
 

 

 

こどもあーと熊本大分震災支援室 

ニュース 3号                                     2016.12.2 

 

                   こどもあーと熊本大分震災地へ 

              ご支援・ご協力ありがとうございました 

 

           4月に熊本大分地震が発生、その後も揺れが続く日々でした。 

皆様に本当に沢山の温かいお力をいただきました。ありがとうございました。 

子どもの笑顔を取り戻すため活用させていただきました。 

熊本では、8月、子どもたちや地域の大人たちが笑いあえる時間を創るフェス 

ティバルを開催、11月にさらに 4つの地域で公演をしました。 

支援室では、この取り組みを支援するとともに、各地の子ども活動や例会 

災害、被災地へのお見舞いに活用させていただきました。 

 

  この間にも、各地で地震がおきています。 

今回、東北の子ども劇場の例会が震災被害にあったため、子どもと文化 

全国フォーラムを通じて、皆様に頂いた支援金を送らせていただきました。 

 

今後は、3月までに地域支援公演を通じて、被災地の子どもたちに 

楽しい舞台を届けていきたいと思います。 

          どうぞよろしくお願いたします。 

 
 
 

こどもあーと熊本大分震災支援室収支状況（11/30） 

  予算 11月決算 差引   

支援金収入 5,150,000 5,297,385 147,385 157窓口 176団体から 171件 

利子 0 6 6 預金利息 

収入合計 5,150,000 5,297,391 147,391   

事務所被災見舞い 500,000 500,000 0 10万円×5か所 

例会災害支援 300,000 259,930 -40,070 ※1 

舞台公演支援 3,250,000 1,560,000 -1,690,000 ※2 

こども活動支援 850,000 850,000 0 5万円×17か所 

行動費 250,000 229,380 -20,620 支援の行動費 

通信事務費 0 11,226 11,226 お礼状送料、振込料 

東北震災支援 0 123,959 123,959 全国フォーラム 

支出合計 5,150,000 3,534,495 -1,615,505   

収支差額 0 1,762,896     

※1震災支援当日の例会中止による被害支援（別府） 
  

会場の被災により変更会場費の増加差額支援（熊本市） 
 

※2熊本県被災地域での舞台公演 25日間 55 ヵ所の公演の支援 
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こどもあーと熊本大分震災支援室 

〒861-1104 熊本県合志市御代志 2086-74 

電話  096-342-6377  

ＦＡＸ 096-300-3381 

 

 

 

 



 

 

               

こどもあーと熊本大分震災支援室              
 
全国からのご支援ありがとうございます 

※11月 30日現在 敬称は略させていただいております 

 

ご支援いただいたみなさま 暖かいご支援ありがとうございます 

 

（個人の支援者のみなさま） 

（北海道）黄倉敏枝（埼玉）市橋久生（千葉）榎明美（東京）ニシガミヒロキ 野島美佳 廣木澄子 （新潟）富樫須彌子 柳弘

紀 （三重）中田尚子 （大阪）松本則子 平澤京子 （福岡）応援隊 （佐賀）永原咲子 米倉美代子 （長崎）吉田美穂お母

さま 中村結花 辻佳子 田口信子 （熊本）永井由紀美 （大分）平木節子 

 

（団体の支援者のみなさん） 

（北海道）人形劇団えりっこ 札幌 NK ミュージック ＯＨオフィス（埼玉）グレゴの音楽一座 たかはしべん音楽事務所 （千

葉）NPO 法人野田文化研究会 （東京）一般社団法人 日本舞台音響家協会 江戸糸あやつり人形 ＴＡＰＤＯ！ 青年劇場 NICE

全国事務局 演劇集団 遊玄社 ナラティブシアター土の子 ふぉるく 東京演劇アンサンブル 東京芸術座 パントマイムプラ

ネット 劇団あとむ ㈱ともしび 松元ヒロ ロバの音楽座 有限会社劇団風の子 アフタフバーバン （神奈川）オペラシアタ

ーこんにゃく座 （新潟）佐藤英里（ひらり）応援部 （岐阜）劇団なんじゃもんじゃ （愛知）むすび座有志 人形劇団むすび

座 劇団うりんこ 劇団むう オフィス猫じゃらし （京都）人形劇団京芸友の会会員ヨシオ 笑いの座 つげくわえ（くわえ・

ぱぺっとステージ） 人形劇団京芸 （大阪）想造舎 人形劇団クラルテ 左手のピアニスト・智内威雄 マリンバカンパニー 

（福岡）人形芝居ひつじのかんぱにー 劇団さんぽ 劇団風の子九州 特定非営利活動法人 劇団道化 （佐賀）はせがわ天晴 

 

（子ども劇場関係の支援者のみなさま） 

（北海道）旭川子ども劇場協議会 伊達子ども劇場 岩見沢おやこ劇場 江別子ども劇場 札幌子ども劇場協議会 士別おやこ劇

場 室蘭子ども劇場 静内おやこ劇場 滝川おやこ劇場 稚内子ども劇場 登別子ども劇場 函館こども劇場 北海道子ども劇

場おやこ劇場連絡会 名寄おやこ劇場（岩手）花巻子ども劇場 （宮城）（特）みやぎ県子ども・おやこ劇場 （秋田）秋田県おや

こ劇場連絡会 能代おやこ劇場 （福島）（特）喜多方子ども劇場 いわき子ども劇場 福島県子ども劇場おやこ劇場連絡会 （群

馬）いせさき子ども劇場 （埼玉）志木おやこ劇場 （千葉）(特)船橋子ども劇場 （特）NPO 佐倉こどもステーション （特）

四街道こどもネットワーク （特）子どもるーぷ袖ケ浦 （特）千葉中央おやこ劇場 （特）流山おやこ劇場 浦安子ども劇場 子

ども劇場千葉センター （東京）(特)あそびと文化の NPO新宿子ども劇場 （特）清瀬こども劇場 （特）目黒子ども劇場 きた

く子ども劇場 ねりま子ども劇場 子どもと文化全国フォーラム 小平子ども劇場 町田子ども劇場 （新潟）子ども劇場おやこ

劇場新潟県センター 新潟中央おやこ劇場 柏崎子ども劇場 （長野）あずみ野子ども劇場 更埴子ども劇場 須高子ども劇場 

長野北部子ども劇場 飯田子ども劇場 （岐阜）（特）各務原子ども劇場 多治見おやこ劇場 （静岡）浜松子ども劇場 （愛知）

知多市やまももおやこ劇場 豊川おやこ文化の会 （三重）亀山子ども劇場 （滋賀）大津おやこ劇場 彦根おやこ劇場 （大阪）

此花おやこ劇場 (特)こどもＮＰＯセンターいずみっ子 あべのおやこ劇場 にしよどおやこ劇場 よどがわおやこ劇場 港子

ども劇場 大阪市なにわっこ劇場協議会 東淀川おやこ劇場 豊中・池田おやこ劇場 （兵庫）（特）兵庫県子ども文化振興協会 

（特）明石おやこ劇場 ラブリーコンサート実行員会 三田親と子の劇場 神戸須磨北おやこ劇場 神戸垂水おやこ劇場 神戸中

央おやこ劇場 神戸東おやこ劇場 垂水おやこ劇場・有志 前田えりこ 大塚雅子 尼崎子ども劇場 宝塚ふぁみりぃ劇場 （岡

山）（特）岡山市子どもセンター 玉野・灘崎子ども劇場 （広島）(特)福山おやこ劇場 尾道子ども劇場 （山口）NPO法人こど

もステーション山口 （愛媛）（特）松山子ども劇場２１ （高知）（特）高知市子ども劇場 

（福岡）（特）むなかた子ども劇場 （特）古賀新宮子ども劇場 （特）福間津屋崎子ども劇場 （特）北九州子ども劇場 ちくし

朝倉子ども劇場連絡会 久留米子ども劇場 行橋みやこ子ども劇場 子ども劇場ふくおか糸島地域 宗像粕屋子ども劇場協議会 

小郡子ども劇場 大牟田子ども劇場 福岡みらい子ども劇場 福岡東部子ども劇場 （佐賀）佐賀子ども劇場 武雄子ども劇場 

（長崎）（特）長崎県子ども劇場連絡会 ながさき子ども劇場 壱岐子ども劇場 諫早子ども劇場 （大分）（特）おおいた子ども

劇場 （特）日田子ども劇場 なかつ子ども劇場 （宮崎）宮崎県子ども劇場おやこ劇場連絡会 （鹿児島）鹿児島県子ども劇場

協議会 徳之島子ども劇場 （沖縄）沖縄なは子ども劇場 
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