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 １０月２０日現在 
 子ども会員：２３８人 
 正 会 員： ３８人 
 参加会員： １１人 
 賛助会員：２３４人  

２２団体 

 

 

初の学校での忍者修行！(旧小坪

小学校) どんな修行が待ち受けてい
るのか、ドキドキワクワク❤秋晴
れの空の下、総勢 200 名で忍者修
行が始まった…！ 
恒例の合戦では、子どもはもち

ろん、おとなも子どもに負けじと
本気モード！真剣勝負の火花が散
った！ 
特集も見てね～。(おかもと) 

～ も く じ ～ 

トップページ ・・・・・・・・・・・１ 

知りたがり ・・・・・・・・・・２～３ 

おとな塾/アルデンテ ・・・・・・４～５ 

特集 忍者まちを走る ・・・・・・６～７ 

佑パパ・起業家セミナー ・・・・・・８ 

マッキー＆しるこのおススメおやつ ・９ 

きょうこリポート/ティーンズ+ ・・１０ 

四校説明会 ・・・・・・・・・・･･１１ 

デイキャンプ ・・・・・・・・・・１２ 



- 2 - 

 

 

 

秋も深まり、朝晩めっきり寒くなった今日この頃

ですが、みなさんいかがお過ごしですか？今回は、

10月 11・12日と生まれて初めての一人旅。（…とい

っても対馬だよりでお馴染み、吉岡さんのところにお邪魔さ

せてもらったので、実質一人だったのは、呉～対馬空港間の

往復だけだったのですが）その時の様子をさながら火野

正平の気分で(笑)いろいろレポートしてみようと思

います。 

◆1日目◆ 

呉発 6 時 39 分発通勤ライナー？に乗って出発。

朝が早かったので、呉線は朝練の高校生と、数える

ほどの乗客だけ。新幹線も自由席だったけど、全然

空いてて、あっという間に博多に到着。 

ずーっと曇り空で、やな感じだったけど、九州に

入った途端に、お日様が顔を出してくれました。（さ

すが、晴れ女！（笑）） 

とりあえず空港までたどり着き、初めての搭乗手

続き。初めての人にも、わかりやすいシステムにな

ってましたよ。（とか言いながら、第 1 ターミナルと第 2

ターミナル間違えとった。不安だったんで、途中で確認して

みた。どうにか、乗れそう(笑)） 

その後、手荷物検査を受け、バスで飛行機へ。ち

ゃんと乗れたので、あとは吉岡さんにおまかせ。 

この歳になって初めて一人で飛行機に。（飛行機に

乗ること自体は別に初めてじゃないよ！） 

座席は、中ほど窓側、外に目をやってみると、え

っ？プロペラ機？このプロペラが止まったら、どう

なるんだろ？…など、怖いこともいろいろ妄想。で

も、眼下に広がる、めっちゃ美しいブルーの海や眩

いばかりにキラキラしてるお日様を見ていたら、そ

んな気持ちはどこかに吹っ飛んだみたい。 

30分ほどで対馬到着。空港

まで迎えに来てくれた吉

岡さんと無事に合流。 

早速、お昼ごはんを食べ

に…。彼女は、私のために、

いろんな企画を考えてく

れていたようです。 

そのひとつ。 

イカを食べさせてくれること。 

ってことで、いけすのあるうどん屋さんへ GO!（変

でしょ(笑)うどん屋でイカ。）そこで、ごぼう天うどんと、

昼間からイカの姿造り。まだ動いてたヤツを(^^) 

透明でコリコリしてて、めっちゃ美味。彼女の気遣

いに感激。 

お昼をすませ、厳原辺りを sightseeing。対馬は

南北に細長い島で、厳原は南側。彼女が住んでいる

のは比田勝で、釜山までフェリーで、1 時間もあれ

ば着くようなところ。 

厳原では、万松院っていう、対馬藩主宗家の人た

ちが祀られてる天台宗のお寺、宗家の文書がたくさ

ん残っている民俗資料館やお城跡、素敵な庭園を見

て回りました。 

吉岡さんが、観光案内ガイドも頼んでくれていまし

た。その方は三次出身で、私より 4つ年上。ボラン

ティアやバイトをしながら、人生を楽しんでいるそ

う。なんと後できいたら、子ども劇場もされていた

そうで、会員数が 80 をきったときに、やむなく閉

めたのだとか。意外なご縁に笑っちゃいました。彼

女はガイドをするときに、お茶セットを持ち歩いて

対馬の観光情報ならここへ！

観光情報館があります(^^) 

釜山まで船で

1時間！ 

おり、観光客をも

てなしているん

だとか。この時

も、庭園でお抹茶

をたててくださ

いました。可愛ら

しい干菓子つき

で。（心づかいが嬉

しかった よ。） 

 

で、そこのお寺に

は、樹齢 500年く

対馬はあなごの 

漁獲量全国 1位！ 
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 で、そこのお寺には、樹齢 500年くらいのとっても

大きな杉が。それって、屋久島の縄文杉は、いった

いどれくらいなんだろ？など、つい余計なことにま

で、思いを馳せてしまったのでした(笑) 

車を停めていた商業施設

（ゆめタウンみたいな）に戻り、

お茶屋さんへ。そこで、知覧

茶をいっぱい。知覧がお茶が

有名って初めて知った。 

それから一路、ツシマヤマ

ネコセンターへ。 

閉館に間に合いそうになか

ったけど、途中で電話した

ら、いいですよ！って、快い

返事だったようで、到着をセンターの方も待ってて

下さいました。 

中へ入ると、普通の猫との違いを質問されるコーナ

ーへ。8個あったんだけど…。 

鼻のかたち、目のかたち、しっぽ、耳のつきかた、

眉間から鼻にかけての模様、耳の後ろの模様？(笑)

頭と体の比率、あともう一つ、思い出せない。 

子どもからでてくる珍解答には、「普通の猫は首輪

してる！」ってのもあるらしい。 

それから、スーパーでお買い物。そしたら彼女の

知り合いだらけ。彼女曰く「なんかみんな知り合い

になりやすい土地柄なのかな。」 

でもそれだけじゃない！彼女がめっちゃ friendlyだ

から、周りもそう接してくれているのだと思う。 

そうこうしながら、吉岡家に到着。 

さすが対馬。晩ごはんは新鮮な魚づくし。（お造りに

カルパッチョに塩こうじ焼き。大満足。ご馳走さま ） 

知り合いの漁師さんが持ってきてくれるんよ！と

吉岡さん。対馬に越して

から、魚がさばけるよう

になったんだとか。 

ご飯が終わったら、い

ざ、漁り火を見に！夜の

海へ繰り出す。 

風が強かったので、い

つもより少なかったそう

だけど、イカ釣り漁船が

あちらこちらに。ちょっ

と遠くに、ぼんやりした

光が一列に並んで見え

て、とても幻想的でした。 

その帰り道、1 頭の鹿に遭遇。この辺では普通の

ことらしい。吉岡さん、引っ越して来たときは、ナ

イトサファリとかいって、夜に結構、子連れで車を

走らせとったらしい。やるね～(笑) 

で、帰ってきて、福山の番組を見て、おやすみ  

◆さあ、2日目◆ 

朝ごはんをすませ、海を見に三宇田海水浴場へ。 

めっちゃ綺麗。角島の海と同じ、どこまでも続くコ

バルトブルー。海の底が透けて見えてました。 

ひとしきり堪能してから、MITっていう一般公益法

人の代表、細井さんという方に会いに行きました。 

彼の本業は漁師。今の水産業のあり方に危機感を

持っているそう。（まだ若いのに、しっかり持論を語れる

ってすごい！）日本の漁業は、このままだと大変なこ

とになるらしい。魚がいなくなる！って。 

彼の話をききながら、思い

出したことが 2つ。 

以前、紹介した地域通貨の

こと。『パン屋のお金とカ

ジノのお金はどう違う』っ

て本にあった「最初は自分

たちが食べる分だけ、とっ

ていた魚を…」って話。 

それと全く同じ話をして

くださった、大藤先生の寝屋子のこと。自然と共存

しつつ、経済を公平に(チャンスを公平に)回す方法を

真剣に考えなければならないと、改めて実感。自分

も初心に戻らなきゃ！って、思った。 

自分がやれること、やるべきことを自分に問い直し

てみた。 

それから、あなご料理を食べに！ 

南へどんどん走って…木材置き場？「ここ！？」と

思ったらアナゴの幟旗。まだ新しい店内に。 

お造り、カツ、煮アナゴ、にぎり…アナゴづくし(笑)

すごーく美味しかった。お土産までいただいて、丁

寧に見送って頂いた。 

そして、空港へ。帰りは、全く不安なく一路呉へ！ 

吉岡さん、ありがとう！めっちゃ楽しい旅でした。

また行きたい！心からそう思ってます。 

周りのみなさんにもよろしくお伝えくださいね！ 

最後の最後まで、対馬だよりもよろしくね！ 
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 今回のおとな塾は座談会形式で「やりたい事（＝

好きなこと？？）」を仕事にしている若者にあれこれ

聞いちゃおう！という企画。組織に属し「好き」を

仕事にしたことがないという内科医の仙波眞弓さ

んのコーディネートで話が進んだ。盛りだくさん過

ぎて伝えきれないが、その一部をご紹介したい。 

 

好きを仕事にするって…ナニッ！？ 

このところ「好きな事を仕事にする」という事を

突き詰めて考えていたという仙波さん。好き嫌いは

あまり考えて仕事をしていないという瀬川君は「自

分に仕事を依頼する人は予算がない、でもやりた

い！という人が多く断れない。」のだとか。仙波さ

んが「断らないことの快感があるのでは？」と突っ

込む。要するに「困った人を助ける事が『好き』で

喜びを感じている。」というのだ。「好きを仕事にす

る＝趣味を仕事にする」と思いがちだが、「その仕

事をする事によって好きな自分、理想の自分になれ

る」という新しい視点。なるほど！！無意識だけど

そんな人も案外多いのかも…。 

 

フリーな人の人間関係!? 

フリーでの仕事は交渉術、人付き合いがより大切

になってくるのでは？との質問に「相手に合わせる

ようになった。」「よくしゃべるようになった。」と

の声。組織の人間関係も面倒だが、フリーでは死活

問題。それでも人を避けていた時期があったという

理壱君は「今は人と接するのが楽しい！」と力説。

好きを仕事にすれば、積極的になれるし、自然とス

キルアップもしていくという面もある。厳しい事も

乗り越えていく力になるのだろう。 

 人間関係といえばこの 3人、とても仲がよさそう

だけど、数える程しか会ったことがないらしい。お

互い認め合ってるんだな～って雰囲気がバンバン

伝わってくる。仕事内容やきっかけはそれぞれだけ

ど「この道で食っていく！」という意気込みは共通

しているさわやかな若者 3人の姿に「明日もがんば

っちゃおうかな～」って鼻歌交じりに帰宅した今回

のおとな塾だった(笑)        （山本さ） 

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                          

10月 8日 参加者 8名 

この季節、毎週どこかから祭りの太鼓の音が聞こ

えてくる。夜、あちこちで子ども達の笛の練習の音

が聞こえると、ああ祭りだなと思って、わくわくす

る。でも、子どもの数が減り、祭りの行く末が心配

されている。今回祭りをテーマに話してみると、そ

れぞれにエピソードが。 

呉の祭りといえば亀山神社って思うけれど、阿賀

の太鼓祭り、吉浦のカニ祭りと、みんな自分の地域

の祭りが呉で 1番！と言わんばかり。 

私の団地では「神山神社」の祭り。ご近所では、

最近お父さんがヤブのお面を彫りだしたとか、他都

市で就職した若者も祭りのときは笛を吹きに新幹

線に乗って帰って来るという話も。 

祭りといえば太鼓と笛とやぶ。やぶが出るのは呉

だけらしい！やぶの役もなんだか誇らしげ。 

老若男女、こんなに幅広い年齢層の人が関わる祭

りってすごい。子どもがいるから、ずっと続いてい

く……次は孫たちの出番かな（＾－＾）  （立間） 
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★主な仕事の内容は？★ 

ドラム、ピアノの出張講師や、バ

ックバンドとしての演奏 

清水十輝くんのライブに密着し撮

影。旅のミニ写真集を作る。 

写真、ビデオ、ポスターチラシデ

ザインと印刷、音響照明、イベン

ト仕込み etc… 

★今の仕事を選んだ理由と経緯★ 
吹奏楽部に入り、 

騙されて 

パーカッションの 

道へ(笑) 

音楽高校在学中に 

バイトで講師を 

したのが 

きっかけ。 

好きなことをしたいと思った時、

身近にカメラがあった。同じ頃、

十輝くんと出会い旅に誘われる。

「これは神のお告げかも～」と同

行してみると、その後旅先で知り

合った人から仕事の依頼が舞い込

むようになる(笑) 

YYY や役所の嘱託職員として

色々な技術を習得。民間で組織で

の仕事も経験したが身体を壊しフ

リーで活動する道を選択。好きな

事というより自分ができる事を仕

事にした。 

★正直、食えてる！？(笑)★ 

ギリギリですが何とか…。 
まだまだだが、好きな事でお金が

もらえる現状に感謝！！ 

何とか生きてる。仕事を継続でき

ている事が嬉しい。 

★自分にとって好きってなに？★ 

自分の生活に音楽は切り離せな

い。好きと言ったことに対しては

責任が持てる。 

 

寝ても覚めても 

無意識でも 

やって 

しまう事。 

好きというより、 

できる事すべて 

やってるだけ。 

でも好きだから 

試行錯誤して 

スキルが上が 

ったのかも…。 

★今後、何をめざす？★ 

 その人に合わせて対応で

き、質の高いレッスンがで

きる講師になりたい。 

好きをとことん突き詰め

たい。この人に撮ってもら

いたいと思われるカメラ

マンに！ 

継続が一番の願い。そのた

めに、あの人に任せたら間

違いないと思ってもらえ

る技術を身につけたい。 

【日時】11月 12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。 

おすすめミーティング 
プレゼンターを募集中です！！ 

※くわしくは挟み込みのチラシを見てね！ 

【 日 時 】11月 24日(火)19:30～ 

【 開 場 】ペアーレれんがどおり別館 

【参加費】1200円 

三三三浦浦浦雄雄雄希希希   
DDDrrruuummmmmmeeerrr   

川本理壱 
Photographer 

瀬瀬瀬川川川朋朋朋   
LLLuuunnnaaa222wwwooorrrkkksss 代代代表表表   

仙波眞弓 
内科医 

口は身体の入口。 

エネルギーもウィルスも！？ 
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 こつぼふれあい広場で初め

ての忍者修行。例年と違う場

所、小坪がどこだか知らない

人も…と不安なまま、募集期

間スタート。心配をよそに、

あっという間に定員オーバ

ー！キャンセル待ちも多数出

るほど。「楽しみ！」という子

ども達の思いがビシビシ伝わ

ってきた。それに応えようと

前日、会場をデコった！忍者

を至る所に忍ばせた！ 

（見つけた？） 

 恒例のオープニング、長剣修行、岩になる修行の後、

い組、ろ組、は組に分かれた。 

1 時間目は五感修行。い組とろ組は「かちかちのぴん

く」などキーワードをもとに、校内でイメージに合う物

を探した。学校って何もないんじゃ…なんて心配は余計。

出るわ出るわ、モップやら換気扇のフレームやら拾って

きた！は組は匂い。コップの中に匂いのある物を入れ、

他のチームと交換して中身は何かを考えた。どんぐりは

甘い香り、銀杏はめちゃくさかった！(笑) 

2時間目は「ふみ」修行。校内の、ある物(例えばスピーカ

ーとか時計とか)が手紙を書いたという見立て。その正体が何

かを考えたり、その物になりきって手紙を書いたりした。 
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『力は己の中にあり！』 

 おとなも子どもも、己の中の力

を思い切り使って遊んだと思う。1

日中、いい顔たくさんいただきま

した！事務所に帰って参加者の感

想を読みながら、だから忍者はや

められんのよね～って、スタッフ

一同ニンマリしたのであった(笑)

北さんにまた会いたい！ 

「校長先生にあいたい」とアンケートに書いていた子が

いた。『むらさきなすび』のこと？？実はアクシデントによ

り、お頭なすびは急きょ授業ができなかったのだ…。お

頭がいない分、きみ子をはじめとするバーバンメンバー

はいつも以上に熱が入っていた！ 

改めて当たり前に子どもに対し物事

を押し付けていたことに気づき恥ず

かし思いがしました。子どもの目線同

じ位置で物事を考えることこれは社

会において全く見知らぬ人ともコミ

ュニケーションを取る際必要なこと

であると感じこれから役立てたいと

思います。(は組タコチーム おとな) 

最初のワークでルールにとらわれな

くていい。楽しい安全ならいいとい

う話を聞いてリラックスして修業を

することが出来た。子どもの発想と

行動力に驚くところも多かった。 

(さるチームおとな) 
いつもなら考えないことを、考えてたり、

簡単なことを他にもあるかなと、考えら

れたので勉強にもなったのに、たのしか

ったので来年も来たいです。（小 3 女子） 

（小 5 女子） 
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秋になると文化祭なんていうのをよく見かける

けど、似てる言葉に文明というのがあるよね。そう

いえば文明祭っていうのはないね。皆さんは文明と

文化の違いを明確に説明できますか？ 

すごく簡単に言うと… 

「手を使ってご飯を食べていたサルがフォークを

使うようになった」→文明 

「ご飯を食べる前に食物の命に感謝して手を合わ

せる」→文化 

っていうことになっている。文明は、割りと早い段

階から私たちの周りに用意されていて、意識しなく

ても使えるようになっている。フォークや自転車や

ボールペンなんかは、自分で作らなくても手に入る

ね。そしてみんなが同じような文明を共有してい

る。じゃあ文化は？これは私たちが自分で作らなけ

ればいけない。そしてみんなが同じ文化を持つ必要

はなくて、それが個性を生み出しているわけだ。文

明に日本人らしさはないけど、文化に日本人らしさ

があるといったふうに。 

誰しも自分らしさを追及する時期があると思う

けど、そもそも自分らしさというのは自分の文化を

作り上げること。自

分の文化って？ 

自分らしさを探す

とは、自分が世界に

対してどうふるまう

かを決めることだ。 

食欲の秋、おいしい

ものを貪るように食

べるのか、思いを馳

せながら口にするの

か、みんなの文化が

問われるところだ

ね。チャオ！ 

こんにちは！「輝くママのサポート！」フラクタ

ル心理カウンセラーの瀬尾加葉子です。以前、カウ

ンセラーになるキッカケなどを書かせて頂いたの

ですが、今回は、現在受講中の講座、ひろしま NPO

センター主催の『女性のためのひろしまソーシャル

&暮らしビジネス創業スクール』のお話。 

9～12 月まで毎週火曜 10～12 時半という、ママ

にありがたい時間帯の講座です。全国 300ヶ所、県

内でも様々な場所で開催されているようです。起業

の基本的なことを知りたいと思っていたので、ベス

トタイミングでした。 

7 月末、スタートアップ

セミナーでは、先輩起業家

さんの話を聞きました。地

域の特性と、ママのパワー

を活かした事業展開をされ

ていて、とても面白く、色々

ワクワク妄想を膨らましか

けました。が、私のこれか

らのカウンセラーとしての

活動には沿っていないので

妄想は中断。 

9月開講初日は、「ビジネスプラン作成準備と、共

に学ぶ仲間を知る」 

自分棚卸しワークと、これからやっていくことの

イメージを膨らませるワークをして、自分が伝えた

いイメージをまとめて自己紹介しました。トップバ

ッターでの発表だったので、他の方の自己紹介を聞

きながら「自分のはまとまってなかったし、あれも

言えば良かったな…」など反省も。自分棚卸しでは

改善点や課題が分かり、2時間半はあっという間。 

色々な分野を目指す約 20 人の仲間と共に学ぶと、

自分にない視点が入るので面白いです。 

 

第 2 回は、「地域の女性起業家による体験談を聞

こう・女性起業家のビジネス事例研究」 

2 名の先輩の体験談を聞きました。質問される方

もたくさんいて、これまたあっという間でした。 

「起業する」のは難しいと思うかもしれません

が、こんな風に学ぶ機会があると助かりますね。 

変化に強い女性ならではの「自分の能力を活か

す」方向性・可能性は無限大にあり、共に学ぶ受講

生は、ハッキリしたビジョンを持っている方、そう

でない方、様々ですが、「これから○○をしていこ

う！(or していこうかな～？)」という人の集まりな

ので、皆が笑顔でキラキラと輝いていて、場の空気

がとても気持ちが良いです。 

改めて、熱い思いを秘めたママ達をキラキラ輝く

方向へサポートしたい！という思いが強くなりま

した。                      →次回へ続く 
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下準備・型に油を塗っておく（型からはずしやすくするため） 
・リンゴは 8 ミリのイチョウ切りにし、レモン汁をまぶす 

・小麦粉とベーキングパウダーを一緒にふるう 

（1回で OK） 

今回使うのはヨーグルト！子どもの栄養だけでなく、お母さんのダイエットにも適した食材です☆ 
150 グラムの無糖ヨーグルトを５００ワットのレンジで 40 秒チン！…するとダイエットに効果的だそう。乳酸

菌は冷蔵庫に保管された状態だと動きが鈍く、38℃～40℃で活発になるんだって！ 
温めることで酸味が強くなるのが気になる場合は、バナナを 2 分の１本入れると、食べやすくなります。オ

リゴ糖が多く含まれているので乳酸菌の動きをより活発にしてくれるとか！ちなみに、食べるタイミングは
夜がいいんだって☆ためしてみてね！（しるこ） 

【材料】※18センチ型 1台分 

①油を塗った型の底に、リンゴを

並べる。 

②ボウルへヨーグルト、さとう、サラ
ダ油、たまごを入れ、混ぜる。 

④①の型へ③の液を流し入れる。 

③②のボウルへふるった粉を入れ
て混ぜる。 

⑤180℃のオーブンで焼く。 

焼きたてのケーキはリンゴ
の香りいっぱいのやさしい
味。１日～２日冷やすと、味の
ギュッとつまったおいしさに
変わっていきます。カレーと同
じで、焼き菓子は味がなじむ
と深みが増すみたい♪やわら
かいので、切るときはやさし
ーく切ってネ！ 
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 大学の後期が始まり、

夏休み気分も抜け最近

の悩みは、卒論のテーマ

についてです…。 

さて。9月のシルバー

ウィークをつかって、三

重に 1 人旅に行ってき

ました！みなさんは 1

人旅にどのようなイメ

ージがありますか？寂

しいんじゃないかとか、女の子が 1人で危ない、と

か？今回はそういうイメージを払拭しようと思い

ます(^O^) 

 

私が住んでいる神戸から三重県・伊勢までは 3時

間ほどで到着します。 

1 日目は伊勢神宮の外宮、内宮、月読宮などに参

拝しました。 

伊勢神宮に行くにあたり少し調べてみたら、お祈

りをするところではなく、神に感謝を述べるところ

であるようです。なので、とにかく至る所で人との

素敵な出会いの奇跡に感謝をしました。そのあと月

読宮へ。よく参拝しにくるというおじさんと仲良く

私は、9月 7日から 10月 7日までの 1ヶ月間、荘

山田小学校で教育実習をさせていただきました！

担当クラスは 1年 3組で、とっても可愛くて元気な

子たちばっかりでした。 

実習が始まる前はとっても緊張して不安でいっ

ぱいでしたが、1 年 3 組のみんなと一緒に勉強した

り、休憩時間に遊んだり、給食を食べたりして仲良

くなり、毎日がとっても楽しかったです。 

担任の先生には、小学校の先生の仕事について詳

しく教えていただき、たくさん学ぶことができまし

た。また、私の実施授業の際にも色々とアドバイス

をいただき、無事に計 4回の算数の授業を終わらせ

ることができました。1 年生の算数は簡単な内容で

すが、簡単な内容ほど教えるのが難しく、どう教え

ようかとすごく悩みました。数図ブロックや○図を

取り入れるなど工

夫したことで、子

どもたちがたくさ

ん発表してくれた

り、一生懸命考え

てくれたりしたの

で、とても嬉しか

ったです。 

実習最後の日、

クラスのみんなや

担任の先生が「あ

りがとう集会」を

開いてくれて歌を歌ってくれたり、一緒にダンスを

したり、ゲームをしたりして、とっても楽しい思い

出になりました♪ 

みんなからのプレゼントをもらう時、代表の男の

子に「君を愛している」と言われ、クラス全員で大

笑い。おかげで泣きそうになっていた涙が引っ込

み、最後まで笑いっぱなしでした。 

この 1ヶ月間の教育実習で学んだことや反省点な

どを生かし、これからも勉強を頑張っていきたいと

思います。            (川原楓美華) 

なり、ガイドさんみたいな感じで月読宮のことをた

くさん教えていただきました。 

 私がとても無計画に伊勢に来たことを告げると、

それは神に呼ばれたということだから喜びなさい

と仰ってくれて、なんかストンと納得しました。こ

んな素敵な巡り合わせがあり嬉しく思いました。 

宿泊はゲストハウス風見荘というところ。宿では

子ども落語家の鯉鮎亭ボタンくんの落語を聞きま

した。14歳でこんなことができるなんて！！私なん

て中学生の時何してただろうと驚き、素直に尊敬！ 

 そこで出会った方と、女 3人で地元の商店街の居

酒屋へ行き、ごはん。そのあとは共有スペースや屋

上でみんなでお喋り！ 

1 人旅なのにたくさんの人に恵まれ、全く 1 人っ

て感じがしませんでした。また色んなところに行っ

てみたいなぁ(^O^)        （丸屋 杏子） 
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ゆるほわ～、もりもり！バス鍋の上田です。10/4、

「みんなで作って食べて遊ぶ」デイキャンプしまし

た。今回はバス鍋隊と事前に話し合い、テーマや合

言葉、担当を決めました。合言葉に振り付けし、上

級編までつくっちゃった！！レクもオリジナル出

ました。「どん、どかっっっ」ゲームという、子ど

もと大人に別れて大声を競いあうもの。普段、大声

なんて、この時代出すことない、出したら怒られる

くらいなのに、子どもも大人もまぁ笑っちゃうくら

い大きな声で競う、その光景が世にも奇妙でした。 

今回、私の心に引っ掛かったことが…。準備した

レクは 4つ。でも 3つ目の頃には、時間も押してき

て、参加者にも疲れが見えてきた。途中で止めにす

るか？でも、企画者としたら全部やりたい。どうす

るか？？心の中でグルグル悩み、最後までやる事に

した。せっかく考えたし、こんな大人数で遊ぶこと

普段ないし…。どうすれば良かったんだろう？？答

えはあるんかなぁ？ 

 6 月の初夏デイキャンそして、今回やって見えた

こと。担当を持つと目が輝く。自分の役割があると

どんな小さい子どもでもそれをやろうと奮闘して

た。必要とされるって、生きる力なんかな、と感じ

た。私はそういう光景を目の当たりにできて、得し

てるなぁとニヤニヤしてます。（上田 実穂） 

 9月 27日、呉港高校の体育館で行われた、私立

学校の説明会。武田中学・高校、呉港高校、清水

ヶ丘高校、青山中学・高校の 4校の保護者の方が、

それぞれの良いところを熱弁。その後ブースに分

かれて説明タイムとなりました。PR 原稿は、な

んと保護者が自分で考えたんだとか！わが子が

行ってる学校のこと、すごく楽しそうに話してお

られました。一緒に取材に行ったもえちゃん(現・

青山高校 1年)は、「去年も一昨年も来た。具体的に

教えてもらってすごくわかりやすかった。」との

こと。おいしいお茶とお菓子もいただいて、ほっ

こり。残念ながら今年は参加者が少なかったそう

です。保護者から生の声が聞ける機会、中学生た

ち、来年ぜひ行ってみて！！     （宇都宮） 

保護者の中から、美しい順にメン

バーに選ばれたという清水ヶ丘高

校(笑)保護者の方も卒業生☆ 

学力は公立だけど、楽

しそうなのは私立だな

～と思った。 (中学生) 

高校生活がちょっとイメ

ージできた。楽しそうだ

なと思った。(中学生) 
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子どもたちの笑顔に加え、

大人たちも楽しんでいたこ

と。カレーもフルーツポンチ

もおいしかった（Kパパ） 

 

やかんを一生懸命

娘が洗ってくれた。

お母さんの顔のしみ

もお酢とマケンで落

ちるといいねといわ

れました。（N） 

 

おこげのごはんがおいしかったで

す。子どもが皮むきしたりかんづめ

をつぶしたり、小さい子も手伝うこと

があり、いい経験になった。（W） 

今日、とてもおいしいカレー

とフルーツポンチを食べられ

たのでうれしかった 

今日のカレーが家のと

違いおいしかった 

 

 

大人から子どもまで

一緒にレクは楽しか

ったドン・ドガ（Y） 


