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第3回 市⺠プラザ夏まつり

2009年7⽉26⽇、東久留⽶市役所におい

て「市⺠プラザ夏まつり」が開催されました。

3回⽬となる今年は、今までの市⺠プラザス

タッフ中⼼の運営⽅向から⼀新、“市⺠が作

るまつり”を⽬指して、夏まつり実⾏委員会を

⽴ち上げ、実⾏委員会が企画・運営を⾏っ

てきました。

実⾏委員会には、公募によって集まった地元

商店会、まちづくりグループなどの⽅々が参加

し、まつりの企画を練り上げていきました。

『オープニングに屋外でダンスを⾒せては』『⼦

どもの参加を増やそう』『消防⾞を呼んだら⼦

どもが喜ぶのでは』等々、アイディアはとどまる

ところを知らず、次第に⼦どもが主役のまつり

が形作られていきました。

その結果、⼦どもの出演者だけでも250⼈を

超え、ステージ・屋台・展⽰・体験コーナーな

ど、どれをとっても過去最⼤規模のまつりとなり

ました。

2008年12⽉、夏まつり実⾏委員の

公募が始まりました。

実⾏委員会には商店会やまちづくり

グループなどの⽅々が参加し、以降、

毎⽉1回⾏われる会議でまつりの企

画が練られていきました。

実⾏委員は、「オープニング」「ステー

ジ」「屋台」「展⽰・体験」など担当を

決め、連携をとりながら、⼀丸となって

まつりを作り上げていきました。

そして、まつり当⽇。

まつり参加者の願いが通じたのでしょ

うか、前⽇までの⾬が嘘のような、⽬

の覚める快晴となりました。

朝10時半。

照りつける太陽の下、屋外ひろばにお

いて「第九⼩学校 舞組」と、「東久

留⽶バトンチームD組」の華やかなダ

ンスがまつりの始まりを告げました。

元気いっぱいのダンス！

この⽇のために、みんな⼀⽣懸命練

習しました。

中学⽣チームはさすがハイレベルなダ

ンスで、観客を圧倒します。

⾐装や⼩道具はお⺟さん達のお⼿

製。

出演者の⼦どもたちを⽀える裏⽅の

皆さんも、この⽇のために頑張ってき

ました。

かわいらしい⾐装に⾝を包み、息のそ

ろったダンスで観客を魅せます。

サンサンと太陽の光が降り注ぐ中、

45分間にも及ぶオープニングのダンス

が観客を楽しませてくれました。

そして、ダンスのステージは屋外から屋

内へ。

ダンサーが踊りながら観客を屋内ひろ

ばへと誘導します。

屋内ひろばの熱狂も最初からクライマ

ックス！

来場者にはカラフルな⾵船が配られ

ました。

⼦どもたちは⼤喜び！

今年も総合司会は、優しい語り⼝が

評判の⻑⾕川真澄さん。

毎⽉の市⺠プラザロビーコンサートで

も司会を務めてもらっています。

まつりには⾳響担当のご主⼈といっし

ょに企画から参加し、総合的にかか

わっていただきました。

このまつりのために駆けつけてくれた野

崎重弥東久留⽶市⻑より、開会式

の挨拶を頂きました。

屋内ひろばのステージでは、⼣⽅4時

30分のまつり終了まで様々な演⽬が

予定されています。

まず最初は、「第三⼩学校 ⾦管バ

ンド部」による、華々しい⾦管バンド

演奏が披露されました。

午前11時45分。

開会式が終わる頃、屋外ひろばでは

屋台販売がスタートしました。

綿あめやカキ氷といったまつりならでは

のメニューを販売するのは「ジンドー学

園」さん。

⼦どもたちが我先にと⾏列を作りま

す。

⼦どもにも⼤⼈にも⼤⼈気だったカッ

トスイカを販売するのは「中央商店

会」の皆さん。

まつり出演者の⼦どもたちには、「中

央商店会」さんから無料でカットスイ

カが配られました。

市役所1階の喫茶店「共同作業所

久留⽶の家 喫茶室カフェガーデング

レイス」さんも、屋外ひろばで出張販

売！

焼きそばやおにぎりなど、次々と⾶ぶ

ように売れていきます。

私たち「NPO法⼈ ワーカーズコープ」

も、汗だくになってたこ焼きとフランクフ

ルトを焼きました。

おかげ様で昼過ぎには⾒事完売！

ありがとうございました！

夏まつりに⽔ものは⽋かせません！

⼦どもたちに⼤⼈気のヨーヨー釣りや

スーパーボールすくいのお店を開いた

のは、「東久留⽶ コミュニティサイト運

営委員会」の皆さん。

「東久留⽶市消防本部」の協⼒によ

り、なんと消防⾞がやってきてくれまし

た！

⼦ども⽤の消防服を着て記念撮影

ができるこの企画。

めったにできない体験に、⼩さな消防

⼠たちは⼤はしゃぎです。

屋外ひろばが盛り上がる中、屋内の

ステージでも「⼩⼭⼩学校 ⼤江⼾ダ

ンスチーム」による⼒強いダンスが、観

客を沸かせていました。

続いて登場したのは「カプアヘイラニダ

ンススタジオ」の皆さん。

南国ムードたっぷりのフラダンスを披露

してくれました。

⼀⽷乱れぬダンスは⽇頃の練習の賜

物です。

優雅なフラダンスに観客もうっとり。

フラダンスは時に激しい動きもあり⽬

が離せません。

観客の皆さんは東久留⽶にいなが

ら、まるでハワイにいるかのような時間

を過ごすことができました。

「まことおにいさん&あいこおねえさん」

によるリズミックです。

おにいさんとおねえさんの歌う童謡や

アニメソングに、会場の⼦どもたちもつ

られてステージに⾶び⼊り参加！

ロック&ブレイクダンスを披露してくれた

のは「ジンドー学園」の⼦どもたち。

⼤⼈顔負けの激しい動きに、観客は

圧倒されてばかり。

振付を担当したのは⼩澤啓夢先

⽣。

最後は先⽣もダイナミックなダンスを

披露してくれました。

楽しいまつりに突然わるものが乱⼊！

でもご安⼼。

東久留⽶のヒーロー「クルメイザー」が

東久留⽶とまつりの平和を守るため、

駆けつけてくれました！

⼀度はピンチに陥ったクルメイザーも、

会場のみんなの応援で復活！

⾒事わるものを追い払い、まつりの平

和は守られました！

応援してくれた⼦どもたちとメイザー1

「バードレッド」が記念撮影！

こちらはメイザー2「ウッドイエロー」！

⼼優しき⼒持ちだ！

かわいらしいメイザー3「フラワーピンク」

も、はいポーズ。

今⽇、応援してくれた⼦たちは、きっと

⼤⼈になってもクルメイザーの活躍を

忘れないんじゃないかな？

ステージが⼀段と盛り上がりを⾒せる

中、屋内ひろばの他のコーナーも負け

ず劣らずの賑わいを⾒せていました。

⽊⼯作品やパウンドケーキの販売を

⼿がけるのは「NPO法⼈ ⽣活⽀援

グループ 夢来夢来」さん。

販売品はすべて⼿作りです。

「夢来夢来」さんでは、販売の他に⽊

⼯作品作りを体験できるコーナーも

⽤意していました。

⼯作⼤好きな⼦どもたちが集まって

⼤賑わいです。

団体の活動をわかりやすいパネル展

⽰で紹介しているのは、「東久留⽶ 

⽣涯まちづくり研究会 健康部会」さ

ん、「健康づくり推進部会 ⻘壮年部

会」さん、「町づくりサポートセンター」

さん。

パネル展⽰の他に健康相談も受け

付け、道⾏く⼈が⾜を⽌めていまし

た。

こちらは「団塊くるねっと」さんのパネル

展⽰です。

年⾦講座や陶芸教室など、団塊の

世代への積極的な参加を呼びかけて

います。

「東久留⽶市 将棋研究会」さんによ

る将棋対局コーナー。

将棋は⼤⼈だけでなく⼦どもにも⼤

⼈気で、熱⼼に対局する⼦の姿が⽬

に付きました。

東久留⽶に⽣息する⿂たちを展⽰し

ているのは「東久留⽶ ⽔辺の⽣きも

の研究会」さん。

元気に泳ぎ回る⿂に、⼦どもたちも興

味しんしんで⽔槽をのぞき込んでいま

した。

ホールの中は様々な遊びや⼯作が楽

しめる体験コーナーが⽤意され、多く

の⼦どもたちが集まっていました。

⼤賑わいのホール内。

まつり開始時から終了まで、⼦どもの

⾜が途絶えませんでした。

こちらは「南中学校地区⻘少年健全

育成協議会」さんによる、⾵船ボンボ

ン作りコーナー。

⾵船にカラフルな模様をほどこし、⾃

分だけの⾵船ヨーヨーを作ります。

「⽊⽬込み⼈形を楽しむ会」さんの、

⽊⽬込み細⼯展⽰・体験コーナーで

す。

丁寧な指導で、かわいらしい⽊⽬込

み細⼯が仕上がっていきます。

普段やらない遊びに興味しんしんな

⼦が多かった「けん⽟・こまで遊ぼう」

さんによる、けん⽟・こま遊びコーナ

ー。

懐かしい遊びも、現代っ⼦にはむしろ

新鮮です。

それっ！そこだっ！

⼿とり⾜とり教えてくれるので、初めて

の⼦でも簡単にこまが回せます。

「団塊くるねっと」さんは、パネル展⽰

の他に、切り絵の体験コーナーも開

催していました。

こちらも順番待ちの⼦が列を作るほど

⼤盛況！

体験コーナーで楽しんだのは⼦どもだ

けではありません。

「東久留⽶ ⽔辺の⽣きもの研究会」

さんが開催する、ストローでエビなどが

作れるこのコーナーでは、珍しいストロ

ー細⼯に⼤⼈も興味しんしんです。

懐かしい遊びだけでなく、パソコンを使

った体験コーナーもありました。

「東久留⽶市 コミュニティサイト運営

委員会」さんによる、パソコン名刺作

りコーナーには、オリジナルのかわいい

名刺を作って、その場で友達と交換

する⼦の姿が多く⾒られました。

午後2時45分。

ステージでは第2部の演⽬が始まりま

した。

第1部は⼦ども向けの演⽬中⼼でし

たが、第2部では⼤⼈にもアピールす

るプログラムが待っています。

「南中学校 合唱部」の皆さん。

澄んだ歌声が屋内ひろばにこだまし、

観客の⼼を癒します。

こちらは「銀杏会」さんによる⺠謡踊

り。

いつも市⺠プラザホールで練習してい

る踊りを披露し、まつりを盛り上げてく

れました。

「ハワイアン連盟 プアラレアフラスタジ

オ」さんによる、フラダンスです。

屋内にいながら、さわやかな⾵を感じ

るようなダンスです。

⼦どもたちも⼀⽣懸命練習した成果

を⾒せてくれました。

かわいらしいダンスに、観客の顔もほこ

ろびます。

舞台を⽬いっぱい使い、息のそろった

ダンスを披露してくれた出演者に、観

客の皆さんも圧倒されてしまいまし

た。

降り注ぐ太陽光、ゆったりとしたハワイ

アン⾳楽、⼀⽷乱れぬダンス…。

ステージが常夏の楽園に様変わりし

た時間でした。

続いて「銀杏会」さんが2度⽬の登場

です。

着物からTシャツへの早着替えで、⾒

事な⺠謡踊りを披露してくれました。

⾻盤健康ウォーキングという、ちょっと

変わったプログラムを紹介してくれたの

は、「sen-se」代表のプロモデル豊川

⽉乃さんと、吉永弥⽣さん。

美しく健康的な歩き⽅をレクチャーし

てれくました。

レクチャーの後はモデルの⽅々による

ファッションショーの始まりです。

素敵な⾐装とともに、美しく健康的な

歩き⽅を実践して⾒せてくれました。

舞台を降りて観客席まで来てくれたモ

デルの⽅々。

華やかな⾐装とプロの歩き⽅を間近

で⾒られるとあって、観客の皆さんの

⽬も釘付けです。

ケーナという南⽶の楽器によるコンサ

ートが始まりました。

指導するのは「ジンドー学園」のエル

ネスト河本先⽣。

『コンドルは⾶んでいく』など、⽿になじ

みのある⺠俗⾳楽にしばしうっと

り…。

続いて登場したのは⾕川さと美さん。

歌⼿として、また「ジンドー学園」のカ

ラオケ講師として活躍する⾕川さんの

美声に、会場が酔いしれます。

元気いっぱいのガールズヒップホップを

披露してくれたのは、「ジンドー学園」

でダンスを学ぶ⼦どもたち。

振付は春原通⼦先⽣です。

⼦どもたちの⼒強く息のそろったダンス

に、⾒ている⽅も思わず⾜でリズムを

とってしまいます。

午後4時20分。

⻑かったようであっという間だったまつり

も、ついに最終プログラムとなりまし

た。

ラストを飾るのは「東久留⽶混声合

唱団」さんとステージ出演者の皆さ

ん、そして観客の皆さんです。

フィナーレは、『みんなで歌おう』

出演者と会場の皆さんがいっしょにな

って歌を歌います。

観客の皆さんに歌詞カードが配られ、

指揮の先⽣の指導の下、童謡や唱

歌などが元気に歌われました。

楽しい時間はあっという間です。

参加者と観客の皆さんの笑い声が絶

えなかった⼤盛況の夏まつりにも、終

わりの時が近づいてきました。

まつり参加者と観客の皆さんの笑顔

で締めくくられた、第3回市⺠プラザ

夏まつり。

また来年、お会いしましょう。

前のページへ戻る

東久留⽶のふれあい情報サイト くるくる


