
 

声でつたえる物語・つながる人と人 

和 み 語 り               
昔話、伝説、古典、創作・・・しばしさまざまなお話に耳を傾けてみませんか。 

願いをかなえようとする人の愛おしさや美しさに思いを馳せたり、 

その愚かしさを笑いとばしたり。 

大人の語りのほか地元の話「あおば紙芝居一座」の紙芝居もお楽しみください。 

お茶を用意してお待ちしています。                                 

 

次回の和み語り 5 月 8 日 14 時半開演 

テーマ ～風薫る～ 

 

「ポポロくんのせんたくやさん」 寮美千子作     野田登志子 

「山櫻の花かんざし」         日本の昔話      堀実和子 

「ノックグラフトンの妖精」    アイルランドの昔話  芝 匠子        

「チワンの錦」        中国チワン族の昔話  菅野 智子 

「水神姫」 恩田の話    あおば紙芝居一座の作品        貞廣 典子 

 

語り手： ＮＰＯ法人語り手たちの会チーム横浜とお客さま 

場所：たまプラーザ地域ケアプラザ（たまプラーザテラス リンクプラザ ４Ｆ） 

東急田園都市線たまプラーザ駅徒歩 4分 

 

年間予定 2019 年 9 月 11 日  ～月の光に～ 

       2019 年 12月 11 日 ～抱
いだ

かれて～ 

       2020 年  3 月 18 日 ～旅立ち～ 

 

今までのテーマとプログラム 

 

春・芽吹き    2014.4.30 13時開演 （菅野） 

                        

蛙と梟     奥会津の昔話      芝 匠子 

桃売り殿様   日本の昔話       菅野 智子 

金色の仔犬   チベットの昔話     野田 登志子 

たらこかずのこさかなのこ        みなさんと 

         『めのまどあけろ』谷川俊太郎 作より   

神鳴      狂言より        堀 実和子 

あずきあらい  「あずきあらいと座敷わらし」 貞廣 典子 

『遠く不思議な夏』斉藤 洋 作より  

つばめのお宿  市ヶ尾の話       堀 実和子 

        （あおば紙芝居一座の作品） 

 

ちょっと怖い話  2014.07.17 19 時開演 （菅野） 



  

河童さかだち        日本の昔話       堀 実和子            

あずきとぎ         日本の昔話       芝 匠子          

  ティザン          ハイチの民話      野田登志子  

子だくさん         日本の昔話       新田安季子 

  トーレ・エッペの幽霊    スウェーデンの民話   菅野智子             

かっぱかっぱらった     詩・谷川俊太郎作    みなさんと 

  かっぱの平六        あおば紙芝居一座作品  堀 実和子       

 

 

隣の人は・・           2014.11.2  （菅野） 

 

皿々山     日本の昔話       野田 登志子 

うちの中のウシ メイベル・ワッツ作より   高橋 裕美 

ものいう亀   日本の昔話       菅野 智子 

隣の客     詩           みなさんと 
         『時間割にない時間』木村信子 作より   

隣の家     パーソナルストリー     芝 匠子   

水神姫      恩田の伝説より      貞廣 典子 
         （あおば紙芝居一座の作品） 

観月猫      永尾まる 作より    堀 実和子 

ああの話     日本の昔話       柏﨑 尚子さん 

天にとどうた豆  日本の昔話       井上雅美さん 

 

 

冬の日に     2015.2.5  （菅野） 

 

おんちょろ経   日本の昔話      高橋 裕美 

座頭の木     日本の昔話      芝 匠子   

          君川みち子再話より 

豆まきのいわれ  日光湯西川温泉に伝わる話    

雪女郎      日本の昔話      堀 実和子 

きつねのあしあと 山形の昔話      菅野 智子 

青い皿      安房直子作より    野田 登志子 

村を守った刀   荏田の伝説より    堀 実和子 

         （あおば紙芝居一座の作品） 

 

花物語         2015.4.1 （菅野） 

 

ひとつひらいたふくじゅそう 福島のわらべ唄   みなさんと 

牛と朝顔       中国の昔話     野田 登志子 

椿むかし      日本の昔話      堀 実和子 

夢十夜 第一夜    夏目漱石作     芝 匠子 

舞扇        日本の昔話      菅野 智子 

つつじの娘     日本の昔話 

ぼたんの花と若者  日本の昔話      高橋 裕美 

きつねの嫁入り   青葉区に伝わる話    貞廣 典子 

        （あおば紙芝居一座の作品） 



 

涼しくなる話       2015.7.30（芝） 

レスターの修道士 ～四度殺された男 

イギリス民話    芝 匠子 

菅生の滝      日本の昔話      野田 登志子 

トタングワック  イヌイットの昔話    堀実和子 

鉄火松のおはなし          

       （あおば紙芝居一座の作品）  貞廣 典子 

橋の上の行列    日本の昔話      高橋裕美 

夢の女 〜長谷雄卿の話                                

『長谷雄草紙』より      菅野 智子 

  

 

空のかなたへ     2015.10.7（野田） 
   月の中の金木犀   中国の昔話      野田登志子 

   うそ話千両      日本の昔話       高橋裕美 

   ヒデじいとキヌばあとへびの話  自作        堀実和子 

   驚いた神さま   驚神社由来 あおば紙芝居一座  菅野智子 

   うさぎとたぬき  歌                   芝匠子 

   めどなしの夜   福島の昔話             

   白いご飯と青い空 パーソナルストーリー         松本貞子さん 

 

冬の色           2016.2.3 （高橋・堀） 

ワインはグルジアから  グルジアの昔話     高橋 裕美 

石のスープ        外国の昔話           堀 実和子 

緋鯉女房         日本の昔話            野田 登志子 

あとかくしの雪      日本の昔話           菅野 智子 

雪解け           日本の昔話           芝 匠子 

めかりばあさん   あおば紙芝居一座の作品   貞廣 典子 

 

 

花咲かせましょう   2016.4.13 （高橋・堀） 

     １、まのいい猟師   7分     日本の昔話   高橋裕美 

２、葬頭河の婆さ   10分   日本の昔話   芝匠子 

３、さつま灯籠とたざえもん先生  8分あおば紙芝居一座作品  

歴トーク     10分               貞廣典子   

４、歳          5分    日本の昔話   菅野智子 

５、いたちの子守唄 11分   日本の昔話    堀実和子 

６、なたねの種    8分    日本の昔話    野田登志子 

７、♪福寿草      3分              みなさんと 

 

 

海よ 空よ           2016.7.6（貞廣） 

ものいう亀         熊本の昔話      菅野智子 

こうのとりになっ た王様   

ウィヘ ルム・ハウ 作    高橋裕美 

かっぱの平六   あおば紙芝居 一座の作品 貞廣典子           



たこのだいこんぬき  宮城県の昔話  芝匠子          

さるの海岸見物    出雲の昔話     堀実和子 

天人女房           日本の昔話      野田登志子 

 

おきつねさま     2016.10.5 （芝） 

   ずいとんさん    日本の昔話       高橋裕美 

   きつねがきつねになった話 片岡輝/再話    野田 登志子 

狐の嫁入り （あおば紙芝居一座の作品）   貞廣 典子 

閣下の正体  片岡輝/作           菅野 智子 

不思議な僧侶 片岡輝/再話          芝 匠子                              

   狐の茶釜   日本の昔話          堀 実和子 

こんちくちくわのこんちきち         みなさんと 

 
 

酉どりづくし       2017.2.1（高橋） 

 
とりのみじさ           日本の昔話  野田 登志子      

こうのとりになった王様   ハウフ作より  高橋 裕美 

しりとりなサイ          佐々木マキ 作より   堀 実和子 

歌うたいひょうたん      日本の昔話      芝 匠子 

初夢ふたつ          日本の昔話      菅野 智子 

さるさかさるたさか      （市ヶ尾の話）     貞廣 典子                             
           青葉紙芝居一座の作品 

 

 

空を見上げて       2017.5.10（野田） 
１ 一番初めは一宮（唄）                            

２ 蛙と梟 会津の昔話                芝匠子 

３ 青い星と赤い星 ネイティブアメリカンの昔話     野田登志子 

４ ぼたんの花の精と若者 能登の昔話   高橋裕美 

５ 桃売り殿様 山形の昔話    菅野智子 

６ ヒデじいとキヌばあとヘビのはなし 自作  堀実和子 

７ つばめのお宿 市ヶ尾の話（あおば紙芝居一座の作品）    貞廣典子 

 

 

燦きらめく         2017.7.12（芝） 

 いわしのひらき（唄） 

「二百人のどろぼう」               山形の昔話     芝匠子   

「ウル姫子と山姥 」                 岩手の昔話     菅野智子  

「人魚と決して目を合わせるな」 イングランドの昔話  野田登志子  

「我如古（がねこ）の猫」        沖縄の昔話 宮川千恵子 

「おじいとキジムナー」         沖縄の昔話 宮川千恵子 

「村を守った刀」劔神社（荏田）の話（あおば紙芝居一座の作品） 

 

 

ほっこり暖まる話   2017.11.29（堀） 



 「お月さまとじいさま」 ロシアの昔話     芝 匠子 

「宝手ぬぐい」        日本の昔話      菅野 智子 

「つばさをもらった月」    ブルガリアの昔話   野田 登志子          

「ぼうさまの木」  秋田の昔話      堀 実和子 

 「おじいさんならできる」   フィービ・ギルマン作 高橋 裕美   

「めかりばあさん」       青葉紙芝居一座の作品 貞廣 典子 

 

犬も歩けば・・・    2018年２月７日（貞廣） 

１． 「富貴万福末繁盛」 

２． 「恵比須さんと大黒さん」 日本の話  堀 実和子   

３． 「三つの願い」         日本の話  野田 登志子 

４． 「友達がほしかった犬」  中国の話  菅野 智子、芝 匠子 

５． 「早太郎伝説」  長野の伝説 高橋 裕美 

６． 「お福と鬼」       日本の話    堀 実和子 

７． 「わかさま徳恩寺へ行く」 恩田の話（あおば紙芝居一座の作品） 

貞廣 典子 

 

 

ひーらいたひらいた 2018.4.4（高橋） 

・ひとつひらいた ふくじゅそう 

・花咲か爺    日本の昔話    堀実和子 

・ふしぎな宿屋  中国の昔話    高橋裕美 

・金の髪     コルシカ島の昔話 菅野智子 

・うぐいす長者  日本の昔話    芝匠子 

・聞き耳ずきん  日本の昔話    野田登志子 

・鉄火松のはなし（あおば紙芝居一座の作品）貞廣典子 

*春の足跡                           齊藤真知子さん 
原作『この足跡…なあに』遠藤悦男/作 改作/おはなしかご   

 

覗いてみると       2018.7.4（野田） 

ひょうたんとじい様 ８分 青森の昔話   野田登志子 

ふぐはうち      5分 日本の昔話   堀実和子 

死人が躍る        8分 日本の昔話      高橋裕美 

たこの大根抜き   5分 日本の昔話      芝匠子 

ふくろう      10分 ハイチの昔話    菅野智子 

おしゃもじさま    15分 あおば紙芝居一座の作品 鉄町の話  

貞廣典子 

*ひなどりとねこ  ミャンマーの昔話   小久保純子さん 

 

 

色とりどり         2018.10.3（芝） 

「菊のお嫁さん」 日本 高橋裕美 ６分 

「こい」     日本 堀実和子 ８分 （真鯉と緋鯉の恋の話） 

「真紅の帯」   日本 芝匠子  15分 

「ちゃくりかきふ」日本 菅野智子 ６分 

「三つの願い」  日本 野田登志子 10分 

「牛込の獅子舞」（あざみ野の話）貞廣典子 



＊「やまなし」  宮澤賢治/作 こおりあずきさん 

春遠からじ    2019.1.30 （貞廣） 

「わらうという字ができるまで」日本の昔話   堀実和子 

「金色の仔犬」        チベットの昔話 野田登志子 

「たのきゅう」        日本の昔話   高橋裕美 

「桃の花のおとど」      信州佐久の昔話 菅野智子 

「さつま灯籠とたざえもん先生」元石川の話    貞廣典子 
（あおば紙芝居一座の作品） 

*権助ぎつねとじいさま    日本の昔話    渥美明美さん 
『頭に柿の木』井上雅美/再話 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


