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一般社団法人

　「初めに言があった。言
は神と共にあった。言は神
であった。」
　これは、新約聖書、ヨハ
ネによる福音書の冒頭に出
てくる言葉です。クリスマ
スの季節になると、教会で

よく読まれる聖書の箇所ですが、「言」と訳される
ギリシア語はロゴスであり、ロゴス腹話術の由来と
もなっています。ロゴスは、日本語に訳せば「言
葉」ですが、言語ではありません。神の意志、神の
光とも呼ぶべきものです。

　旧約聖書、創世記の冒頭にある天地創造物語で、
「神は言われた。『光あれ。』こうして光があった」
と書かれています。いわゆる言葉による創造です。
　人間も言葉を発します。しかし、言葉がつむぎだ
される前に、必ず言葉にあらわそうとする「心」が
あります。闇の心であれば、相手を傷つけたり、ひ
いては殺してしまうほどの言葉が生まれてきます。
反対に、光の心は相手を励まし、癒し、生きる力を
与えるでしょう。聖書に、「わたしたちがイエスか
ら既に聞いて、あなたがたに伝える知らせとは、神
は光であり、神には闇が全くないということです」
（ヨハネの手紙一1章5節）と書かれています。神様
に闇の心はないのです。ですから、ロゴスは神の意
志であり、神の光であるということになります。
　私たちも、日常生活の中で、相手の言葉に騙され
たり、惑わされないような知恵を身につけているの
ではないでしょうか。たとえ、美しい言葉を語られ
ても、相手がどんな気持ちで語っているか、見せか
けだけの言葉か、真実の言葉か見抜く力は大なり小
なり、誰もが見抜く力を身につけていると思います。

　私は牧師の仕事をさせていただき、36年になり
ます。ある時、「聖書を引用したり、教理や故事来
歴を語ったり、あるいは好きな詩や言葉を引用し
て、神の愛を語ろうとも聞いている人は見抜きます
よ」と言われたことがあります。もう15年ほど前
のことです。自分自身が神の愛に感動し、神の愛に
生かされていなければ、神の愛は伝わらない、そう
いうことを指摘されたのだと思います。
　イエス・キリストは神の愛を説かれた方です。自
分の生き方を通して、神の愛を具現された方です。
神の愛を頭で理解し、言葉巧みに人々に分からせよ
うとされたのではありませんでした。弱い立場にあ
る方々のところに赴かれ、時には、彼らの痛みに慟
哭し、寄り添い、極みを超えて愛されました。その
ように神の意志をお伝えになったわけですから、イ
エス・キリストご自身がロゴスでもあります。
　そして、ロゴスとは神の光であるとか、イエス・
キリストご自身であると説明しても何の意味もあり
ません。神の愛とはいかなるものであるか、それを

（末広亭に出演していた頃の春風イチロー師匠）
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言葉を尽くして説明しても何の意味もないのと同じ
です。それは生きられるべきものです。実際に、自
分自身が神に愛されていることを知って、喜びにあ
ふれ、少しでも神の愛に生きることができなかった
ら何の意味があるでしょうか。牧師である私は、神
の愛をとうとうと語りながら、「あなたには神の愛
を感じることができない」と何度も言われたことが
あります。「むしろ、神の愛を説かれれれば説かれ
るほど、神の愛に生きることができない私が責めら
れているようで苦しい」とも言われました。ショッ
クでした。
　そんな失敗を繰り返してきた私は、どんな言葉を
語るか、ということよりもどんな「心」で相手の方
と向き合うか、そのことに気をつけるように努力す
るようになりました。腹話術の奉仕をする時も、し
っかりとした台本作り、日々の練習はもちろんです
が、どのような「心」で舞台に立とうとしているの
か、自分自身の心を点検することを心がけています。

○「不満」
　「わかってくれない」「認めてくれない」「任せて
もらえない」など、私たちの日々の生活には不満に
思うことに事欠きません。家族への不満、職場への
不満、国家への不満、自らの人生への不満。いわゆ
る「くれない族」です。不満を抱えたまま演技をす
ると、どうしてもいい加減な腹話術になってしまい
ます。笑顔が出てこないのは言うまでもありませ
ん。たとえ「つくり笑顔」であると批判されようと
も、一つの「行」として笑顔を心がけ、お人形と一
緒に皆さんの前に立たせていただいています。

○「安心」
　台本もバッチリ覚えた。練習もしっかりやってき
た。「これで大丈夫！」、と思ってしまうことがあり
ます。しかし、一寸先は闇。そういう時に限って、
想定外のことが起こるものです。「油断は禁物！」
と言い聞かせるようにしています。

○「思いあがり」
　他人にはできない、特別なことができると、自分
が偉くなったような気になり、等身大の自分を見失
ってしまいます。腹話術をやり終わると、「どんな
もんだい！」と意気揚々と帰ってゆくような時があ
ります。しかし、それは自分がそう思っているだけ

のことであり、錯覚でしかありません。自分が自惚
れている時は、必ず相手の方は反感を抱いておられ
るものです。見てくださる方々への感謝の気持ちと
敬いの心を忘れないように心がけています。

○「不安と恐怖」
　重苦しい気持ちです。腹話術をすることからも逃
げ出したい気持ちにもなります。しかし、出会いに
偶然はありません。お人形と出会ったのも、腹話術
をさせていただくのも、神さまの意志が隠されてい
ます。ご指導くださる先生からは、「神様からいた
だいた仕事に『神様！できませんはないのよ。』『神
様！、ありがとうございます。頑張ります！』しか
ないのよ。聖書に、『あなたが私を選んだのではな
い。私があなたを選んだ』と書いてあるでしょ。」
と教えていただきました。「神様が、この仕事を通
して何を私に求めておられるのか、そのことに誠実
に耳を傾けよう。そしてそれに応えてくださるな
ら、きっと神様は道を開いてくださるはずだ。それ
を信じて最善を尽くそう」、そのように自分に言い
聞かせて、逃げ出したくなる事態にも向き合ってき
ました。

　以上、いろいろなことを書かせていただきまし
た。腹話術を見てくださる方々が、楽しんでくださ
り、笑ってくださり、お元気になっていただきた
い、そのような願いを持って奉仕をさせていただい
ています。
　人間の器や能力には大小あります。しかし、一人
ひとりは、かけがえのないオンリーワンの存在で
す。その人にしか放つことのできない光がありま
す。たとえ、器や能力に違いがあったとしても、そ
の輝きには変わりはなく、まぶしいものです。命の
輝きに区別はありません。神の愛を伝える働きが与
えられている者には、まず自らがロゴス（神の意
志、神の愛）を生き、命を輝かせることができるよ
うに育みながら、腹話術を見てくださる方々に命を
輝かせて生きてくださる良きご縁とならせていただ
く使命があると思うのです。

(日本ｷﾘｽﾄ教団島之内教会牧師　木戸定）
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2018年11月23日研修は
技術担当理事　春風とんぼ

　企画に当たって従来分級方式でこの種の研修を
重ねたが、今回初めて一括した発表形式をとった。
　今回は時間が短いことと、すべてを聞きたいと
いう要望が多く、結果全部聞けたことは良かったが、
もっと掘り下げたものであったらさらに良かった
という申し出もあった。
　永年、親ごさんの介護を通して得られた体験を、
腹話術あるいは笑いに結び付けてゆく苦心は深い
感銘を与えた。

　地域から飛び出して、広い世界で「本の読み」がこんなにも人の心をゆさぶ
るのかと身を震わせて便りをよこした会員がいた。読む力・ま・読み聞くこと
で周囲の風景が、「ワーと迫ってくる、その力を腹話術に活かすなんて出来るのか」
と伝えてくれた人がいた。
　又地方の幼児教育、障がい者教育に、生活の全てをかけ、法人設立をつくし
次のステップの苦心を楽しく語ってくれたパネラーがいた。そんな心もちに育
てられた人の姿を目のあたりにした喜びを自分のものにしたいと訴えてくれた
人がいた。企画は少しでもむくいられた気がした。
市民の安全のために、家族全員の協力を得て成果を収め、腹話術に活かしていく。
まさにこれを生き甲斐にしてくれて、発表にこぎつけてくれたパネラーがいた。
　本当に、もっと時間と交わり、対話が与えられたらもっと良かったという反
省がある。今後の大切な課題として、会運営の柱にする心がけの必要を痛感し
た会であった。

技術認定会と認定者の心構えについて
　初めて認定委員に選任された方が多く、とまどいを感じたように思う。又事　
前に認定の心構えを話し合い、挑戦者には、認定内容を語られる時間が与えら
れることも考慮できたらよかったかなというのが本当の心である。
　四級から　まず笑顔、発声、九パタ
　三級に　4･0、まばたき、打音
　二級に　目線、笑い、かよいもちろん上級者に求められる絶対条件をクリヤ
ーしてくれることにこしたことはないが、順次裾野を広げていって、ロゴスの
腹話術を完成していく道標を示していくことは力になっていくと思う。

　過去50年の経験をはるかにこえる挑戦者の意欲をすごく感じた会であった。
　13人全員の個人特訓はすさまじかった。必死ということばどおりぶつかって
来てくれた。
　イチロー師匠が教示されて来た「使いなれた台本をせいいっぱいふくらませて」
上へ上へと表現力を高め合ったのには驚いた。
　かつては、新階級に挑戦する度に新台本を作成している姿を見かけたが、今
回は中味を太く、こまかく、リアルに観衆にその目線をつきさしていく演技を
たくさん見ることが出来た。
　一部で新しく直したため、今迄たくわえて来た演出・演技を逸脱しかけた人
もいたが、修正に成功して本来のたくましさが出て来てホッとした。
　台本は、もっともっと「ふくらませ」て一本100回の演技で味のあるものに育
て挙げてほしい。

技術認定者について
　各級に、厳しい最低の基準を設けたが、認定する側に、すばやく見抜く力、
認定する力を養う必要を痛感した。
　この不慣れへの昇華を考える力をお互いで養っていきたい。
　折角提出された台本にコメントを入れ採点の加除に関係したかどうか不透明
であったことは残念であった。
　一人の高得点へのコメント、一人の低得点へのコメントは必ず求めたい。
　後輩の育成に必ず寄与していくものと考える。
　不慣れから慣れ、訓練、けいこは、認定を受ける側にも認定をする側にも必
要である。相互に育成しあい、高峯をお互いに祝福できるものにしたい。
ロゴス腹話術は「人の心」を育てあげる。
私自身の猛省としたい。

2018 第4回 ロゴス腹話術研修会・技術認定会
2018.11.23.　10:00〜16:00
グリーンパレス春日井

（市勤労福祉会館5階）

■開会 挨拶　春風とんぼ
■技術認定会
■挨拶
■礼拝説教　木戸定牧師
■学びと演技
「こころを育む」春風ひすい
「障がい問題」春風ウータン
「介護問題」春風テレサ
「交通安全」平位佳子

■「くせになりそう」を
深める　春風とんぼ

■講評　春風とんぼ
■認定証授与
■閉会・祈祷

（春風イチロー）
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心を育む声とコトバを届けよう
春風ひすい

◉朗読で気をつけたいポイント

緩急
同じテンポで語ったり、間の取り方
がいつも同じにならないよう、「ス
ピードや間の取り方、呼吸の仕方」
で変化をつける。
※句読点にとらわれないようにする

高低
楽譜に直した時、いつも同じメロ
ディーだったり、山なりの言い回し
になったり、同じ声のトーンが続か
ないよう、「音程やメロディー」で
変化をつける。
※低い声・高い声で、語りのイメー
ジを変化させる。

強弱
いつも同じ音量だったり、人物の語り分けに乏しくならないよう、
「声量や発声法」で変化をつける。
※ウイスパー、かすれ声、叫び声、裏声、などを取り入れてみる。

言葉（単語）
言葉を知らない聞き手（子どもなど）には、言葉のもつイメージ
を過剰に伝える必要がある。
言葉を知っている聞き手（おとな）には、言葉のもつイメージを
裏切り、聞き手に新たな発見を与える。
例）メロスは激怒した。⇒　「怒っている」ことを、どう取り込
むか
例）ぐるんぱは　とっても　おおきなぞう　⇒　「大きな」とい
う説明を、どの程度取り込むか
※言葉の意味を、どの程度、その言葉に乗せるか考える。

顔の体操（顔の筋肉をほぐして、表情や発声を豊かにする）
眉の上げ下げ→目の開閉→目玉を上下左右に→鼻の穴の開閉→口
の開閉→舌の伸縮→下あごを前後左右に→顔全体を中央に集中と
四方に拡散
（各パーツだけを動かし、首や頭が連動しないように気をつける）

喉を開ける（大きく豊かな声を自然に出すための第一歩）
意図的に、あくびをして、喉の開きを確認
慣れてきたら、「ふぁー」という感じであくびに声をつける

頭の体操（脳をほぐして、柔軟な発想ができるようにする）
両手でじゃんけん（利き手が常に勝つように）
両手で時間差の指折り数え（利き手が先行する形で）

姿勢と重心（声を、力みのない、楽な状態で発せられるようにする）
自然に、かつ、楽に椅子に腰かけた姿勢→予備動作なく立ち上が
れるような状態に（重心の移動が最短距離になることを意識する）
自然に、かつ、楽な立った姿勢→足幅・重心（丹田）の位置・背
筋・目線を意識する。

腹式呼吸（声のヴァリエーションを増やすための不可欠な要素）
一人が腹ばい、もう一人は腹ばいの人の腰にまたがって座る。
→腹ばいの人が呼吸をすると、腹のあたりが上下することを感じ
る＝腹式呼吸
立った状態で、お腹を風船に見立て、へそに指をあて、指から風
船に空気を入れるイメージで呼吸する（肩や胸が動かないように
気をつける）

はや口ことば

「忘れる」ということは神様のプレゼント

春風ウータン

　快晴のお天気に恵まれての春日井
の一日、中身がギュッと詰まった充
実した時間でした。よい機会を与え
ていただいて感謝です。
　２級、３級の挑戦者の皆さま、全
員合格されてよかったですね。日頃
の努力が、よりよき環境でのお交わ
りの中で練習に励まれたことが、ち
ゃんと伝わってきました。心からお

喜び申し上げます。本当におめでとうございます。
　ひすい先生のお話は、保育の現場でも常日頃感じておりました
ので、改めて見直す機会になりました。「交通安全」は歯切れよ
くお話が進んで、楽しく拝見いたしました。
　さて、私は毎月５回ほど子ども達と老人ホームなどにご奉仕さ
せていただいていますので、テレサ先生のお話に大変感動いたし

ました。テレサ先生の腹話術も圧巻で（とんぼ先生がイチロー師
匠のウン話に触れていらっしゃいましたが）笑いの中に大切なヒ
ントがいくつもあり、それこそうん、うんとうなずきながら聞き
入りました。
　特養の方の中には、ずっと眠っていらっしゃる方とか、表情の
変化がほとんど動かない方もいらっしゃいます。子ども達には「必
ず手をつなぐこと」「出来るだけ大きな声でお話すること」「ただ
言葉で伝えるのではなくて心でお話しすること」と言っています
が、何も言わず黙って手を重ねて、相手のお顔をじっと見つめて
いる子どもの姿がとても尊く感じることも多いのです。「朝ご飯
はなんでしたか？」と伺うと「忘れちゃったよ」と笑いながら答
える方もいって、そうか、食事の内容は別にいいんだね、子ども
に話しかけてもらうのがうれしいのね、と納得します。悲しいこ
とや辛いこともきっとあるに違いない人生ですが、子ども達との
やり取りを見ていると、忘れたっていいじゃない、と感じます。
テレサ先生がおっしゃっているように「忘れることは神様からの
プレゼント」なんですね。素敵な一日をありがとうございました。

どじょうにょろにょろ、
三(み)にょろにょろ。
あわせてにょろにょろ
六(む)にょろにょろ

福助福助福袋。
ふくふくかついで
福袋。

竹屋の竹がきに、
竹たてかけたのは、
竹たて　たかったから
竹たてかけたのです。

お客が、かきむきゃ、
ひきゃくがかきくう
ひきゃくが
かきむきゃ
お客がかきくう。
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平位佳子さんの交通安全教室

　交通安全に意識・モラルを高めてもらうためには、楽しいことが大事。脳は楽し
いことに反応しやすいので、楽しく伝えることを意識している。また、愛知県は車
両台数が多く利用頻度が高いこともあって、15年連続死亡事故数全国一位。交通安
全教育はことに重要。

〇交通安全のポイント「まみむめも」
ま：待つ。	 交叉点では事故多発する。信号を守って待つことが大切。
み：見る。	「右よし、左よし」見ることによって情報をしっかり脳に入れる。
む：無理をしない。時速40㎞の車は秒速11m。目の前を秒速11秒で走る車は速い。
め：目立つ。目立つ服装や反射材を使って自分の存在をドライバーに知らせよう。
も：もしかして。道路は安全な場所ではないから、常に危険を予測することは大事。

平位さんの使った方法：
　視覚教材を多用し、参加者の答えを聞いたり、体感してもらうことを心掛けてお
られました。「ま」「み」「む」「め」「も」の大きな紙を貼り出し、その裏に書いて
ある絵や文字を示しながら興味を引き付け説明していきます。目の前を秒速１１ｍ
で通り過ぎる車を想像できるように、持参した赤い紐を伸ばして体感してもらって
いました。平位さんは背筋をピンと伸ばし大きく、歯切れのよい声を使い、両手を
伸ばしたり全身を使って表現していました。そして最後に、皆が待っていたケンちゃ
んが登場し、交通安全の歌を一緒に歌って終わりました。今回は短かったですが設
定された時間によって、ケンちゃんの出番も増えるのでしょう。

春風テレサ・コースケ

〇　皆様こんにちは、
お話をさせて頂く、春
風テレサと人形のコー
スケ君です。どうぞよ
ろしく。
×　ヨロシク

　今日のテーマは介護
についてです。

　皆様は、介護について、どのようなお考えをお持
ちでしょうか？
　介護する人、される人、それぞれの立場によって、
異なり、介護の方法も変わってくると思います。
　お互い気持ちのよい毎日を過ごせるようにしたい
ですね！
　その為には、介護者の負担にならないように工夫
をすることが必要かなと思います。
　オムツを替える時は、お尻をその都度、お湯で拭
くとか、椅子から落ちないように前を高く、後ろを
低くして、椅子に合わせて座布団を作るとか。

　オムツに手を入れて、ウンチを前でいじる時はシ
ャツと、オムツの上にはく短いズボン下をオープン
ファスナーで前と、背中をつなぎます。
　オムツを替える時は、身体を横にして、前後のオ
ープンファスナーを外します。ゴロゴロしながら運

動にもなります。

　夜中にパジャマを脱ぐ人は、ミシンで前を縫い頭
からかぶる様にして、明るい色のパジャマにすると
気持ちがいいです。清潔です。

　ベッドのサンに足を挟まないように、板を布で包
み囲むといいです。

　お手紙を書いてあげてください。プレゼントや小
包を贈るのも喜びます。
　お食事は家族と同じ食卓でしたいですね！

　行動を共にすることが出来ればよいと思いますが、
お洗濯ものをタタムとか、里芋の皮を一緒に剥いたり、
キュウリを切ったり、することも出来ます。
　一人では出来ませんが、傍にいて、一緒なら、お
料理の下ごしらえも出来ます。

　義母は歩けないので、膝の上に乗せて、身体を洗
い抱いて入浴しました。
　「介護から学んだ三つの事」と題して、コースケ君
とお話させて頂きます。

〇　じゃお話しましょうね！
×　ウン

（次号に続きます）
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指導者研修・技術認定会　参加者コメント
春風テッテル

　「腹話術を演ずるには、誰がなんと言っても『笑顔』づくりが第一だ。」この言葉は、常日頃より、とんぼ先生の教えです。
　本番で皆さんが堂々として（内心はドキドキ？）、表情豊かに、また素敵な『笑顔』で演じられたこと、さすがです。今後、
自信を持って、各地域でのボランティア活動や研修会・定例会等々、ロゴス腹話術研究会会員としての実践を重ねて
頂きたいと思います。また、さらに1級・師範を目指して取組み、「楽しく腹話術」が出来るよう、お互いに切磋琢磨、
前進できるようにしていきたいと思います。
　さて、今回技術認定審査員に任命され、私自身も真剣に取り組みました。新しく作成された「ロゴス腹話術研究会
技術認定評価票」を元に、項目毎に出来映えを点数で表わす方法となりました。２級の「持ち台本」では、それぞれ
の方が個性豊かに作成されていて大いに楽しませて頂きました。しかし採点となると気を引き締めて当たらねばなり
ません。制限時間５分±１５秒。ロゴス腹話術の基本の動、操作はもちろん、応用操作（マタイ・マルコ・ルカ・ヨ
ハネ）に加えて、人形・客席とのかよい、視界・目線・会場の盛り上げ等々工夫されているのかチェックはとても難
しく思われました。審査については、よりスムーズに出来るよう、私自身、勉強が必要と思いました。今後もより良
いプログラム案・交流案を考えていきたいです。

春風赤とんぼ
　一口で言うと今回の認定会・研修会は意義があり、会の流れもスムーズでほっと

4 4 4

している。個々を振り返ると、問
題点が浮かんでくる。
　台本を事前に提出していただいたことは良かった。しかし、台本を点検すると、不備があり提出する前後の指導は
必要だと思われる。
　挑戦者全員、笑顔で熱心に演技をしていたことは、次回に挑戦しようとする人にとって、とても良い参考と刺激になった。
採点方法・時間の問題、個々の時間の問題も検討する必要がある。昼食会、皆さん和やかな雰囲気で良かったが、交
流会としては、時間不足だった。
　４人の講話は各々個性を生かした話で、参加者には良い勉強となり、刺激をもらった感がする。
終了後は、各グループで反省会を実施していたが、改良点を出し、より良いロゴス腹話術研究会に進展するよう一人
ひとりが努力していかなければならないと思った。
　過去のことを引きずるのではなく、過去のこと

4 4

を大切
4 4

にしながら新しいこと
4 4

を作りだすこと
4 4

をしようではありませんか。

春風イチゴ
　研修に参加して先生方の専門家としてのお話をお聞きしてそのご努力にとても感動しています。特にテレサ先生は、
とても大変な思いを、しっかり皆さんに伝えていただき、もっと見ていたい、聞きたいお話でした。私自身介護につ
いてどうしたら良いのかを考える研修となりました。
　子どもたちの目が輝き、喜んでくれる腹話術、地域にとけこみ愛される腹話術をめざしていきたいと思います。今回
受けられた皆様の頑張りと意欲に心から拍手を送りたいと思います。

春風福笑
　今回の技術認定会では初めての技術認定審査員として、ドキドキしながら大役に臨みました。皆さん受験をすると
決心された時点から約３か月の間に、台本の習得、９パタ、間などを見事に身につけられ、演技されたことに感動し
ました。人は真剣に物事に立ち向かうと、上達するものだと思い知らされました。
　学びと演技の①朗読と発声、②障がい問題、③介護問題、④交通安全のパーツでは、さすが専門分野の先生方で、
良く理解できました。演技にも先生方の個性が表わされていて、大変勉強になりました。特にひすい先生の２体の人
形の声色を変えての演技は、引き寄せられる魅力を感じました。難しそうですが私も挑戦してみたいです。

一般の方から
　初めての技術認定の受験でしたが、本来の腹話術の基本を何度も何度も学ぶことになりこの機会の大切さをとても
感じます。「イツッ」の台本にはいくつもの基本があり、それをしっかり学ぶことで自分の腹話術も確立されていきます。
多くの人に受験していただくことは腹話術を広めていくことにもなると思いました。
　学びと演技の講演の中では、どの方のお話も感動するものばかりでした。朗読と発声の春風ひすいさんは、勉強と
なるお話に加えて「ないないづくし」が、とても楽しいもので、保育の現場等で参考にして実践したいと思いました。
春風テレサさんのお話は、本当に人形の「ウン」だけであれほどの内容のある話をすすめることができると感動しました。
春風ウータンさんの「麦っこ保育園」のあり方には共感し、涙しました。平位さんのお話は、現場での経験を生かし
たものだととても参考になりました。このような機会に参加でき有意義な一日でした。多くの先輩の前で演じること
は心臓に悪く、当日も休みたい思いでいっぱいでしたが、終わってみて本当に受験してよかったです。



8

津島グループ
　春風イチロー師匠が初心者講習の時に天城の山を下りたらすぐに社会福祉協議会
へ行って登録してボランティアするように言われてその通りにしました。私はひと
りではできないので手品や踊りの方と一緒に活動していましたが、娘が生まれた時
にボランティアも産休していましたら‥‥、春風とんぼ先生に言われ、平成8年2月
27日海部津島ロゴスグループを立ち上げました。現在は人数も増え３名以上で老人
サロン、デイサービス、老人ホーム、子供会、学童でボランティアをしています。
この活動も初めは依頼が少なかったので知り合いの方々に頼んでいろいろなところ
を紹介してもらいました。「今は無理しないように細く長く続けようね！」を合言葉
にボランティア活動後に楽しくコーヒータイムをしながら話しています。
（代表　横井幸江）

　地元の社会福祉大会で、このたび表彰されました。腹話術を中心と
した長年の活動が認められました。相棒の女の子「コンちゃん」と一
緒に表彰状を受け取り、仲間たちと喜びを分かち合いました。保育士
として働いていた際、縁あって魅せられました。30年以上になり、老
人ホームの誕生会などで披露しています。そこでの皆さんの笑顔がや
りがいです。関係者や夫の理解と協力のおかげです。ありがとう。

〈事務局だより〉
【運営委員会】　
2018年12月21日　春日井市にて実施。第４回指導者研修会・技術認定会の経験を踏まえて技術認定のあり方、今後の
方針を検討しました。

【第5回指導者研修会・技術認定会】
2019年2月11日、グリーンパレス春日井にて行われました。詳細につきましては、次号でご報告いたします。

【今後の予定】
●理事会：2019年3月29日　於：名古屋市
●総会：2019年6月21日　昨年と同様名古屋駅近くの「百楽」を会場として行います。ぜひご予定の中に加えておいてください。

〇振込用紙を同封させていただきました。
　年会費5000円、寄附をどうぞよろしくお願いいたします。

【会費・寄付金振込先】（名義はともに、“一般社団法人ロゴス腹話術研究会”です）
ゆうちょ銀行：振替口座番号	00240-2-103127
ゆうちょ銀行：店名：〇二八（読み	ゼロニハチ）	店番：028	普通預金８８５９０５２
みずほ	銀行：武蔵小杉支店	店番３７８	普通預金	口座番号２８５３７６６

発行：一般社団法人 ロゴス腹話術研究会 事務局
〒211-0005　神奈川県川崎市中原区新丸子町734-1
アベニオ新丸子ビル402号
TEL/FAX：044-733-6650　　
メールアドレス：harukaze@logos.or.jp
ホームページ：https://logos.or.jp

〈編集後記〉
会報の表紙レイアウトを少し変えました。「ロゴス腹話術研究会」の江戸文字は、長年春風イチロー師匠のグッズ作りをしてく
ださった立川文志師匠の手によるものです。大事に使っていきたいと思います。同時に新宿三丁目にある末広亭に出演していた
頃のイチロー師匠の写真を載せました。色物として春風イチローの名が出ているのが読み取れます。この末広亭は現在も都内に
４軒存在する落語定席のひとつで、明治30年創業だそうです。繁華街に昔の名残を留めている貴重な場所です。

◉ホームページ オープンしました！
2018年暮れに当研究会ホームページをオープンしました。
現在、例えば検索サイトのGoogleで「腹話術研究会」と入れるだけでトップに出てきます！
一般の方達が見てくれている様子ですが、会員の皆さまには、ぜひ意識して時々アクセスしてください。見てもら
う回数が増えると、検索でトップに出る可能性が高まり、より広く親しんでもらえることに繋がります。グループ
や各種活動の紹介、資料、公開してもよい写真がございましたら、どうぞ下記の住所あるいはメールにお送りくだ
さい。どなたにでも楽しんでいただけるようなホームページに工夫していきたいと思います。皆さまと育てていき
ましょう。

URL：https://logos.or.jp


