
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 8 月 25 日発行 100 円 

第 147号 

高学年キャンプ 2015 

「そうだキャンプ、行こう。」 
～そこに宝があるから～ 

in 野呂山キャンプ場 

今年は天気に恵まれた二泊三

日でした。さすが呉市で一番高い

山、とっても涼しくて超快適でした！ 

１日目は横断幕書いたり、ハンカ

チ落とししたり、各班でカレーを作

ったり、カレーの女神が降臨して味

見したり、そして夜は肝試し・・・ 

続きは P12で。        by とも 

 ８月２０日現在 
 子ども会員：２４５人 
 正 会 員： ３７人 
 参 加 会 員： １０人 
 賛助会員：２３２人  

２２団体 
 

 

8 月 14 日(金)～16日(日) 
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今回、小・中学生の子どもが身近にいない参加者

ばかり…祖父母の視点で盛りあがった。 

両親が自営業で、祖父母に育てられた人は、当時

母親がわが家を「老稚園」と命名したそうな。祖父

母から色々な遊びを教わったり、愛されて育ったん

だろう。うちの義理の父母は、帰省の度に娘といっ

しょに野菜の収穫をし、娘も喜んでやっていた（遊び

半分、お手伝い半分、だったろう）。大学生になった今、

サークル「はたけ」で色々栽培しているそうだ。「葉

を見て野菜の区別がつくのは、絶対じいちゃん、ば

あちゃんのおかげ！」と言っている。 

 

呉市内でもお年寄りが児童館などで子どもたちと

昔の遊びで遊ぶ催しがあると聞く。親に限らず、だ

れかにかわいがって関わってもらった体験は大切だ

と自分や我が子をふりかえって思う。よその子には

挨拶一つするのも躊躇するけど、子どもの悲惨な事

件が相次ぐ昨今、チャンスがあればまずは「おはよ

う」「こんにちは」と声をかけようと思う。あなたの

こと、見てるよ！の気持ちをこめて。  (立間) 

ちょっと芯のあるおとなをめざして― ― 子どものまわり研究会                          

8月 20日 参加者６名 

そろそろ夏も終盤にさしかかってきた今日この

頃、みなさんいかがお過ごしですか？今回は、最近

出会った本をちょっと紹介してみようと思います。 

 

タイトルは、「史上最強の内閣」。著者は室積光氏。

この本について知ったのは、新聞の中刷り広告でし

た。「室積光？」そのやけに懐かしい響き。というの

も山口県光市室積は、19 年前に亡くなった母の郷

里。もう何年も行ってなかったのですが、昨年フラ

ッと虹ケ浜までドライブに出かけたこともあり、そ

の名前に目が留まったのだと思います。事務局長に

「谷ちゃん、この本入れてえや。」ってお願いし、同

時にネットで調べてみると、やっぱり山口県光市出

身の方でした。 

と、ひょんな事から繋がったこの小説。読んでみ

たら、めっちゃ面白い内容。ストーリー的には北朝

鮮との外交問題がベースなのですが、そんな発想な

かったわ…ってことのオンパレードです。 

本の帯に書いてある、「現政権は二軍だった！」も

ちょっとイケてるでしょ！頭の回りに何々？って？

が飛びませんか？（笑）登場人物も最高。内閣メン

バーはみんなスペシャリストです。名前もシャレて

ます。浅尾総理に鷹山総務大臣、シン・チョンイル

にシン・ジャンナム。わかります？浅尾総理は麻生

さん、鷹山総務大臣は鳩山さん、で金正日（キム・

ジョンイル）に金正男（キム・ジョンナム）、宮城美

津穂なる名で福島瑞穂氏も登場しています。終始一

貫、程よい皮肉とシャレの効いたお話です。 

一番気に入ったの

は、ぐずぐずしてい

る、日本のリベラル層

に向けてのメッセー

ジかなともとれるの

ですが、「9 条を守る

だけじゃダメ！9条を

広めないと！」ってい

う場面。影の内閣総理

大臣、二条友麿が宮城

美津穂に向かって… 

 
「日本だけが戦争放棄してもあきまへん。周り

の国にもしてもらわんと平和になりまへん
わ。・・・・・中国、一番戦争をする可能性のあ
るアメリカ合衆国にも持ってもろたらすぐに世
界は平和になります。・・・・・「日本の憲法 9 条
が危ない」というようなことおっしゃって、不安
をあおるばかりでんな。それじゃいつまで経って
も平和は来まへんで。本当に平和を求めておられ
るのかわからへん。まずは小さな国からでええで
すわ。「わが国の憲法 9 条はええですよ。これを
持って軍事費に回していた予算をインフラ整備
や福祉に使ったらよろしい。それで武力を背景に
無理難題言うてくる国があったら国際世論がだ
まってまへん」ていうようにして徐々に広めてい
けばいいと思うのやけど。・・・・・ほんまに戦
争反対なんですか？」（「史上最強の内閣」より） 

 

これを読んで、ホントにそうだなって、素直にそ

う思いました。今まで思ってもみなかった「憲法 9

条をひろめていく」という大胆な発想にめっちゃ共

感です。この本、神様が私に「読みんさい！」って

ススメてくれたんだなあって思いました。せっかく

なんで、議員さんや役所の人たちにもおススメして

みよ~っと。(^^)v 
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 みなさんは“ゴスペルフラ”って知っています

か？「夏！って感じの楽しい事したいよねぇ～♡」

なんてノリで始まったこの企画。普通のフラダンス

と何か違うの？と思いつつ、軽～い気持ちでペアー

レへ。 

 今回はみんな色鮮やかなパウスカートをお借り

して いつものおとな塾の会場が、なんとな～くハ

ワイアン(笑) スカートなんて、冠婚葬祭でしかはか

ない私だが、自分好みの柄を選ぶだけでも、ちょっ

とウキウキ！！気分↗↗で講座は始まった。 

 講師の山本典子さん曰く、ハワイのフラダンスは

【日時】9月 17日(木)13:00～14:30 

【会場】つばき会館 

【参加費】500円（おやつ付き♪） 

※準備の都合上、前日までに事務所 

へお申込み下さい。  

お月見茶会  

講師 稲葉 光昭さん 

               （春華園） 

【日時】9月 15日(火)19:30～ 

【開場】ペアーレれんがどおり別館 

【参加費】1200円 

 

その土地や家族への想いを踊るもの。一方ゴスペル

フラは讃美歌に合わせて踊る宗教色の強いもの 

という違いはあるが、手の動きの意味やステップは

ほぼ共通しているそうだ。手の動きは手話のように

詞の意味を表現するので、歌詞を確認しながらひと

つひとつ動きを教えてもらうと、一瞬「な~ンだ！

カンタンッ！！」と思ってしまう。がっ！ステップ

を付ける段階で現実を知ってしまう事に…。 

カホロ、カオ、ヘラと何種かのステップを教えて

もらいいざ手の動きと合わせるが・・・。ゆったり

と気持ちのこもったフラの動きには程遠い。自分の

身体が自分のものじゃないみたい！ガチガチの動

きしかできないっ(泣) 目の前に鏡がないのが幸か

不幸か、とにかく山本さんの気持ちのこもった動き

を真似ようと四苦八苦！なんちゃってフラだけど

先生の動きを見てたら自分も踊れた気分に(笑) 

最後に『The prayer~祈り～』という曲を踊って

頂く。讃美歌の歌詞をしっとり、そしてしっかり表

現され、眼は釘づけ。ホントに涙が出そうだった。 

夏=フラなんて軽く考えていたけれど、踊るにも

見るにも、意味深い踊りなんだなぁと実感！異国文

化に触れ、ベタな表現だけどすっきり心洗われた気

分になれたおとな塾だった。      (山本さ) 



- 4 - 

 

 

●呉中央中学校 竹上校長先生● 

 うちの学校では、申込が 60％超えてますね。そも

そも保護者のニーズが高く、以前から、給食の要望

は何度も申し入れがあったんです。部活は朝 7時半

から朝練ですから、それまでに弁当を用意するの

は、保護者にとって負担にもなりますよね。 

 ただ、給食になることで、パン注文は廃止。どこ

の学校も、これまでパン注文では地元の業者にお世

●某中学校 クラス担任● 

 うちのクラスでは、申込は 25％。1年生全体では

3割ぐらい。保護者が 40代よりも 30代の世帯の方

が申込が多い様子。「なるべく弁当を作ってあげて

ください」と年度はじめに懇談で言ってすぐの、2

学期からの実施ということで、申込が伸びていない

のかもしれません。来年度になれば、徐々に増える

のでは、と思っています。 

 いよいよ、9月 1日から、呉市内の全中学校で給食がスタートします。以前から市長の公約だった給

食。呉市ではデリバリー方式を採用(警固屋・宮原・音戸・倉橋・川尻・下蒲刈・蒲刈・豊浜については、各近隣給

食センターからの配送。安浦は自校調理)。デリバリー給食とは、民間の業者が調理をし、専用のランチボッ

クスで各学校に配送するもの。選択制なので、これまで通りお弁当持参でも OK。中国新聞(8 月 8 日)

では、事前申込は 43.3％だとか。意外と少ない？そこで、保護者や学校の反応を聞いてみました！ 

●元 PTA役員 Kさん● 

 ズルいよねー(笑)私が PTAの時に、嘆願書とかも

出したんですけど、実現できなかったんです。うち

の子はもう卒業したけど、在校生の親は助かります

よね。 

●和庄中 2年女子保護者 フルタイム勤務● 

うちは申込みしてません。上に高校生の子がいる

ので、どのみち弁当作るから、どっちでもいいよっ

て子どもに任せました。同じ部活の友達とか、あん

まり頼んでなかったから、頼まなかったようです。

メニューを見て、「アイスやジュースが出るんだ」

とは言ってて、食べてみたいものはあったみたい。 

今後本人の希望があれば、頼もうと思います。 

私は明徳中で、給食センターだったので、あった

かいものが届き、量も適当な分取り分けられていた

ので、そういう風だったらいいなとは思います。 

ごはん・牛乳 

いわしの蒲焼き 

いんげんのおかか和え 

じゃがいものそぼろ煮 

パプリカのじゃこソテー 

（9月 18日献立） 

キャロットピラフ 

みかんジュース 

トンカツ 

キャベツのソテー・トマト 

大根ときゅうりのツナ和

え・磯ポテト 

アイスクリーム 

(9月 1日献立) 

 まだ開始前なので、よくわからないってのが正直

なとこみたいでした。でも、共働き、シングル世帯

など、助かる保護者も多いのでは。弁当＝親の愛情、

な～んてのはもう神話。子どもたちが、バランスの

取れた食事をきちんと取れる、という意味では、必

要ですよね。ただ、担当する 3社はすべて広島市内

の業者。呉の業者がいないのが、残念な気も。いず

れ見なおされたりするのかな？？(宇都宮) 

カレーや麦ごはん、クロワッサン

の日もあるよ！美味しそう～♪ 

試食会があった学校では、「女子
にはちょっと多いかな？」「食べるの
に時間がかかるかも」という声も。
味は割と好評らしいよ★ 

話になってきましたから、寂し

いですね。 

 私は、このデリバリー給食が

最終的とは思っていません。い

ずれ、センター式にせよ他の方

法にせよ、完全給食の実施を目

指してほしいと思っています。 
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  斎ＣＭ出演状況 
・公文教育研究会『キャンペーン』 
・本田技研工業『企業』Honda、砂浜清掃
中 環境「ビーチクリーン」篇 

・キリンビバレッジ『生茶』あなたの味覚
を信じてください・新！キャンペーン 

・本田技研工業 『 Fit ・ハイブリッド 』
『FREED・ハイブリッド』『ステップワゴン』 

・ダイドードリンコ『ブレンドコーヒー』 
・東レ『トレビーノカセッティ 203X』 
・資生堂『SHISEIDO MEN』水際からジャン
プ・心は自由か。顔はどうだ。 

・日立マクセル『DVD-RAM』 
・全日本空輸『スーパースタイル』 

   籍 
・野村萬斎『萬斎でござる』 

（朝日新聞社/朝日文庫でも刊行） 

・野村萬斎『狂言サイボーグ』（日本経済新聞社） 

・小野幸恵『日本の伝統芸能はおもしろい(3) 野

村萬斎の狂言』（野村萬斎監修、岩崎書店） 

・野村萬斎・土屋恵一郎『狂言三人三様 第 1回 野

村萬斎の巻』（岩波書店） 

・『野村萬斎 What is 狂言?』 

（網本尚子監修・解説、檜書店） 

・野村萬斎『MANSAI◎解体新書』(朝日新聞出版） 

 

   賞歴 
・エランドール特別賞 
・橋田賞新人賞 
・日刊スポーツ・ドラマグランプリ助
演男優賞（『あぐり』） 

・ベストドレッサー賞（文化部門） 
・文化庁芸術祭演劇部門新人賞 
（『藪の中』の演出） 

・文化庁芸術祭演劇部門優秀賞 
（『花子』の成果） 

・読売演劇大賞 優秀男優賞 
（『子午線の祀り』・『オイディプス
王』） 

・ブルーリボン賞 主演男優賞 （映
画『陰陽師』） 

・第 25 回日本アカデミー賞 新人俳
優賞・優秀主演男優賞 （映画『陰
陽師』） 

・芸術選奨文部科学大臣新人賞（古
典芸術部門 狂言『髭櫓』朗読『弟
子』） 

・紀伊國屋演劇賞（『敦 - 山月記・
名人伝 - 』の演出・構成） 

・朝日舞台芸術賞（『敦 - 山月記・
名人伝 - 』の演出・構成・出演） 

・モンブラン国際文化賞 
・第 36 回日本アカデミー賞 優秀主
演男優賞 （映画『のぼうの城』） 

・2013 年度ベスト・ファーザー イエ
ローリボン賞 

のむら まんさい 

野村 萬斎（二世） 
本名 野村 武司（のむら たけし） 
生年月日 1966年 4月 5日（49歳） 
出生地 日本, 東京都 
身長 174cm 
血液型 B型 
職業 狂言師・俳優 
ジャンル 舞台・映画 
活動期間 1970年 - 現在 
家族  
父：二世野村万作、 
母：阪本若葉子 
妻：野村千恵子 
子(長女)：野村彩也子 
子(長男)：野村裕基(狂言師) 
子(次女)： 

今回は、活動年表から、舞台・映画・書籍・
CM萬斎なんでもござれと、引っ張り出し
てみました。「へえぇー、そんなところも
こんなところもあの映画もあの声も？！」
とびっくり！（載せきれず残念！）調べた物の
一部をご紹介します。(福田) 
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Q．萬斎さんはいつ狂言師になろうと思ったのですか 

Ａ．１７歳。ぼくは狂言師になる決心をしました。この年、「三番叟」というとても大切

な曲を披くことになりました。これは父が得意とし、ぼくがあこがれていた曲だった

のでとても嬉しかったです。これを披くことは厳しい稽古をし、その技術をマスター

しなければなりません。床を踏み鳴らす音を出すために、踵が内出血するまで稽

古をしましたが、演じたときのエネルギーを発散しつくした爽快感はすばらしかっ

たです。同じ頃、映画「乱」に出演する少年役を捜していた黒澤明監督が「三番

叟」の写真を見て ぼくを選んでくれたのです。『狂言で身についているものを素

直に出すように』言われました。これをきっかけに自分の狂言の技術に自信を持て

るようになりました。「三番叟」・「乱」を演じた同じ年、加藤周一氏が祖父について

書いた「野村万蔵の芸」という評論を読みました。その中で「狂言を芸術にしている

のは野村万蔵の存在だということになる」と書かれていたのです。ぼくはそれまで

狂言は押しつけられるもので、芸術だとは思っていなかったのです。祖父は人間

国宝で「江戸前狂言の開祖」といわれ、太陽みたいに明るい芸風の人でした。祖

父の舞台はいつも「楽しそうにやっているな」と感じられるものでした。祖父がとても

評価され、なおかつ狂言が世界に通じる芸術なんだとわかり、すばらしさ、おもし

ろさを再認識したのでした。 

こんな出来事が１７歳の年に重なりました。ぼくは狂言師として生きていく決心を

し、大学も東京芸術大学の音楽学部邦楽科能楽専攻に決め、本格的に師匠であ

る父の内弟子として修業することになったのです。 

 
Q.狂言は、海外でも上演されることがありますか？ 
Ａ．父・万作は、狂言を海外に紹介するパイオニアとして、さまざまな国で狂言公演
を行うことに力を尽くしました。私も８歳の時ハワイ公演で海外デビューをし、翌年
にはパリ・ロンドンで「靱猿」の子猿役を演じました。異文化に触れられる海外公演
はとても楽しく、子どもの頃の夢は「外交官」だったほどです。 
海外での上演は、「古典芸能はつまらない」というような余分な先入観が観客に

ないぶん、とても素直に楽しんでもらえるし、狂言は人間主体の芝居ですから、世
界共通の「笑い」に反応があり、演者としてもやりがいを感じます。言葉がわからなく
ても、演者の発するエネルギー・身体能力・ボイステクニックを評価してもらえるので
す。ただ残念なのは、狂言は海外での認知度がまだまだ低いということです。同じ
能楽でも、能の方は海外でも愛好者が多く存在し「NOH」として辞書にもあります
が、狂言の方はといえば、「コミックバージョン・オブ・能」などと紹介されたり、「キョ
ウジェン」と発言されたり。狂言は能とともに「能楽」としてユネスコの世界遺産に指
定されています。それは権威があるというのではなく、能楽自体の方法論に価値が
あったのだと思っています。６００年かけて洗練されてきた幅広い演技には、先人が
培ってきたいろいろな知恵が凝縮されていますので、人類の財産になるべきもの
として有効利用しないと、もったいないと思っています。ちなみに海外公演で上演
する演目は、動きのある分かりやすい内容のものが喜ばれます。シェイクスピア劇
を狂言に翻案した作品を、本場イギリスで上演するなど、今後は狂言の技術を生か
した作品を発信することで、狂言が世界の財産であるというアピールをしていきた
いと思っています。 

Q.狂言師になるにはどうしたらいいですか？ 
Ａ．私は狂言の家に生まれたので、父の跡を継いで狂言師になりました
が、プロの狂言師を目指す道はいくつかあります。まずは狂言師に弟
子入りして修業する方法。また、国立能楽堂の養成科に入学する方法
もあります。国立能楽堂能楽養成研修は３年に１度、必要に応じて生徒
を募集します。新人研修 3年、既成者研修３年の併せて６年で、受講料
は無料。奨学金制度もあります。他にも、東京芸術大学の音楽学部邦
楽科に入学するのも１つの方法です。また、万作の会でも「よいや塾」と
称して養成者の募集をしています。１６～２０歳ぐらいまでの男性で、平
日都内の稽古場に通える方に限ります。２年間の研修終了後、素質の
認められた方は狂言師として舞台に立つチャンスがあります。 
 

萬斎の父、 
万作です。 
 

 

 

 

笑いは 

世界共通で 

ござる 

息子の 
裕基です。 
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Q.能舞台での効果は、劇場でもそのまま通用するのですか？ 

Ａ．「素手の芸」と言われる狂言の「型」は能舞台で演技するために作られおり、

狂言師は自身の身体と声だけで三間四方の舞台空間を埋めなければなりませ

ん。能楽堂の屋根と４本の柱にきっちりと囲まれた立方体の舞台空間で対角線

上に立つ２人の演者が伸縮自在の演技をすることで。会場全体に緊張感を与

えるのです。一方、劇場で狂言を上演する場合、演者が埋めるべき空間は能

舞台以上の大きさになり、素手の演技では埋め切れません。照明や音響、電

光掲示板などをあえて使用することで、素手の芸に色付けをし、素手の芸が最

もよく活かされる能舞台での効果を再現するための演出を施します。特異ことを

しているように思われがちですが、演技自体は能舞台上とまったく変えていま

せん。また。演者と観客の目線の在り方も、能舞台と劇場では観客席（見所）は

演者と目の合わない下方に位置し、演者と観客の目線はあまり交差しません。

これは能・狂言が神事として演じられ、神様のおこぼれを人間が観ているという

発想があるからだと言われています、しかし、劇場では演者の視野に観客がい

て、双方で対話するような感じがあります。また 、２階や３階にまで観客がいる

ので、演者は目線を上げ、遠くを見て演じます。 
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発想があるからだと言われています、しかし、劇場では演者の視野に観客がい

て、双方で対話するような感じがあります。また 、２階や３階にまで観客がいる

ので、演者は目線を上げ、遠くを見て演じます。 

 

狂言は 

ユネスコの 

世界遺産で 

ござる！ 

Q.狂言は、海外でも上演されることがありますか？ 

Ａ．父万作は、狂言を海外に紹介するパイオニアとし

て、さまざまな国で狂言公演を行うことに力を尽くしまし

た。私も８歳の時ハワイ公演で海外デビューをし、翌年

にはパリ・ロンドンで「靱猿」の子猿役を演じました。異文

化に触れられる海外公演はとても楽しく、子どもの頃の

夢は「外交官」だったほどです。 

海外での上演は、「古典芸能はつまらない」というような

余分な先入観が観客にないぶん、とても素直に楽しん

でもらえるし、狂言は人間主体の芝居ですから、世界共

通の「笑い」に反応があり、演者としてもやりがいを感じ

ます。言葉がわかなくても、演者の発するエネルギー・

身体能力・ボイステクニックを評価してもらえるのです。

ただ残念なのは、狂言は海外での認知度がまだまだ低

いということです。同じ能楽でも、能の方は海外でも愛好

家が多く存在し「NOＨ」として辞書にもありますが、狂言

の方はといえば、「コミックバージョン・オブ・能」などと紹

介されたり、「キョウジュン」と発言されたりします。狂言は

能とともに「能楽」としてユネスコの世界遺産に指定され

ています。それは権威があるというのではなく、能楽自

体の方法論に価値があったのだと思っています６００年

かけて洗練されてきた幅広い演技には、先人が培って

きたいろいろな知恵が凝縮されていますので、人類の

財産になるべきものとして有効利用しないと、もったいな

いと思っています。ちなみに海外公演で上演する演目

は、動きのある分かりやすい内容のものが喜ばれます。

シェイクスピア劇を狂言に翻譯した作品を、本場イギリス

で上演するなど、今後は狂言の技術を生かした作品を

発信することで、狂言が世界の財産であるというアピー

ルをしていきたいと思っています。 

Q.狂言は、海外でも上演されることがありますか？ 

Ａ．父万作は、狂言を海外に紹介するパイオニアとし

て、さまざまな国で狂言公演を行うことに力を尽くしまし

た。私も８歳の時ハワイ公演で海外デビューをし、翌年

にはパリ・ロンドンで「靱猿」の子猿役を演じました。異文

化に触れられる海外公演はとても楽しく、子どもの頃の

夢は「外交官」だったほどです。 

海外での上演は、「古典芸能はつまらない」というような

余分な先入観が観客にないぶん、とても素直に楽しん

でもらえるし、狂言は人間主体の芝居ですから、世界共

通の「笑い」に反応があり、演者としてもやりがいを感じ

ます。言葉がわかなくても、演者の発するエネルギー・

身体能力・ボイステクニックを評価してもらえるのです。

ただ残念なのは、狂言は海外での認知度がまだまだ低

いということです。同じ能楽でも、能の方は海外でも愛好

家が多く存在し「NOＨ」として辞書にもありますが、狂言

の方はといえば、「コミックバージョン・オブ・能」などと紹

介されたり、「キョウジュン」と発言されたりします。狂言は

能とともに「能楽」としてユネスコの世界遺産に指定され

ています。それは権威があるというのではなく、能楽自

体の方法論に価値があったのだと思っています６００年

かけて洗練されてきた幅広い演技には、先人が培って

きたいろいろな知恵が凝縮されていますので、人類の

財産になるべきものとして有効利用しないと、もったいな

いと思っています。ちなみに海外公演で上演する演目

は、動きのある分かりやすい内容のものが喜ばれます。

シェイクスピア劇を狂言に翻譯した作品を、本場イギリス

で上演するなど、今後は狂言の技術を生かした作品を

発信することで、狂言が世界の財産であるというアピー

ルをしていきたいと思っています。 

Q.能舞台での効果は劇場でもそのまま通用するの
ですか？ 

Ａ．「素手の芸」と言われる狂言の「型」は能舞台で演
技するために作られており、狂言師は自身の身体と
声だけで三間四方の舞台空間を埋めなければなりま
せん。能楽堂の屋根と４本の柱にきっちりと囲まれた
立方体の舞台空間で対角線上に立つ２人の演者が
伸縮自在の演技をすることで。会場全体に緊張感を
与えるのです。一方、劇場で狂言を上演する場合、
演者が埋めるべき空間は能舞台以上の大きさにな
り、素手の演技では埋め切れません。照明や音響、
電光掲示板などをあえて使用することで、素手の芸
に色付けをし、素手の芸が最もよく活かされる能舞台
での効果を再現するための演出を施します。特異な
ことをしているように思われがちですが、演技自体は
能舞台上とまったく変えていません。また、演者と観
客の目線の在り方も、能舞台と劇場では異なります。
能舞台では観客席（見所）は演者と目の合わない下
方に位置し、演者と観客の目線はあまり交差しませ
ん。これは能・狂言が神事として演じられ、神様のお
こぼれを人間が見ているという発想があるからだと言
われています。しかし、劇場では演者の視野に観客
がいて、双方で対話するような感じがあります。また、
２階や３階にまで観客がいるので、演者は目線を上
げ、遠くを見て演じます。 
 
 

２階自由席まだあります！！ 

お見逃しなく！ 

萬斎年表 
1970年 「靭猿」で初舞台 
1979年 筑波大学附属小学校を卒業 
1981年 「千歳」を披く 
1982年 筑波大学附属中学校を卒業 
1984年 「三番叟」を披く（17歳） 
1985年 黒澤明監督作品「乱」鶴丸役 
1985年 筑波大学附属高等学校を卒業 
1986年 「奈須与市語」を披く 
1987年 ござる乃座主宰（以後年 2回） 
1988年 「釣狐」を披く 
1990年 「ハムレット」主演 
1994年 曾祖父・五世万造の隠居名萬斎を襲名。 

NHK大河ドラマ「花の乱」細川勝元役。 
文化庁芸術家在外研修制度で渡英。 

1996年 「花子」を披く 
1997年 NHK朝の連続テレビ小説「あぐり」望月エイ

スケ役 
1989年 東京芸術大学を卒業 
1999年 「子午線の祀り」新中納言知盛役。 
2000年 NHK ドラマ「蒼天の夢」高杉晋作役 
2001年 「まちがいの狂言」演出・主演。滝田洋二郎

監督作品「陰陽師」安倍晴明役(映画初主
演) 

2002年 「オイディプス王」主演 
世田谷パブリックシアター芸術監督就任。 

2003年 NHK「にほんごであそぼ」出演開始。 
長男・野村裕基、『靱猿』で初舞台。ジョナサ
ン・ケント演出『Hamlet』に主演し、「男優だ
けのハムレット」として日本公演のほかロンド
ン公演を行った。滝田洋二郎監督映画 「陰
陽師 II」安倍晴明役。 

2004年 ギリシャ・アテネの古代劇場でギリシャ悲劇
「オイディプス王」を演じる。「子午線の祀り」
新中納言知盛役 
9月 2日、重要無形文化財「能楽」保持者に
認定（総合認定役割：狂言方(和泉流) 

2005年 「敦 - 山月記・名人伝 -」演出・主演 
2007年 世田谷パブリックシアター芸術監督 2期目 

「国盗人―W.シェイクスピア「リチャード三
世」より－」演出・主演 

2008年 NHK ドラマ「鞍馬天狗」主演鞍馬天狗役。 
「わが魂は輝く水なり」主演斎藤実盛役。 
東京大学教養学部非常勤講師。 
TBS「あの戦争は何だったのか日米開戦と東
条英機」昭和天皇役。 

2010年 「ファウストの悲劇」主演ファウスト博士役。 
現代能楽集 V〜「春独丸」「俊寛さん」「愛の
鼓動」、企画・監修 

2011年 映画「のぼうの城」に成田長親役(のぼう様)。 
2011年 三谷幸喜作・演出「ベッジ・パードン bedge 

pardon」英国留学中の夏目漱石役 
2011年 文部科学省日本ユネスコ国内委員会委員に

就任。 
2012 年 NHK 土曜ドラマスペシャル 「負けて、勝つ 

〜戦後を創った男・吉田茂〜」近衛文麿役 
2013年 スタジオジブリ制作アニメーション映画「風立

ちぬ」カプローニ役で声の出演。 
2015年 フジテレビ新春スペシャルドラマ「オリエント

急行殺人事件」に主演、日本版エルキュー
ル・ポアロ役である勝呂武尊（すぐろ たけ
る）を演じた。 

 

狂言は 
ユネスコの 
世界遺産で 
ござる！ 

 

 

犬は 

「ビョウビョウ」と 
鳴くでござる 

私は狐！ 

＊引用・参考書籍＊ 

・野村萬斎 監修,小野幸恵 著『野村萬斎の狂言』(『日本の伝統芸

能はおもしろい③』,岩崎書店,2002)p.45-47. 

・野村萬斎『野村萬斎What is 狂言？』,檜書店,2003, 

p.30-31,p.58-59,p.100-101. 



- 8 - 

 

 

―――産後ママのケアを始めたのはなぜですか？ 

 広島市は、産科の開業医が多く、各病院で妊娠中

から産後まで、ヨガやベビーマッサージなどのケア

が行われているんですが、呉市は今、産科病院自体

が少なくなっていますよね。赤ちゃんが生まれたけ

れど、病院が遠く、身近で支援を受ける事ができな

い人も。そこで、地域でサポートできたら、と思っ

て始めました。 

―――どんなことをやっていきたいですか？ 

身体は自分自身でケアする、ということを啓発し

ていきたいと思っています。将来的には、産科病院

や保健士さんとも連携したい。また、指導できるス

タッフを増やして、色んな地域でレッスンできるよ

うになっていけたらいいですね。女性は、身体がど

んどん変化していくもの。更年期も老年期も含め

て、産後として、女性の健康支援を担っていきたい

ですね。 

―――飯塚さんの子育てはどんな感じでした？ 

 今は、子育て大変だとか、産後うつとか、いろい

ろ言われていますよね。私にはサポートしてくれる

おじいちゃん、おばあちゃんがいてくれて、友だち

 助産師であり、看護学部の教員も務めた飯塚さんが、産後ママサポートの施設、ひな

た助産所を開設。お母さんや赤ちゃんの身体のケア、母乳育児の支援、ヨガを使った身

体づくりなどを行っているそう。この日は、焼山の老人集会所にて、ベビーマッサージ

と産後ママヨガのグループレッスンでした。 

もたくさんいたから、楽しく子育てできた。大変さ

が世の中で言われ始めたとき、共感できなかったん

です。「何が起きてるの？」と。そんな自分がふが

いなくて。専門職なのに、1 人で子育てする不安と

か、理解できないのはどうなのかな、自分さえよか

ったら…じゃいけないなって。私と同じように「子

どもがいて嬉しい」「子育てできてよかった」とい

う気持ちを持てる人が増えたら、と思ったんです。 

 身体が元気だったら、自然と笑顔になりますよ

ね。ぜひ、心も体も健康で元気であってほしい。そ

のために、地域のお母さんたちに伴走したいと思っ

ています。 

●新本恵利子さん 

＆桃子ちゃん(5 ヶ月) 

 ここに来始めて、うちの子どもは

マッサージが好きなんだなって気

づきました。家でも時々やってあ

げると、とても喜んでます。 
●福島仁美さん＆志門くん(7 ヶ月) 

 月齢の違う子が来るから、うちの

子は次はあんなことできるのかな～

とかわかるし、おむつのサイズ、離乳

食のこと、すぐ聞けます。子ども同士

も刺激になるみたいで、ここで寝返り

できるようになったんですよ～。 

●本坊桃子さん 

＆輝希くん(5 ヶ月) 

 子どもとのふれあい方がわか

って、家での過ごし方が変わりま

した。前より、密に関われるように

なったと思います。 
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【材料】※10人分 

・お麩     60g 

・バター    10g 

★ ・さとう    大さじ 2 

・はちみつ   小さじ 1 

・水      小さじ 1 

①ホットプレート（２００～２３０℃）に

★の材料をすべて入れる。 

②プツプツと泡がたってきたら、こ

げないようにヘラで混ぜ合わせ

る。 

③②の泡が煮詰まって色がアメ色
になり、キャラメルの香りがする

まで混ぜる。 

④温度を下げてお麩を入れ、全体
に液を絡める。 

⑤バットに取り、冷ましてカリッと

表面が固まれば完成！ 

お麩は色々な種類があるの
で、お好みを見つけてみては？ そ
れぞれ食感がビミョーに違って、
楽しいですよ♪ 

一度にたくさん食べられない子どもたち…。 
幼児にとってのおやつって、1日 3回の食事で足りない栄養を補うものでなくてはなりません。 
 
今回紹介するのは、お麩！主な栄養素は、たんぱく質。ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リ

ン、鉄、亜鉛などのミネラルがギュッとつまってます！！消化吸収にも優れているので、高齢者、幼児、病気の
時にもおススメ！離乳食にも使われます。また、血中脂肪排泄、肥満予防、風邪・インフルエンザ予防、美肌効
果、脳の活力効果などがあるそうですよ。お麩を使ったおやつ、ぜひ作ってみて～(*^。^*)（しるこ） 
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みなさん暑さはどのようにしのがれています

か？ お父さん(僕)は子どものビニールプールにド

ボンとつかって読書しています(^^ 芯から冷え

て！？エアコンの部屋で過ごすよりも快適だよ。 

 夜になって涼しくなると、1 人ワインバーにお出

かけ。普段はあまり人がいないはずのかくれがバー

なのに、その日に限って人がちらほら。カウンター

でマスターと話をしていたら、「●●さん！」と僕

の名前を呼ぶ人が。知らないお客さんだ。誰だろ

う？ 

声をかけてくれたのは父の上司。僕は父親と声が

そっくりですぐわかったと。父は 7年前に事故で亡

くなっている。 

しばらく、まじめだった親父の思い出話をする。 

 

僕は父が死んだと思ってない。なぜならば時々自

分のやってるめちゃくちゃなことに、気がとがめる

からだ。父はまだ存在している。 

声をかけてくれた方と父の話をしていたら、とて

も嬉しくなった。父をまだこの世に存在させてくれ

ている人が、ここにもいるんだ。 

 

人の死の定義はさまざまだけど その人を覚えて

いて語れる人がいる限り、その人はこの世に存在で

きる。お盆はご先祖様に対して「あなたのことをま

だ想っている人がここにいます」と宣言して、見守

ってくれるご先祖様に自分の頑張りを誓う習慣だ。 

僕の心に見られてまずい汚れはないかなぁ？ 

夏休み、あとちょっと。 

落ちん汚れはないけん、しっかり遊んでおいで。 

少しずつ暑さがやわらいできた対馬からこんに

ちは！！！この夏は対馬を大満喫し、子どもたちは

裏と表がわからないほど真っ黒になりました。対馬

は、本当に海がきれい。午前と午後では海の色が微

妙に変化し、エメラルドグリーンからコバルトブル

ーになったりして、見ていて飽きないのです。遊ぶ

子どもたちを目で追いながら、ボーっと海を眺める

と、とてもリラックスできて最高です！！！ 

今回はどんなことをお便りしようかと悩みまし

たが、お盆について、ちょっと昔の日本を感じたの

で、お伝えすることにしました。みなさんは、お盆

をどう過ごされていますか？あの世から戻ってこ

られるご先祖様をもてなす、ということでお墓参り

が一般的でしょうか？かくいう私の実家でもお墓

参りが定番でした。ここ対馬では、お盆がとても大

切にされていて、お葬式の時のような祭壇を作るの

だそうです(実はこちらのほうが一般的？)。そして

その祭壇に、ご先祖様のために 13・14・15日は朝、

昼、晩とお膳を出すのだとか。そこに親戚だけでな

く集落の人々が入れ代わり立ち代わりお参りに来

られるのです。だから対馬の女性は、お盆はほんと

に忙しい。だって、お参りに来られた方をもてなさ

ないといけないし、自分もあちこちのお宅にお参り

に行かないといけない…。だから夫が甲子園を見て

のんびりしているとイラッとくるのだそう。そりゃ

ーそうだろう！(笑) 

でも、大変な分、ご近所との関係がとっても近い

気がしました。雨が降りそうな時は、洗濯物の取り

入れを気軽に頼んだり、まるで家族みたいな感じ。

昔はそれがどこでも普通だったのかもしれないけ

れど、今はなかなか見られないのでは？そんなちょ

っと懐かしい感じがする対馬のお盆。たしかに女性

は大変で、その辺は賛否両論ですが。こんな対馬を

知ってもらった第 3弾でした。    (吉岡玲子) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春から色んなことを決めて書いて…たくさんの人の力で成り立っているん

だなぁと思いました。自分なりに責任持ってやることができてよかったと思

いました。また次、行く機会があれば、もっとがんばりたい！   by風花 

今回は、キャンプ準備から、

ほとんど参加することができ

たので、一通り見ることがで

き少しでもお手伝いができれ

ばと釜戸に居ましたが手伝っ

てくれる子供もいて楽しい時

間を、過ごせました、また、

参加出来たらなと思います。 

by岡田拓也 

初めての実行委員で、緊張したけれど、皆と楽しくできました。byりおん 

今年は、イベントやご飯の手伝いなどでポイントが加算される班対抗。水遊びや宝探しなど、

班で協力して楽しんでくれました。例年より初対面の子の距離が縮まるのが早かった気がします。

毎年来てくれている子が、自分のところにきて話してくれたのが嬉しかったです笑笑 

あと、ファイヤー楽しかったです！また 1年後に会えるのを楽しみにしてます！  byもえ 

つかれた～！！久しぶりのキャンプの企画＆フル参

加。10代の頃のように体が動かない…。しかーし！ノリ

のいい子どもたちや青年と楽しい時間をすごせました。 

オープニングから騒がしい青年、まだそわそわしてい

た小中学生。時間が経つにつれてどんどん仲良くなれま

した。最後のファイヤーはみんなで大きな声で騒いで踊

って楽しかった！！やはり、いつ来ても楽しいキャンプ。

懐かしい顔ぶれにも会える。来年またみんなに会えると

いいな♪               by Yたか 

お疲れ様でした！気づけば 4月からスタートして 5ヶ月。YYYになって初の大人主体で作るキ

ャンプでした。みんな忙しく中々集まれず、ちゃんとキャンプになるのか不安でしたが、皆さん

のサポートのおかげで何とか無事に終了。例年に比べ参加者少なかったのが残念でしたが、その

分たくさん話せて仲良くなれたように思います、思っています。 

水遊びで僕をずぶ濡れにしたあいつを、きっと僕は忘れない。         by とも 

 

高学年キャンプ 2015「そうだキャンプ、行こう。」 キャンプを終えて… 

自分は行けなったのですが、すごく楽しんでもらえたそうでよかったで

す。青年の皆さん、前日の夜まで準備、当日もありがとうございました。来

年は実行委員をもっとたくさん集めて、さらに楽しいキャンプを企画してみ

たいと思います。                    by かずき 

 8 月 8 日(土)に、江田島市では初開催となる星空

映画会が無事終了しました。開催後の感想は…。ひ

とこと「またやりたい！」。すごく、すご～く楽し

かった！開催にあたり、ご協力を頂いた皆様に感謝

の気持ちでいっぱいです。 

 さて、初めてということもあり企画段階から試行

錯誤の連続でした。チラシ配布のタイミングや対象

者、配布方法…。YYYの呉での活動実績を踏まえな

がら、手探りで準備を行いました。 

 YYY事務局の皆さんが呉から応援にかけつけ、江

田島市子ども会連合会との共催や、江田島市教育委

員会の後援が決定、とここまではとてもスムーズな

走りだしでした。 

 ところが…！！チラシが完成し、市内の全児童に

配られるはずが、待っても待っても配られない！！

なんと、担当者の出張や台風での休校が重なり、終

業式までに小学校に届いてなかったのです。 

 周知できなかったら、集客は難しい…。そこから、

行政・市議会議員の協力を得ながら、宣伝！宣伝！ 

 前売り券の売れ行きが不調だったこともあり、当

日はポスターを貼った宣伝カーも走らせました。宣

伝カーでの放送は、小 3の息子が担当。後半には、

原稿読みも上手になり、息子にとっても良い経験と

なったように思います。 

 参加人数は目標には届かず残念でしたが、それ以

上に達成感が上回るイベントとなりました。後片付

けをしながら、来年に向けての企画がたくさん浮か

び、今からワクワクしています。   (府川 渚) 

肝試し、泣いてくれてありがとう！        by第 2のひろし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やんちき通信では、中高生～大学生ぐらいまでの若者ライターを募集中。

今夢中になっていることや、何気なく日々思ったことなど、ブログみたいに書

けばOK！原稿は 600字前後。ちょびっと原稿料も出るよ★書いてみたい人

は事務局まで電話！ 

【文字数】800字前後 

【原稿料】ちょびっと 

【問合せ】TEL 24-5646 

■発行日：2015 年 8 月 25 日 (毎月 1 回発行 )  ■発行責任者：米本美千恵  

■発行元：特定非営利活動法人  呉こども NPO センターYYY 〒737-0051 呉市中央 3 丁目 11-12PAN ビル 3Ｆ  

■連絡先：0823-24-5646 ■FAX：0823-36-3356 ■Web：http ://www.kurekodomoyyy.com 
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2015 年８月１４日～１６日 @野呂山キャンプ場 参加者のべ６２名 

高学年キャンプ「そうだキャンプ、行こう。」 

～そこに宝があるから～ 

肝
試
し 

例年より参加者は少なかったけどその

分濃いキャンプになったかな！？ 

雨も降らず、すっごく盛り上がって楽し

いキャンプになったんじゃないかな？ 

そして、たくさんのサポートスタッフの

皆さんありがとうございました！  by とも 
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