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プペルバス誕⽣物語

絵本『えんとつ町のプペル』 
　著：にしのあきひろ 

１万部売れればベストセラーと⾔われ
る絵本市場で累計40万部を突破！各国
語で翻訳され世界中で愛される絵本 

えんとつ町のプペルの光る絵本展を、
『個展に⾏けない⼦どもたちにも⾒せ
てあげたい』との想いから、548⼈・

8,586,000円の⽀援を集め、移動型の 
個展会場『プペルバス』が誕⽣！ 
みんなの笑顔に会いに⾏く♬
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プペルバスが⼭梨へ

埼⽟⇒⼤阪⇒奈良⇒茨城⇒兵庫と
⽇本全国を巡回し、６箇所⽬の 
開催となった⼭梨県！！ 

『挑戦すれば夢は必ずかなう』と
勇気づけられた⼤好きな絵本を、
未来がある⼭梨の⼦どもたちにも
届けてあげたいという想いから、 
甲府市 焼⿃燈の店主 古屋明⼈⽒
がプペルバスを借り上げ、所属も
年代もバラバラな23名の個性豊か
な有志メンバーが集いました！！
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ここがスゴイよ！プペルバスin⼭梨
15⽇間で41箇所を巡る超過密スケジュール！！ 
その内、病院・保育園・障がい者施設等の福祉施設が30箇所！！ 

総動員数は驚異の6,500⼈超え！！ 

⾼校⽣以下の⼦ども達は全ての会場で⼊場料無料！！（⾃⼰申告制） 
⼀般の⽅も福祉施設30箇所では全て無料！その他は1⼈500円！ 
6,500⼈の内、無料⼊場者が85%以上を占めた！！ 

福祉施設には事前に絵本『えんとつ町のプペル』計125冊を寄贈！！ 
先⽣が⼦ども達への読み聞かせをしてくれて、当⽇の楽しみが増したよ！！ 

クラウドファンディングでは⽀援者数176⼈、⽀援額499,500円を達成！！ 
協賛18団体・3名、寄付つき唐揚げや募⾦箱等、総寄付額は約100万円！！ 

ほぼ参加費無料での開催ながら、たくさんの⽀援で黒字化を達成！！
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プペルバスin⼭梨 運営メンバー
個性豊かな23名の有志メンバー
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• 古屋 明⼈　　–　焼⿃燈 店主 
• 橘⽥ 優⼦　　–　橘⽥燃料住設店代表・建築⼠ 

• 深澤 知恵美　–　カフェコトゴト 
• ⾼⽊ 緑　　　–　㈱タカギ・YOGA空主催 

• 中島 由美　　–　B.A.L beauty laboratory 代表者 
• 鈴⽊ 姫⾥⼦　–　消防設備⼠・ＩＳＤ個性⼼理学ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・NPO法⼈マンマメルカート・看護師 

• 猪狩 俊　　　–　笛吹市社会福祉協議会・⽇本ファンドレイジング協会全国福祉チャプター 

• 五味 愛美　　–　⼋ヶ岳観光圏 インタープリター FM⼋ケ岳 パーソナリティ 
• 渡辺⼀博　　 –　甲府市役所・まちづくり甲府 

• イセダマミコ –　漫画家 
• 三浦 茂晴　　–　Fanlab Community Designer 
• 前嶋 康太郎　–　甲州市教育委員会⽂化財課 茶道講師 
• 新名 あい　　–　北杜市役所観光課 
• 並⽊ 淳　　　–　デジタルデビジョン（⼭梨⽇⽇新聞社） 
• Hisao Usui  ＆ ⾅井 恵理⼦（⾅井夫妻） –  近所のおじさん、おばさん 
• 鈴⽊ルミコ　 –　うちゅうブルーイング Uchu Brewing 
• ⾧倉英明　　 –　 シルクハットアーティスト 
• 武井 ⽂明　　–　焼⿃燈 
• ⼊倉 秀　　　–　⼀般社団法⼈⽇本地域活性化事業協会 代表理事 
• 切⾦ ⼤成　　–　プペルバスの住⼈ 
• 望⽉ 志穂　　–　甲府市役所 
• ⼭本ひなた　 –　⾼校2年⽣
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１５⽇間の活動記録
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１．御所保育園&リハビリテーション若彦の郷 
1/30(⽊)14時半～16時半

絵本寄贈：６冊 

動員数：１３０⼈ 

若彦の郷を利⽤されている⾼齢者と御所保育園
の園児達が⼀緒にプペルバスに乗って光る絵を
⾒る光景もありました。 

絵本の寄贈の時にお伺いした時も、⼦ども達が
絵本を無邪気に取り合う姿を⾒せてくれました
(^^) 

当⽇は、YBSテレビの⽣中継や⼣⽅のニュー
ス、⼭梨⽇⽇新聞などの取材にも⼦ども達が受
け答えしてくれたり、2週間くらいの短い時間
しかなかったのに、⼦どもたちがノリノリでえ
んとつ町のプペルの歌も覚えて歌ってくれまし
た♪ 
初⽇からマジで泣きそうになりました～w
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２．あら川保育園 
1/31(⾦)10時～12時

絵本寄贈：３冊 

動員数：２００⼈ 

こちらの園も当⽇⾵が強く寒い中でも
元気に歌を歌ってくれました♪ 

年⾧さんたちは、絵を⾒ながら『この
絵が好き～』とか『この絵知ってる
～』とかってみんなで話してました
(^^) 

未満児さんたちは、少し暗いのが怖
かったみたいで、１⼈の⼦が泣き出す
とみんな泣きはじめて…⼤合唱w  
そんな姿もかわいかったなぁ♪
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３．あすなろ⼯房 
1/31(⾦)13時半～15時

絵本寄贈：３冊 

動員数：５０⼈ 

販売：絵本１冊 2,200円 

障がい施設で、⼦どもではなく⼤⼈の
⽅なのですが、当⽇施設のスタッフさ
んが光る絵を1枚1枚内容を読み聞かせ
してくれながら利⽤者さんと絵を⾒て
くださいました☆ 

ひとりひとりに寄り添った印象がとて
も強く、その⽇からうちら運営スタッ
フも各施設で読み聞かせをしながら光
る絵を⾒てもらうように始めました(^^)
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４．Ｆｅｅｌ 
1/31(⾦)16時～20時

動員数：３０⼈ 

販売：絵本５冊 11,000円 

⼣⽅～20時で⾵も強く寒い⽇の開
催でしたが、お店のスタッフさん
の協⼒もあり、西野さんの⼤ファ
ンって⽅や新聞やニュースなどを
⾒て来てくださる⽅も多くいらっ
しゃいました(^^) 

また、こちらでは、光る絵の配線
の修理などもスタッフさんがして
くださいました(^^)
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５．⼭梨厚⽣病院 
2/1(⼟) 8時半～12時

絵本寄贈：５冊 

動員数：２００⼈ 

販売：絵本１０冊 11,000円 

全国初の病院開催になった厚⽣病院ですが、⼭梨市の
⾼⽊市⾧さんのご協⼒もあり、開催に⾄りました！ 
開催⽇が決まったらすぐ病院HPにも⼤きく載せてく
ださり、絵本寄贈の際も理事⾧はじめ、院⾧、⼩児科
担当医師、看護⼠⾧などが⽴ち合ってくださりまし
た。 

当⽇は、病院⼊⼜の駐⾞場を貸しきらせてくださり、
⾼⽊市⾧も駆けつけてくださってシルクハットに蝶ネ
クタイをつけて⼦どもたちと写真を撮ったり、プペル
バスの中を⾒たりしてくださりました(^^) 

⼀般外来の⽅、病院スタッフの⽅も交代でプペルバス
に⽴ち寄って写真を撮ったり、笑顔が溢れてました
(^^)
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６．⼭梨市フルーツパーク 
2/1(⼟) 13時～15時半

動員数：７０⼈ 

販売：絵本５冊 11,000円 

⾼台にある⼭梨市を⼀望できるフ
ルーツパークでも、バスが到着す
ると共にご家族連れや、若い⼦達
も来てくださり、終始⼦どもたち
のかわいらしい笑顔がありました
(^^) 

光る絵本展を⾒て、公園に遊び
いった⼦達も帰りにまた光る絵本
展を⾒る⼦達も多かったです♪
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７．ほったらかしキャンプ場 
2/1(⼟) 16時～21時

動員数：１００⼈ 

販売：絵本１０冊 22,000円 

新⽇本三⼤夜景にも選ばれてるフルーツ
パークの更に上にあるキャンプ場で、キャ
ンプ場に来てるお客さんやプペルバスが来
ることを調べて来てくれた⽅も多く⾒られ
ました(^^) 

こちらは、キャンプ場の⽅でライトアップ
も⽤意してくださり、夜景とプペルバスの
なんとも⾔えない雰囲気でした(^^) 

こちらも寒い中での開催になりましたが、
ストーブを囲みながら会話したり、キャン
プ場ならでのアウトドアな感じでした(^^)
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８．かつぬま朝市&えんざん朝市 
2/2(⽇) 9時～12時

動員数：１８５⼈ 

販売：絵本１３冊 28,600円 

町おこしのためにはじまった地域
住民が運営する朝市で売上⾦も
チャリティーなどにも、使われて
る17年間、⽉１で続いてるイベン
トです☆ 

当⽇はスチールパンでプペルの演
奏もしてくださり、⼦どもたちも
たくさん⾒に来てくださり賑わい
ました(^^)
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９．光る恵林寺展＆ルビッチのお茶会 
2/2(⽇) 15時～20時

動員数：１,５００⼈　・販売：絵本 ５１冊 112,200円　懐紙 ４３枚 21,500円 

甲州市全⾯バックアップで【チーム前嶋】が、企画からチラシ配布や隣の⼭梨市の⼩学校などに
も 
チラシ配布、甲州市の若⼿スタッフのボランティアスタッフ30名以上、恵林寺住職さんのご厚意
により、通常17時までの拝観を20時までの特別拝観にしてくださって、県内では2箇所しかない  
【国の名勝庭園】のライトアップやルビッチの格好をした⼦どもたちとお茶会のコラボでした☆ 

当⽇のお寺の拝観料も無料にしてくださり、プペルバスの⼊場料とお茶会参加の⼤⼈のみ参加券
でしたが、なんと想像以上の1500名以上の⽅が来てくださいました！ 

お寺全体を使ってお寺の⼊⼜には、プペルバスをライトアップ、⿃居をくぐるとプロジェクター
で西野さんの動画や⼭梨開催の様⼦を流した動画、写真スポットや読み聞かせ動画の上映など…
5時間開催の為にとは思えない仕上がりになってました！ 

15時～続々と家族連れや団体でくる⽅が訪れ20時閉館までお寺の中はずっと笑顔に溢れてまし
た。常に忙しかったのですが、本当に皆が⼀丸となっていて思い出すだけでも泣きそうになるく
らいの充実した思い出になりました。
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９．光る恵林寺展＆ルビッチのお茶会 
2/2(⽇) 15時～20時
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10．クレイシュ保育園 
2/3(⽉) 10時～12時

絵本寄贈：２冊 

動員数：５０⼈ 

販売：絵本 ６冊 13,200円 

1歳～2歳児の⼦どもばかりでしたが、
併設してる⾼齢者施設もあり、そこの
利⽤者サンも多く⾒られました(^^) 

バスと写真も撮り、⼀⼈のおばあちゃ
んはプペルバスを相当気に⼊った様⼦
で何度も何度も⾒に来られました(^^) 

ちっちゃい⼦達も泣く⼦もいれば
じーっと絵を⾒つめる⼦もいました(^^)
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11．甲斐清和⾼校 
2/3(⽉) 15時～18時

絵本寄贈：５冊 

動員数：２００⼈ 

販売：絵本４冊 8,800円 
            懐紙７枚 3,500円 

⼭梨では⾼校初の開催でしたが、甲斐清
和さんは、昨年の夏に⾳楽祭でプペルの
読み聞かせなどをしてるため、今回は事
前にプペルバスの歌も歌ってくれました♪ 

そして、なんと⾔っても⾼校⽣！写真
オッケーっていうと、すぐに撮りまくるw 

ちっちゃい⼦とは、また違ったはしゃぎ
⽅をするから新鮮でした(^^)
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12．⼤神さん（甲府⼤神宮節分祭） 
2/3(⽉) 19時半～20時半

動員数：４３⼈ 

販売：絵本４冊 8,800円 

甲斐清和さんからの出発も遅
くなった為、わずか1時間半
ほどの開催になりましたが… 
 
それでも調べて来てくれた⽅
も何⼈もいらっしゃいました
(^^) 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13．⾝延⼭⾼校 
2/4(⽕) 10時～12時

絵本寄贈：３冊 

動員数：１１０⼈ 

販売：絵本５冊 11,000円 
　　　懐紙４枚   2,000円 

開催当⽇の朝に先⽣全員で⽣徒にプペル
の読み聞かせをしてくださって…それか
らのプペルバスだったので、皆楽しんで
くれてました(^^) 

娘も前⽇までは『恥ずかしいから内緒に
してて～』なんて⾔ってたけど…その⽇
はむしろノリノリw 

なんか普通に嬉しかったなぁ～ってw
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14．富⼠⾒⽀援学校 
2/4(⽕) 13時半～15時

絵本寄贈：３冊 

動員数：５０⼈ 

販売：絵本５冊   11,000円 
　　　懐紙４枚　 2,000円 

県⽴中央病院に隣接してる県内唯⼀の病弱教育の
特別⽀援学校でした。 

この⽇は、登校率が今までで⼀番よかったみたい
で本当にプペルバスを楽しみにしてくれてたみた
いです。普段⼈前に出れない⼦もこの⽇はバスを
⾒たさに⾃ら出てきてくれた⼦もいたらしく、学
校側も『本当に⼤きな⼀歩』だったって…  
感謝のご連絡まで頂きました！ 

こういうのが本当に嬉しくて逆に励まされちゃい
ましたw
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15．いずみ会ひまわり 
2/5(⽔) 10時半～11時半

絵本寄贈：３冊 

動員数：８０⼈ 

販売：絵本５冊   11,000円 
　　　懐紙４枚　 2,000円 

当⽇は親御さんも⼀緒に光る絵本展を⾒てくださ
り、むしろ親御さんのほうが楽しみにしてくれて
た⽅も多かったみたいで(^^) 

バスが到着と共に歓声が上がり、なんかほっこり
しました(^^) 

こちらの施設からも感謝のお⼿紙まで頂きまし
た！ 

普段の⽣活じゃ児童施設とかと向き合う機会がな
いのですが、施設の園⾧先⽣がやはり熱⼼でひと
りひとりに向き合って過ごしてるんだなぁ～って
感じました！
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16．⼭梨県⽴ろう学校 幼稚部 
2/5(⽔) 11時半～12時半

絵本寄贈：３冊（⼩中⾼等部と合わせ
て） 

動員数：１２０⼈ 

販売：絵本５冊   11,000円 
　　　懐紙４枚　 2,000円 

近くの保育園からも⾒に来てくださっ
て、園児達の賑やかな姿を⾒せてくれま
した(^^) 

少し到着が遅くなったので、着いたとき
には、すでにバスを待ってる状態で…ワ
クワクしてる感じが…嬉しくて☆ 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17．神奈川の障がいのある⼦どもさんへ 
2/5(⽔) 13時～17時

絵本寄贈：１冊 

動員数：１０⼈ 

⼭梨開催から唯⼀神奈川まで遠征させて頂きました！ 

親御さんが、発達障がいのある息⼦さんの為にと…⼭
⼜さんに連絡をし、そこから今回その⼦に届けるとい
う話になりました(^^) 

ずっと楽しみにしててくれて… 

当⽇はコンセント問題などもあったのですが、ご近所
サンにご協⼒頂き無事に開催ができました！ 

当⽇はボクが⾏けなかったのですが、とても素敵な笑
顔の写真を頂いて、親御さんからのメッセージも頂き
ました(^^) 

本当に無事に届けられて本当によかった♪これが本当の 
プペルバスの意味なのかなぁ～ってしみじみ想いまし
た☆
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18．国⽴病院機構甲府病院 
2/6(⽊) 9時～17時

絵本寄贈：５冊　・動員数：２５０⼈　・販売：絵本７冊 15,400円 、 懐紙３枚 1,500円 

⼭梨開催で唯⼀1⽇開催した所でした。病院開催の話を持っていった時もすぐに返事をくれて…今回の病院開催でも
⼀番重い重⼼患者さんなども多く、何度も打ち合わせをしてくださいました！ 

当⽇もスタッフの⽅が1⽇つきっきりで、  
【9時～12時】は、駐⾞場でのプペルバスでの⼀般外来向けへの開催  
【13時～15時】は、絵をバスからおろしてデイルームに飾っての⾞イスなどで⾒にこれる重⼼患者さん向けの開催 
【15時～16時】は、ベットから降りられない本当に重い重⼼患者さんへ光る絵を病院スタッフと協⼒して何枚かず
つ持ってベットまで届けることができました！  
【16時～17時】は、再度デイルームで⼀般外来、⼊院患者さん等に向けての開催で、こちらもルビッチの最後に涙
も流してる絵が好きな⼦がいて、絵を持って写真を撮ったりもしました☆ 

今回の国⽴甲府病院さんは、本当に病院スタッフさんが全⾯的に協⼒してくださって、絶対に成功させようって⼀
緒に開催してくださいました！やはり国⽴なので、全国の国⽴病院との繋がりもあるみたいで…⼭梨で成功したか
ら絶対に全国でも病院開催できるよ！やって欲しい病院だって絶対あるから。とお声をかけてくださいました☆ 

と、本当に重⼼患者さんなどは、ぼくらが⾒てて反応してるかわからない⽅とかも多くいらっしゃってましたが、
いつも患者さん寄り添ってる看護師さんなどの話によると、絵を⾒せた時の反応はすごーくあったみたいで、中に
は『オバケだぁ～』なんて声を出して反応してた⽅もいらっしゃいました！本当にエンタメというものがなくて、
こういう機会があって本当によかったとも⾔ってくださいました☆
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18．国⽴病院機構甲府病院 
2/6(⽊) 9時～17時

!28



19．きっずいさわ&ゆうゆうゆう 
2/7(⾦) 9時半～11時

絵本寄贈：３冊 

動員数：１００⼈ 

JR⽯和温泉駅のロータリーを施設側で
借りてくださり、⼀般の⽅も⾒れるよ
うにご協⼒してくださいました(^^) 

笛吹市の⼦育て⽀援センターの１つで
保育園に隣接してる施設です。 

寄贈しにいった当⽇は２家族の利⽤者
でしたが、開催⽇には、沢⼭の家族で
来てくださり、楽しそうに写真を撮る
姿も⾒せてくれました(^^)
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20．きっずやつしろ 
2/7(⾦) 11時半～12時半

絵本寄贈：３冊 

動員数：１００⼈ 

かなりタイトなスケジュールでして  
１時間の開催になりましたが… 

こちらも笛吹市の⼦育てセンター
で、プペルバス到着の際には、すで
に沢⼭の親⼦が待っててくれました
(^^) 

天気もよく暖かい⽇差しもあったの
で、すごく気持ちのいい開催になり
ました(^^)
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21．⼭梨県⽴ろう学校 ⼩中⾼等部 
2/7(⾦) 13時～14時半

絵本寄贈：３冊（幼稚部と合わせて） 

動員数：１００⼈ 

今回は⼩中⾼等部にお伺いしました☆ 

やはり到着の際には、⼦どもたちが待ち
わびてるかのような姿を⾒せてくれて… 

楽しそうに写真を撮ったり、バスの中で
も絵が好きな⼦はずーっと⾒てる⼦など
もいました(^^) 

ケッコーノリノリの先⽣もいたりw 

⾒たあとは⼿話でお礼をしてくれたりも
してくださりました☆
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22．⼭梨英和プレストンこども園＆わかば保育園 
2/7(⾦) 15時～16時半

絵本寄贈：３冊 

動員数：１００⼈ 

こちらも笛吹市⼦育てセンターでし
て、やはり沢⼭の親⼦が⾒てくださ
りました(^^) 

センターのスタッフさんの協⼒もあ
り、地域の⽅も参加されました☆ 

中には、その⽇ラジオでも紹介があ
り、聞いて来てくれる⽅もいたり…
沢⼭の笑顔に溢れてました(^^)
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23．株式会社タカギ 
2/7(⾦) 18時～20時

動員数：１１８⼈ 

販売：絵本２０冊  44,000円 
　　　懐紙２０枚  10,000円 
　　　※2/7(⾦)の合計販売数 

⼭梨市の運営スタッフの会社ガス屋さ
んでの開催でした(^^) 

その⽇は、キッチンカー3台も出て
て、オープンな会社の外も中もバスの
外も中も沢⼭の⼈で溢れてました(^^) 

夜開催なので、少し寒いですが、施設
側から豚汁の配布などもあり、地元な
らではの温かい開催でした(^^)
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24．加納岩総合病院 
2/8(⼟) 9時～11時

絵本寄贈：５冊 

動員数：２２０⼈ 

販売：絵本２１冊 46,200円（プペル18、チックタック
3） 
　　　懐紙１０枚   5,000円 

⼭梨での病院開催3箇所⽬になりましたが…こちらも病
院スタッフさんが早くから駐⾞場の案内などをずっとし
てくださり、やはり沢⼭の⾏列ができるほどの開催にな
りました(^^) 

常にプペルバスの回りには笑顔が絶え間なくあって、楽
しそうに皆さん写真を撮ったりしてました(^^) 

プペルの絵本の在庫がなくなり、欲しい⽅に届けられな
くてごめんなさい的なのもありました。 

と、開催時間の都合上、途中で最後尾を作ったのもあっ
て、こちらも申し訳ないことがありました、 
全員に届けられなかった開催地でした。
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25．PD(パーキンソン病)サロン 
2/8(⼟) 12時～13時

絵本寄贈：３冊 

動員数：８⼈ 

販売：絵本１冊 2,200円（プペル完
売） 

【パーキンソン病サロン】に合わせて
の開催でしたが障害者センターの休み
の⽇もあり、ゆったりとした開催にな
りました(^^) 

少ない⼈数ではありましたが、孫に絵
本をプレゼントしたいと、買ってくお
じいちゃん、おばあちゃんの姿が素敵
でした(^^)
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26．勝沼図書館 
2/8(⼟) 14時～17時

絵本寄贈：３冊 

動員数：２６５⼈ 

こちらも⾧蛇の列ができてました！ 

図書館のスタッフがシルクハットを
作ってくれたり、看板を⼿作りで
作ってくれたり、本当に温かい⼈達
に囲まれました(^^) 

恵林寺での市役所職員の⽅たちも⾒
に来てくださり、本当に地元を愛し
てる⼈達が多く、こういう町が盛り
上がるんだろーなって思いました(^^)
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27．⽴正寺 
2/9(⽇) 10時～12時

動員数：１１０⼈ 

販売：懐紙２枚、ポストカード２２枚 
　　　キーホルダー３個 

当⽇場所確認してなかった為、ナビで裏
道を⾏ってしまい、狭い道にはまって開
催時間を遅らすってハプニングがありま
したがw 

こちらの住職さんも協⼒的で、おしるこ
を提供してくださったり、寒さ対策もし
てくださいました(^^) 

こちらも皆が幸せそうに写真を撮ったり
してくださり、沢⼭のご家族連れの⽚⽅
が寒い中、⾜を運んでくださいました(^^)
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28．MINI甲府 
2/9(⽇) 13時～18時

動員数：１２５⼈ 

販売：絵本(チックタック)２冊、懐紙２枚 
　　　ポストカード１０枚、キーホルダー３個 

ミニクーパー販売店のmini甲府さんでの開催
で、mini甲府さんのお客様やプペルバス⽬的の
家族連れの⽅で賑わいました☆ 

mini甲府さんは福祉⾞両なども扱ってて障がい
のある⽅にも近い⽴場の⽅で…とてもプペルバ
スの活動に興味を持ってくださって… 

次回はこういう不慮の事故とか病気などで下を
向いてる⽅もいるから、そういう所にも届けて
欲しいっていう話をしてくださいました。 

ほんと普通の⽣活が普通じゃないんだなってこ
とを知るきっかけになりました。
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29．ぽっぽの家 
2/10(⽉) 10時～11時半

絵本寄贈：６冊（内、３冊は近くの保育園へ） 

動員数：２５０⼈ 

販売：絵本(プペル再⼊荷)３冊 

当⽇プペルバス到着で歓声を上げてくれて、とても楽しみに
しててくれてたのが‼すぐにわかりました♪ 

待ってる間に前の⼦の肩に⼿をかけて1列に並んでる姿なん
て超印象的で、先⽣たちも『⾔われなくてもこんなことでき
るんだぁ～』なんて♪これもプペルバスのおかげ(笑)？なんて
思いました(^^) 

『プペルバスを連れてきてくれてありがとう』なんて⾔いな
がら絵をくれたり、プペルバスの中では、『プップップペル
～』なんて皆で⼜ずさんだり…本当に嬉しかったぁ～♪ 

帰りも縁側から皆で⼿を降ってくれて…もぉほんとたまんな
い光景でした(^^) 

開催後も⼦どもたちでプペルの踊りを考えて踊ってくれたり
したみたいで…ありがとうってボクが⾔いたい気持ちです☆
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30．市⽴甲府病院 
2/10(⽉) 13時～16時

絵本寄贈：５冊 

動員数：１２４⼈ 

販売：絵本(チックタック)９冊 
　　　ポストカード２８枚、キーホルダー３個 

⼭梨の病院開催4箇所⽬でした！ 

開催前に絵本寄贈にお伺いした際も寄贈式をメ
ディアも呼んでしてくださったり、当⽇も開会式
も⽤意してくださり、とても歓迎ムードで開催さ
せて頂きました！ 

こちらも終始、⼀般外来の⽅や⼦どもたちが訪れ
て、プペルバスを⾒てくれました☆ 

⼭梨のサロンメンバーも駆けつけてくれて、西野
さんのサイン⼊りの絵本をバスにプレゼントして
くださりました☆
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31．橘⽥燃料住設店 
2/10(⽉) 17時～21時

動員数：９３⼈ 

販売：ポストカード７枚 
　　　キーホルダー２個 
　　　※懐紙は2/10(⽉)合計で4枚 

NHKの⽣中継も⼊り、ボクが焼⿃を 
焼く場所を提供してくださりました
(^^) 

運営スタッフの会社での開催になり
ましたが、アットホームな開催にな
り、『盆と正⽉が⼀緒に来たみた
い』なんておっしゃってました(笑) 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32．韮崎らっく楽キッズ＆あんど遊 
2/11(⽕) 10時～12時

絵本寄贈：１冊 

動員数：９０⼈ 

販売：絵本(プペル)５冊 
　　　絵本(チックタック)５冊 
　　　ポストカード４枚  
　　　キーホルダー４個 

韮崎市唯⼀の開催地のとった介護施設
らっく楽ですが、同施設のらっく楽
キッズさんからも沢⼭の⼦どもたちも
来てくださり、花束を頂きました(^^) 

⼦どもたちから⾼齢者の⽅まで沢⼭の
⽅の笑顔を頂きました♪
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33．ハッピーKAI 
2/11(⽕) 13時～15時

絵本寄贈：２冊 

動員数：２００⼈ 

販売：絵本(チックタック)５冊 
　　　ポストカード１６枚  
　　　キーホルダー４個  
　　　※懐紙はらっく楽とハッピーKAI 
　　　   合計で4枚 

こちらは甲斐市唯⼀の開催地でして、  
当⽇は近くの施設からも沢⼭の⼦どもた
ちも訪れてくれて施設内では、マッサー
ジの体験コーナーやカフェコーナーなど
も⽤意してくださって⼤盛況でした(^^) 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34．児童養護施設あいむ 
2/11(⽕) 16時～17時半

絵本寄贈：３冊 

動員数：１００⼈ 

販売：絵本(プペル)１９冊  
　　　ポストカード５４枚  
　　　キーホルダー２個  
　　　懐紙１０枚 

甲府市にある児童養護施設のあいむさん同施設
のすぐ近くのかしのみ学園さんで開催させて頂
きました(^^) 

こちらも本当に沢⼭のご家族の⽅に⾒てもらえ
て、沢⼭の笑顔に包まれました(^^) 

そして、スタッフの⽅が販売などもお⼿伝いし
てくださり…本当にありがとうございました☆
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35．県⽴中央病院 
2/12(⽔) 10時～12時

絵本寄贈：５冊 

動員数：５０⼈ 

販売：絵本(プペル)３冊 
　　　キーホルダー４個、懐紙２枚 

病院開催５箇所⽬の県⽴中央病院では、⼩児病棟のデイ
ルームをお借りし、開催させて頂きました(^^) 

そのあと、重⼼の⼦どもたちの元へベットまで絵を届け
ることもさせて頂きました☆ベットまで光る絵を届ける
ことができるってスゴくいいなぁ～って思えました(^^) 

また親御さんとキーホルダーを買ってってくれた⼦がい
たのですが…そのあと戻ってきて『お兄ちゃんにも買
う』って⾔ってもう１つキーホルダー買ってってくれま
した☆ 

めっちゃ優しいなぁ～ってほっこり♪こういう場⾯にも
あえるのが嬉しかったなぁ♪
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36．きっずいちのみや 
2/12(⽔) 13時半～15時

絵本寄贈：３冊 

動員数：２１０⼈ 

販売：絵本(プペル)１４冊、ポストカード１８
枚 
　　　キーホルダー７個、懐紙２枚 
　　　※きっずみさかとの合計数 

笛吹市⼦育て⽀援センターの１つで、この施設
も本当に沢⼭の⼦どもたちが⾒てくれました(^^) 

⾧蛇の列になり…時間⼤丈夫かなぁ～なんて不
安になるくらいw 

外ではタピオカの販売もしてくださって（笛吹
市⼦育て⽀援センターのほとんどで）売上を寄
付に…なんて⾔ってくださって( ノД`)…嬉しい
限りでした(^^)

!46



37．きっずみさか 
2/12(⽔) 15時半～17時

絵本寄贈：３冊 

動員数：２６６⼈ 

販売：絵本(プペル)１４冊、ポストカード１８
枚 
　　　キーホルダー７個、懐紙２枚 
　　　※きっずいちのみやとの合計数 

こちらも笛吹市⼦育て⽀援センターできっず
いちのみやさんを上回るくらいの⾧蛇の列に
なり… 

本当に沢⼭の笑顔に会えました☆ 

⼦どもたちが光る絵を⾒たあとにお迎えに来
た親御さんと⼀緒に⾒るっていう素敵な光景
もかなり⾒られました(^^) 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38．光る⽢草屋敷 
2/12(⽔) 18時～20時

動員数：２６０⼈ 

販売：絵本(プペル)１３冊  
　　　ポストカード６枚  
　　　キーホルダー９個  
　　　懐紙３枚 

こちらも甲州市の施設で…雛祭りのお
雛様が飾ってあったりと素敵な施設で
した(^^) 

また当⽇は、⽢草屋敷の⼊館料もご厚
意で急遽無料にもしてくださり、より
多くの⼈達が集まってくださいました
(^^) 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39．⾵の⼦保育園 
2/13(⽊) 9時半～11時

絵本寄贈：５冊 

動員数：１１０⼈ 

当⽇、明け⽅から⾵の⼦保育園で準備
をしているまでずっと⾬が降ってたの
ですが… 

準備が終わって⼦どもたちが⾒ようっ
てなった瞬間に本当に奇跡のように晴
れ間が広がって…ビックリした開催に
なりました(^^) 

⼦どもたちも興奮気味に絵を楽しそう
に⾒てくれました(^^) 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40．かえで⽀援学校 
2/13(⽊) 13時半～14時半

絵本寄贈：３冊 

動員数：２００⼈ 

こちらの⽀援学校も沢⼭の⼦どもた
ちが⾒てくださいました(^^) 

中には絵がとても気に⼊った⼦もい
てずーっと絵から離れない⼦もいた
のが、印象的でした！ 

皆、プペルバスの前でシルクハット
を被って写真も撮ってくださいまし
た(^^) 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41．グランドフィナーレ 
2/13(⽊) 15時～21時

動員数：１５０⼈ 

販売：絵本(プペル)１１冊 
　　　ポストカード１０枚  
            キーホルダー３個  
　　　懐紙３枚 

⼭梨最後のフィナーレは、甲府駅北⼜のよっちゃば
れ広場で⾏いました！ 

プペルとルビッチが星を⾒に⾏く船にしようとプペ
ルバスに⾵船を何百とつけました(^^) 

さすがのフィナーレ、沢⼭の⽅が駆けつけてくれて
フィナーレに華を添えてくれました♪ 

最後はバルーンリリース♪ 

来年もまた⼭梨に呼ぶことを誓い、幕を閉じました
☆
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おまけその１☆ 
【プペルバスin⼭梨】開催前⽇のどたばた劇

千葉と群⾺のW⽊村さんが兵庫までプペルバスを取りに⾏って⼭梨まで届けてくれました☆ 

待ちに待ったプペルバスの到着☆実物を⾒るのは全員はじめて… 
到着と共に早速、光る恵林寺展のリハーサルの為、恵林寺へ… 

そこからスタッフ優⼦Pからの『絵が⾜りない！』との電話w  
『兵庫に絵がある…宅急便で送っても明⽇の開催には間に合わない…』 

仕⽅ない…なんてのもよぎったけど…絵本寄贈の時に⾒た御所保育園の園児の姿… 

『やっぱり楽しみにしてる⼦どもたちを裏切っちゃいけない』なんて思い、  
名古屋での合流を⼭⼜さんと話し、急遽、⼭梨から名古屋まで絵を取りに⾏く… 

途中スマホの電源が⼊らなくなってパニックw『絵を受け取れなかったらどーしよう』って思い
から、深夜のサービスエリアのコンビニの店員に『中古のスマホ買えるとこないか？』とか聞
いちゃう始末wあるわけねーけど、あの時は、なんも思いつかなくてw 

まぁ～なんとか途中で電源も⼊り、合流出来たからよかったけど…今、思い出せば笑っちゃう
思い出w
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おまけその２☆ 
【プペルバスin⼭梨】終了直後のどたばた劇

⼭梨での15⽇間の役⽬を無事に果たし、翌朝、福岡に向けて出発したプペルバス… 

が、やはり⼀筋縄では⾏かないのが、このプペルバス… 
出発して1時間もしないくらいでドライバーさんから電話『バスダメだ。⽌まった！』… 

あらら…やっぱりダメだった？ 
そう、元々クラッチが滑るって⼭梨開催のドライバーさん全員が⾔ってたのですが…実はフィナーレの２⽇
前くらいからそれがかなりひどくなってたみたいで…『⾒てもらった⽅がいい』って話も出てたんです。 

ボクも⽇野⾃動⾞に出張サービスで⾒てくれないか？とも聞いていたのですが…あいにく都合がつかず…  
そのままフィナーレを迎えることになりました。 

結果的にどの段階で⾒てもらっても結局修理は必要になったみたいですが…それでも、フィナーレを中⽌し
てでも⾒てもらってたら…もっといろんなことが早く対応できたんだろうなって。判断を誤ってしまった
なって…もちろんフィナーレも素敵なものになりましたが… 

これからまだまだプペルバスは、全国の⼦どもたちをはじめとする沢⼭の⼈達が待ってます。  
どうか皆さんもプペルバスを皆で守っていってあげてください。判断を誤っちゃいけないなって思いまし
た。 

１つの判断で沢⼭の⼈達にご迷惑がかかることをしみじみ感じた⽇でした。
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１５日間で４１箇所を回り、 
全国初の病院開催☆市長達の協力もあって５箇所も開催でき、 
重心患者さんにはベットまで光る絵を届けることもでき、 

恵林寺では５時間で１５００人以上の人が来てくれて(恵林寺史上最多…中井貴一を超えましたw) 
その他、神奈川にも届けることもでき、保育園、ろう学校、支援学校、 
高校、児童養護施設、障がい者施設、高齢者施設、商業施設等々… 
本当に沢山の施設に光る絵本展を届けることができました☆ 

あまり深く考えず勢いだけでポチったボクでしたが… 
ボランティアで集まってくれたスタッフ、ドライバー 
そして開催に協力してくれた各施設のスタッフさん達、 

クラウドファンディングで支援してくださった１７６名ものサポーター様、 
協賛団体、個人様、直接募金してくださった方々、 

新聞、ＴＶやラジオ、雑誌など取り上げてくださったメディア様(計１３箇所)、 
動画を作ってくれた【this is a cat】様、 

【焼鳥燈】でランチまたは唐揚げを食べてくれて寄付にご協力してくださった方々… 
Facebook、インスタ、Twitterなどいいねやシェアしてくださった方々… 

本当に沢山の方が【プペルバスin山梨】に関わってくださったおかげでこのような素敵なイベントが出来ました。 

そして、【えんとつ町のプペル】を生んでくれた西野亮廣さんと、 
こんな素敵なバスを作ってくれた山口修平さん、本当にありがとうございました☆ 

～みんなの笑顔に会いに行く～ 

沢山の笑顔をもらった夢のような１５日間、本当にありがとうございました♪ 
また来年山梨で開催します！今回届けられなかった人達にも届けます♪ 

【プペルバスin山梨２０２１】でお会いしましょう♪ 
この度は本当にありがとうございました！ 

２０２０年２月２４日　主催【焼鳥燈】古屋明人


