
子どもたちは、新緑の「やくらい山」に登ります。標高５００ｍですが、頂上から観
る景色は最高です。大人たちはミズバショウの群生地荒沢自然館で遊びます。

●お申込み方法

期日／５月２日(日)～４日(祝･火)

場所／宮城県加美町・薬莱山周辺

参加費／大　人：49,800円(中学生以上)

　　　　子ども：39,800円(３歳以上)

宿泊先／加美町中新田交流センター
　　　　　　(5月2日小中高生のみ宿泊)

主催／プランニング開・アトリエ自遊楽校
仙台市青葉区北山2-1-16セントラル北山1Ｆ
〒981-0931  ℡022-276-8840/FAX022-272-7696
URL http://p-kai.com ブログhttp://kikaku-blog.p-kai.com

協力／メリーゴーランド・オマチマン事務所

集合／中新田交流センター 定　員／大人50人･子ども50人
親子での参加はもちろん、大人だけ・子どもだけの
参加もＯＫ！子どもは｢子ども楽園｣で遊びます。

仙台銀行 北山支店 
普通口座 ３０９９０６１  
春の自遊楽校 事務局 

９８１－０９３１ 

仙台市青葉区北山2-1-16 
セントラル北山１Ｆ 
(有)プランニング開 

郵便はがき 

事務局　行 

●あなたは開人会・アトリエ自遊楽校の会員ですか？
　　　　□は　い　□いいえ

おそれいりますが 

50円切手を 

お貼りください 

※仙台駅(有料）と古川駅(有料）からバスを出す予定です。

●会場までの交通手段

●集合/解散時、古川駅発着の送迎バス(有料)をご利
　用になりますか？
　　　　□は　い　□いいえ

伊丹空港－仙台空港：約1時間15分
中部国際空港－仙台空港：約1時間15分

※仙台空港-仙台駅：ＪＲで25分

●飛行機 ●新幹線
東京駅－仙台駅：約1時間40分
東京駅－古川駅：約2時間
●車
仙台駅から加美町まで車で約1時間
※連休中混雑します。

●交通手段

●集合場所中新田交流センター地図

宮城県加美群加美町字味ヶ袋薬莱原1-70
TEL0229-67-3688/FAX0229-67-3210

●集合/解散時、仙台駅発着の送迎バス(有料)をご利
　用になりますか？
　　　　□は　い　□いいえ

①電話にて予約申込みの後、右のハガキに必要事項を記入し郵送して下さい。
②参加費用の合計金額を右の口座にお振込み下さい。入金確認後、詳しい資料 
  をお送りいたします。

 

●要  項

 

「薬莱山」で遊びます！

漫画家・いがらしみきおと出会う
●大人プログラム

歌人・俵万智と出会う

春の

●現地までの交通手段を教えてください。
□自家用車　□ＪＲ　□バス　□飛行機(仙台空港）
□新幹線（仙台駅着）□新幹線（古川駅着）　　　　　
　　

宮城県無形文化財の「火伏せの虎舞」は、とてもエキサイティング。地元の消防団の方々
は、新田どんの仲間。新田どんが宮城国体の開会式の演出を担当したときグラウンドいっ
ぱいに50頭もの虎が舞ったという話は伝説になっている。今回のために新田どんが太鼓を
練習しに加美町に通っているらしい！？

虎舞ワークショップ
●子ども・大人共通プログラム

「やくらい山」に遊ぶ
●子ども・大人共通プログラム

今年の春の自遊楽校は、新田どんのふるさと加美町に遊びます。ほとんどの方が
知らない東北の田舎のまち。だけど、そこには懐かしい日本のふるさとがありま
す。新田どんが子どもの頃、毎年登っていた「やくらい山」は、新緑の真っ只中。
新田どんの仲間が虎舞を踊ってくれる。新田どんの同級生漫画家いがらしみきお
さんが遊びに来てくれる！中新田交流センター（旧鳴瀬小学校）はとても素敵な
空間。新田どんのお母さんが教えていた学校。特別ゲストは仙台在住の歌人俵万
智さんと染織家の笠原博司さん。メリーゴーランドの増田さんは加美町が大好き。
何度も遊びに来ています。おもしろいですよ～。

漫画家 いがらしみきお と新田どんは、小中学校の同級
生。小学校ではマンガを描くサークルを作り、中学校で
は同じ部活（柔道部）で毎日のように遊んでいた仲間。
あの「ぼのぼの」の世界観に出会います。

●子ども・大人共通プログラム

朝日新聞のオーサービジットで全国の小学校
に出向き短歌の授業をしている俵万智さん。
俵さんの「かーかん、はあい」は、長男と一
緒に本を開いたかけがえのない時間が盛りだ
くさんです。 染織家・笠原博司と出会う

笠原さんは加美町出身の日本を代表する染織家。加美町の草
木を使って染めた糸で自然をモチーフにしたデザインで布を
織る。その工房に行って機織りを見せてもらいます。そして、
藍染を体験させてもらいます。

新田どんのふるさと加美町

     自   楽校遊

解散／やくらい林泉館

宮城県加美郡加美町下新田字松木3番地
TEL0229-63-3113/FAX0229-63-4872

やくらいさん

春の      自   楽校遊

●大人プログラム

●中新田交流センター

※中高生ボランティアスタッフ募集！（バイト代あり？）

／やくらい林泉館
　  (5月2日幼児＆大人のみ・5月3日全員宿泊)

●中高生にお聞きします。ボランティアスタッフ希望ですか？
　　　　□は　い　□いいえ



宿泊の林泉館は天然温泉
です。ゆっくりと疲れを
お取り下さい。

●いがらし みきお
加美町出身の漫画家。代表作に『ぼのぼの』『忍ペ
ンまん丸』などがある。初期作品のギャグ漫画は、
過激なギャグに加え予想のつかない展開と奇抜なア
イディアで斬新な内容が評判を呼び、影響を受けた
著名人も多い。その後発表した『ぼのぼの』は４コ
マ漫画の「行間を読む」作風が話題を呼び大人気と
なる。『かむろば村へ』は加美町が舞台。普段表に
出ない方ですが、今回特別に実現！

●俵 万智
大阪生まれの福井育ち、仙台在
住。早稲田大学第一文学部日本
文学科卒業。神奈川県立橋本高
校で国語教諭を1989年までつと
める。1986年『八月の朝』で
「第32回角川短歌賞」受賞、
1987年第一歌集『サラダ記念
日』を出版、その新しい感覚の
作品が話題を呼び、260万部を超
えるベストセラーになる。1988
年、『サラダ記念日』で「第32
回現代歌人協会賞」受賞。最新
刊に『かーかん、はあい子ども
と本と私2』がある。

さあ、春の自遊楽校の始まりです。各スタッフの紹介と
３日間のおもしろプログラムをお話しします。

●新田 新一郎
子どもたちからの愛称は“どん
ちゃん”。子どもの表現力・創
造力を育む活動は、文部科学省
制作の番組で全国放送される等
高い評価を受けている。子ども
の国際交流活動や、全国の保育
士・幼稚園・小学校教諭向けの
研修会の企画運営も手掛ける。
幼児保育専門学校、宮城教育大
学非常勤講師。著書に絵本『ふ
しぎなたいこ』がある。

●増田 喜昭
子どもたちからの愛称は“ひげの
おっさん”。第一線の作家・編集
者達と絵本・童話作家の養成ワー
クショップを主催。新聞のコラム
ラジオ番組での絵本紹介、各地の
講演活動で子どもの本の普及に力
を注ぐ他、フェリシモで『おはな
しのたからばこ』30冊の絵本をプ
ロデュース、注目を集めている。

 

※プログラムは、都合により変更になる場合があります。

17:30

20:00

21:30

オープニング

朝　食 

フリータイム

朝　食 

エンディング

５月３日（月・祝） ５月４日（火・祝）５月２日（日）
子ども楽園 大人プログラム 子ども楽園 大人プログラム 

プログラム

■入浴 
■就寝準備/就寝 

※12:30解散予定です。終了後お弁当をお渡しします。
※古川駅15:00着仙台駅16:00着予定でバスでお送りいたします。
※仙台駅・古川駅から参加の皆様に会場までの往復貸切バス
　(有料先着30名)を用意します。ご利用下さい。
※５月の連休、ＪＲや飛行機のチケットがとりにくい場合は、
　お早めに事務局まで。

氏 

名 

　

住　

所　
　
　
　

同
室
希
望
者

女・男(　　)歳

職
業

フリガナ(　　　　　　　　　　　　　 )

(〒　　　　－　　　　　　）

(TEL　　　－　　　　－　　　　　）

氏名

(〒　　　　　　)住所

女・男(　　)歳(tel               )

氏名

(〒　　　　　　)住所

女・男(　　)歳(tel               )

氏名

(〒　　　　　　)住所

女・男(　　)歳(tel               )

●参加費詳細

●元気印の講師陣 

●子ども楽園申込書　※５月時の学年・年齢をお書き下さい。

氏　　名 生年月日 年齢 学年 性別

19　年　月　日

19　年　月　日

19　年　月　日

歳

歳

歳

女・男

女・男

女・男

大人

子ども

合計

49,800円－会員割引3,000円×(　　　名)＝　　　　　円

49,800円－家族割引1,000円×(　　　名)＝　　　　　円

49,800円×(　　　名)＝　　　　　円

39,800円－会員割引3,000円×(　　　名)＝　　　　　円

39,800円－家族割引1,000円×(　　　名)＝　　　　　円

39,800円×(　　　名)＝　　　　　円

●子ども楽園について

アトリエ自遊楽校会員・開人会会員は
３，０００円、会員の家族は１，０００円
の割引にて参加いただけます。

■入浴
■就寝準備/就寝

●仲良しになるために
　　　グループづくり

　

※家族・グループでお申込みの場合は、
代表者１名が申込み、同行者(大人と幼
児)は同室希望欄に、子どもは子ども楽
園申込書の方にご記入下さい。

 

8:30 

昼　食／フリータイム

キ
リ
ト
リ

16:00

五・七・五・七・七の 31
音で表現する短歌。
どんな歌があるの？どうや
ってつくるの？そのおもし
ろさを俵万智さんにお話し
してもらいます。

●子ども楽園は３歳児から小学生が対象です。　　
　未就学児の「幼児グループ」は小学生のプログラ
　ムとは、別のメニューになります。
●中学生・高校生は大人プログラムに参加するのも
　可能ですし、「子ども楽園」にボランティアスタ
　ッフとして参加することも可能です。事前にお知
　らせ下さい。
●２歳児の参加については、ご相談下さい。
●その他、持ち物などについては、後程詳しいご案
　内をお送りします。
●幼児グループは、夜は保護者と同室になります。

●短歌スタンツ③
　　　  発表に向けて

発表に向けて仕上げの練習
です。

夕　食／フリータイム 夕　食／フリータイム 

俵万智さんに絵本の話や子育
ての話をお聞きします。
どんな話が聞けるやら。楽し
みです。

●あきらちゃん＆リカちゃん＆ラーメンちゃん
　　　　　あそびうたコンサート

５月の自遊楽校恒例！あ
きらちゃん・リカちゃん
・ラーメンちゃんコンサ
ート！さあ今年はどんな
ネタ!?がみられるかな？
みんなニコニコ笑顔にな
るステージです。

　　　●短歌ワークショップ
　「俵万智さんとことばで遊ぼう」

●やくらい山ハイキング

はじめまして！今日から３
日間一緒に過ごす仲間とグ
ループに分かれて自己紹介
などをします。あっという
間に全国各地から来たみん
なと友達になっちゃうよ。

14:00

●荒沢湿原散策＆
　　　 藍染め体験ツアー
　日本を代表する染織家笠原博
司さんの素敵な工房にお邪魔
して機織りを見せてもらった
り、藍甕を見せてもらったり
します。そして、藍染をして
みましょう。できた作品はお
みやげに。昼食は工房の隣に
ある蕎麦処駒庄で各自お取り
下さい。ひと休みしたら荒沢
自然館へ。
荒沢湿原はミズバショウの群
生地。近くの荒沢の滝も絶景
です。

●フリー

●居酒屋「どんちゃん」
　　　　　　で大宴会②

 

●ふるさとを語る①
 いがらしみきおさんの時間
あの「ぼのぼの」で有名な漫
画家いがらしみきおさんは、
新田どんと幼なじみ。「かむ
ろば村へ」は、加美町を舞台
にした物語。どんな話が聞け
るやら。楽しみです。
（終了後宿泊先 林泉館へ移動）

●絵本の話・子育ての話
　　  俵 万智さんの時間

●短歌スタンツ①
　　　　お話を考える

　　　　●五・七・五・七・七
　　短歌スタンツ発表「やくらい物語」

さあ、いよいよ発表です。「やくらい物語」のはじまりは
じまり。

●短歌スタンツ②
　　　　スタンツ練習

近くの400種類の栽培植物が
ある「やくらいガーデン」や
森の中にあるカフェなどに出
かけてみるのもいいですね。
新緑を眺めながら「薬師の
湯」に入ってのんびりしたり、
レストラン「ぶな林」で船形
山系の氷河層から加美町に湧
き出た水からつくった「やく
らい地ビール」で、明るいう
ちから乾杯？休日の醍醐味を
たっぷりご堪能ください。

俵さん・増田さん・新田どん
でトークをしながら大宴会。
一杯やりながら「詩のボクシ
ング」ならぬ「短歌ボクシン
グ」なんてどうかしら？

「短歌スタンツ」に挑戦！
スタンツのストーリーに合
う短歌をつくって入れてみ
よう。くりかえして言葉の
リズムを遊んだりしてもお
もしろいね。

　　　　●加美町の伝統芸能
　「火伏せの虎舞ワークショップ」

加美町には獅子舞ではなく虎舞というのがある。
風が強く火事が多かった加美町で「火伏せ」のために行わ
れていた「虎舞」。その伝統芸能をみせてもらいます。
新田どんが太鼓をたたくと言い出しているのだが・・・!?
その後、子どもたちは挑戦してみよう。さあ、虎舞ワーク
ショップのはじまりです。

円

染織家の笠原さんの作
品は全国のファンから
予約殺到。

●居酒屋「どんちゃん」
　　　　　　で大宴会①

（たわら まち・歌人）

15:30

13:30
子ども楽園大人プログラム

加美町は新田どんのふるさ
と。子どもの頃の新田どんっ
てどんな子だったの？どんな
ことをして遊んだの？もちろ
んいたずらっ子だっただろう
ね？

●ふるさとを語る②
　　  新田新一郎の時間

●笠原 博司
加美町出身の染織家。2004年
「きもの文化賞」、2006年 第80
回記念国展工芸部門「80回記念
賞」、2007年「加美町文化賞」
受賞。工房で生み出される作品
のさまざまな色やデザインは、
加美町の素晴らしい自然環境の
中にそのモチーフやアイデアを
もらっている。「自然はデザイ
ンの天才である」と笠原さん。

毎年楽しみの増田さんのお話。
絵本のことや子どものことや最
近考えていることなどお話をお
伺いします。

フリータイム

●私の子どもワールド
　　 増田 喜昭さんの時間

●ハートをゲット!
グループ対抗大ゲーム大会

「短歌スタンツ」に挑戦！
グループでどんなお話のス
タンツにするか考えよう。
誰が出てきてどうなって、
どんなことが起こるのか？
お話ができたら練習だ！

お泊り企画恒例。グループ
対抗大ゲーム大会。
グループの得点はハート！
ハートをゲットするために
いろんな爆笑ゲームに挑戦
だ。

（かさはら ひろし・染織家）

万智さんの子育てのこ
と短歌のことお聞きし
たい事がいっぱい。

幼なじみのみきおと
は、中学校で同じ柔
道部。登下校も一緒
だった仲間。

春の芽吹きが美しい、やく
らい山をグループでハイキ
ング。頂上から見る景色は
360 度見わたせる一大パノ
ラマ。海まで見えますよ。

（漫画家）

※仙台駅発11:30発バス(有料)
※古川駅13:00発バス(有料)送迎バスを出します。

宿泊の林泉館は天然温泉
です。ゆっくりと疲れを
お取り下さい。

大人は、俵さんと子どもた
ちのワークショップの様子
を見学することもできま
す。

春の      自   楽校遊

春の      自   楽校遊

（やくらい林泉館泊）

（中新田交流センター泊） （やくらい林泉館泊）

（やくらい林泉館泊）

（中新田交流センター集合）

（やくらい林泉館解散）

居酒屋「どんち
ゃん」にようこそ。
加美町は、３軒
の酒蔵がある。
日本酒好きには
たまらない !?


