と報告  福島から～劇団赤いトマト   熊本から～人形劇団ののはな 

2 今後の活動を考える～人形劇による支援活動 

 

8/5 いいだ人形劇フェスタ 2017 劇団赤いトマトの公演とトーク  

[飯田市公民館] 
 

9/6 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 in 横浜 ［横浜・たんぽぽの家］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 9 名） 

 

10/20 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 in 大阪 ［大阪市中央会館］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 16 名） 

 

11/14 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 in 飯田 ［飯田文化会館］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 27 名） 

 

12/17 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 in 磐田  

［磐田市立御厨交流センター］プレゼントのハンドパペット製作（参加者 20 名） 
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2018 年 
3/31 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 in 鹿沼 ［くぐつあとりえ］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 12 名） 

 

4/9 いい顔・笑顔 人形劇の会 チャリティー公演 Vol.10 
あれから 8 年 FUKUSHIMA～今とこれから～  [プーク人形劇場] 

    ①人形劇団とんとん（千葉県市原市） 

      『5 匹のねずみ』『メロンパン屋さん』と おはなし 

    ②劇団赤いトマト（福島県田村市） 

      『太郎と花子のものがたり』と 福島のおはなし 

      『未来へ…』 

    ③人形劇団わたぐも（愛知県名古屋市） 

      『てぶくろ』と おはなし 

 

5/26 人形劇でみんなに笑顔をとどけたい！ 
「いい顔・笑顔 人形劇の会」のボランティア上演報告  

［横浜人形の家・あかいくつ劇場］ 
ちーさな人形劇場ふーちゃん/レインドロップマリオネット/チーム☀サンサン/わけちゃん    

企画；人形劇の情報サイト"パペット・パーク” 主催；横浜人形の家 

 

6/28 いい顔オリジナルハンドパペット講習会 in 枚方  

［牧野生涯学習市民センター］ 

プレゼントのハンドパペット製作（参加者 20 名） 

 

8/11 いいだ人形劇フェスタ自主企画 Vol.8 
「東日本大震災・熊本地震支援活動 

——人形劇による支援の実際・上演と現場からの報告——」 [飯田市公民館] 

 

 

※ パネル展示・カンパ活動などのご協力 

しながわ人形劇横丁/ちくしの人形劇まつり/ところざわ人形劇フェスティバル/池袋い

けいけ人形劇まつり/青葉おはなしフェスティバル/西東京人形劇フェスティバル/ほか 

 

※ 人形などのご協力 

札幌人形劇協議会有志＆てまえみそ＆札幌のボランティア有志の皆様/ 

座間市・千葉あき子/ほか 

 

 

        ありがとうございました！今後ともよろしくお願いします 


