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梅雨に入り、雨降り続きの毎日ですが、みなさん
いかがお過ごしですか？先日の大雨、すごかったで
すね。大丈夫でしたか？焼山人は、平谷線、東呉道、
R375 が通行止めとなり、にっちもさっちもいかない
状況でした。そんなうっとうしい時期ではあります
が、あちらこちらで色鮮やかに紫陽花が咲いたり、
「んじゃあ、若者にいっぱいお給料くれるように
夜になると川沿いに蛍が飛んだりして、わたしたち 私：
なったらええね。旅行費用の方は安くなったら
の目を愉しませてくれる素敵な季節でもあります。
ええね。」
「石油が安かったら、飛行機代とか安くなるんよ
いよいよ参院選までおよそ 2 週間。
（この通信がみ 娘：
ね？」
なさんのお手元に届くころは、1 週間前だったりす
「燃料サーチャージとか、そういうシステムじゃ
るのかもしれませんね。
）今回は 18 歳選挙権導入後、 私：
ろ。そんなことより銃乱射とかテロとかあった
初めての、また、最大の争点が憲法改正？（たぶん）
ら怖いけえ、治安が悪いところには行かれんね。
ってこともあり、今後の日本の在り方が問われる重
でもなんで、そんなことになっとるか知っと
要な選挙となりそうです。まさに、ターニングポイ
る？…9.11 とか…経済の循環とか…、アベノミ
ント。18 歳に限らず、今年、19 歳になる人も 20 歳
クスで、解決できたんかね？舛添さんに寄付し
になる人も初めての選挙です。
てもらおうかね？（笑）
」などなど。
かく言うウチの娘も初選挙。この前、一緒に車に
乗っていた時、ラジオから流れてくる選挙の話題に、
彼女と話しながら、結局、若い世代が政治経済に
「誰に投票したらええんか、ぜんぜんわからんわ！」
関心をもつには、自身の幸せに繋がるために、何が
と娘。まあ、そうよね。日頃から、積極的にニュー
スを見たり、新聞を読んだりしてるわけじゃないし、 変わればいいか？変わらなければいいか？を突き詰
家に居るので、生活に困っているわけでもないし…。 めながら考えていくことが、ある意味、近道なのか
とても合点のいくコメントでした。で、彼女にどう もって思いました。すなわち、自分のことをしっか
助言すればいいものか…と、いくつか質問しながら、 り見つめ、自身を受けとめることができなきゃあ、
政治どころじゃないってことです。(^_^;)
しばし考えてみました。
でもそこは YYY。彼らが政治・経済に興味関心を
私：
「今、困ったことないよね？それって、幸せ？」
娘：
「ふつう。まあ、どっちかといえば幸せよ。そこ もってくれる、もっと近道を考えてます。それは、9
そこ欲しいものは買えるし、彼氏もおるし、あ 月 30 日（金）THE NEWSPAPER 呉公演！今回の
と無事に就職が決まって、海外旅行に行けたら 参院選には間に合いませんが、ただいまチケット絶
賛発売中！＼(^o^)／祝 18 歳選挙権！＼(~o~)／
もっと幸せ！」

おすすめミーティング
※あなたのオススメしゃべりませんか？
当日飛び入り大歓迎！！

【日時】7 月 14 日(木)13:00～14:30
【会場】つばき会館
【参加費】500 円（おやつ付き♪）

【 日 時 】7 月 12 日(火)19:30～
【 開 場 】ペアーレれんがどおり
【参加費】1200 円

※準備の都合上、前日までに事務所へお申込み下さい。
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今回のおとな塾は、呉の地酒"水龍"の 4 代目であ
り、呉の落語家"ジャンボ亭水龍"の名で活躍してい
みつ じ ろ う

る中野光次郎さんに、その半生や酒作り、落語との
出会いをお話しいただいた。
吉浦で明治 4 年から続く作り酒屋"水龍"。145 年
前、初代中野光次郎さんが泉から龍が出てきた夢を
見た事から名づけられた甘口のお酒。代々襲名制度
を取ってきた事から、祖父が亡くなった幼稚園時
代、養子入り、襲名をきっかけに家庭裁判所へ出向
き、2 度本格的に改名手続きを取る経験をした光次
郎少年。小学 5 年生の時に酒屋を継ぐ運命である事
を正式に告げられる。若干 10 歳そこらで自分の将
来が決まっているってどんな感じだろう？凡人の
私には分からないけれど、思春期に入った頃は、自
分は他の人とちょっと違う境遇にある事を意識し
始めたそうだ。そんな光次郎少年は映画を観る中で
「宿命（生まれた時から決まっている事）と運命は違

う!!」という事を悟
る。"運命は変えられ
る"という事をどう
意識したのかは分か
らないが、それが中
野さんの土台になっ
ているのだろう。
映画作りをきっか
けにパフォーマンス
を学びグループを結
成し。その元メンバーとの再会を期に、師匠である
ジャンボ亭衣笠さんに見出される。着物をあげよ
う、帯をあげようとプレゼント攻撃を受け、あれよ
あれよという間に落語の世界へ。
一方宿命の酒作りは、賞狙いではなく、本当に地
元で愛され喜ばれる酒作りを目指し、伝統にこだわ
らず、ひとりでも酒作りができる方法を編み出し改
革中。禅問答のようだが伝統にこだわらない事が水
龍の伝統を細く長く守る事につながるそうだ。
とにかくこの中野さん、知識量がハンパない！す
ごく凝り性で研究熱心な方だ。最後に落語も披露し
てくださったが、落語の説明から演目に入るタイミ
ングが絶妙！「これは師匠からプレゼント攻撃受け
るわぁ～」と納得した。
世間では 3 代目のパフォーマーが流行ってます
が、呉の 4 代目パフォーマーも負けちゃいません！
次は、水龍を飲みながら落語を聞く企画が浮上中！
聞かなきゃそんそんっ！ですよ（笑） （山本さ）

6 月 9 日 参加者 6 名

一体何？と思うテーマで失礼。 きっかけは紹介さ
れた『医者とおかんの社会毒研究』(三五館刊)という
本。その本に登場するのがグーミンだ。
（「愚民」と
ムーミンをかけた造語。｢愚民｣という言葉は直接的す
ぎてウイットに欠けるのでソフトでかわいらしいネー
ミングにしたとか）
“グーミンは自分で調べることを

徹底的にしない。自分のやったことをすぐ人のせい
にし、被害者面をするのが得意。そのくせ権威に対
しては奴隷的なまでにつき従う。この世にあふれる
社会毒に対し｢そんなこと言ったって仕方がない｣と
あきらめることはまさにグーミンそのもの”と書い
てあった。
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頭に浮かんだのは、いろいろに興味関心が高い友
人 K がいつも言う「市民のレベルが、市政のレベ
ル」ということ。自分はいろんなことに「しかたな
いじゃん」と日々あきらめ過ごしているかもしれな
い。“多くの日本人はグーミン化しているが、自分
がグーミンであることは認めない。
”とも書かれて
いた。何に関しても｢変？｣とかぎ分ける感覚を磨
き、考えることから始めなくては…ってことだ。知
らんことは、何歳になっても謙虚に人に聞いてみた
り調べてみたり、知ったことは皆に知らせ、1 人で
も多くグーミン脱出、そして子どもたちをグーミン
にするまい。
（立間）

選挙権のある人には、ハガキが届き
ます(もう届いてるかな？)。あなたがど
この投票所に行くのか、何時から何時
まで開いているかが書かれています。
期日前投票の期間や場所も書いて
あるよ！

ちなみに、期日前投票の初日、一番はじめに
投票に行った人は、「投票箱の空虚確認」とい
って、投票箱の中身がからっぽかどうかチェッ
クできるというラッキーなことも(笑)
なかなか見られない投票箱の中。次の選挙
では、一番乗り目指してみては？

投票のやり方は
簡単！わからな
くても、スタッフ
の方が 丁寧に教
えてくれるよ。勇
気を出していっ
てみよー！

特に話題になっている①消費税③憲法改正の 2
点を、広島選挙区で立候補の出ている政党につい
て載せています。詳しくは各党の HP を見てね！
①確実にデフレ脱却す
るため延期し、2019 年
10 月に行う。
②3 つの基本原理(国民
主権・基本的人権・平和主

①2019 年 4 月まで延
期。
②9 条改正には反対、
国民と未来志向の憲法
を構想する。

①増税は中止。
②改憲しない。平和的
民主的条項の完全実施
をすすめる。

①増税は当分停止。
②自主憲法の制定を目
指す。

無所属の候補者が 1 名
おり、地域医療の充実、
一票の格差是正を訴え
ている。

①来年 4 月の増税は凍
結する。
②時代にあった憲法に
手直ししていく。

①増税は中止。5％に減
税する。
②憲法改正・9 条改正
を行い、大統領制の導
入などをめざす。

義)は堅持しながら、改

正をめざす。

今回は特に、18 歳からの投票を盛り上げようと様々なサイトが作られて
います。中には、自分が思っていることが、どの政党と近いのか診断できる
チャート形式のところも(笑) この際、いろいろググってみては？？(宇都宮)
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先月の「ポーチ見せ
て」に続き、今月のテ
ーマは「ネイル」。夏だ
し、サンダルもはくし、
手も 足も可 愛くし と
きたい季節よね～っ
てことで、ジェルネイ
ルやりました。りんちゃ
んがセットを持って来
て、まゆまゅとみおち
ゃんが初体験！ 可愛
く仕上げてもらいまし
たよ～★

↑ジェルネイルは塗った後、UV ライ
トや LED ライトを当てて、固め(硬化
させ)て仕上げます。今回使ったの
は UV ライト。熱くなかったよ！
↓デザインがありすぎてなかなか
決まらなかった笑

→りんちゃんのジェルネイルセット。
色ももちろん、この箱のほかに、スト
ーンやホロ、グリッターがクリアケー
スにぎっしり入ってた。女子力高い！
「ほとんど 100 均だよ」だって。100
均行って色々見たくなったわー！！
→ベースのフレンチを塗っ
たあと、小さな小さなスト
ーンをピンセットではさん
では乗せ、硬化…の繰り
返し。とっても根気のいる
作業！！
↓片さんは、つま楊枝とネ
イル筆を使って、細い線や
太い線を描いてくれました
ー！ すっごい器用！ でも思
うような線が描けなかった
らしく「次はマイネイルセッ
ト持ってくるからリベンジ
させてー！」だって笑

硬化するのに結
構時間がかかった！
今回は、仕事柄あ
やかちゃんはでき
なかったし、もっと
ゆっくり色々試し
た いね … ってこ と
で、ぜひ第 2 弾や
ろーって言って終
わりました。これ 、
気分あがるね！ ハ
マるわ～笑
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雨で足元の悪い中、ゾクゾク子どもたちがやってきた。5 分押しで開演。サーカス団長の歌から始まる、ま
るでミュージカルのような華やかさ!! ピノキオの切り株が会場に飛び出したり、観客席がサメに飲み込まれた
り、子どもだけでなく大人も大興奮!!客席を巻き込んでホール全体が一体になるように作られた芝居だ。さす
がむすび座、みんな舞台に釘付け!!死神が出てくる場面では、
「怖い怖い」と半べそ顔の子も!! 高学年の子の中
にはジェぺット爺さんが死にそうな場面で、号泣の子もいたそう。これだけ心ゆさぶられ、興奮できる舞台っ
て素敵!! この感動を次に繋げ会場いっぱいで観よう！（岡本）

毎度のことだが幼稚園・保育園・小学校にチ
ラシを配布。ポスターを貼る場所に苦戦。広
報？広報？と考え、急遽、てんこ・艶・福・し
るこの 4 人が「テレビ派街角宣言」出演するこ
とに!! 翌日「テレビ見た見た！チケット買う
よ」と声をかけられ効果あり？！作戦成功！あ
ぁ～～～よかった。
（しるこ）
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当日パルコ前 16：55、時間厳守とのこと、
艶・福・しるこの 3 名は携帯ナビ片手に、早目
の出発！道に迷うことなく 16 時すぎに着い
た！「余裕～」と地下へお茶しに。飲み物は来
たもののスイーツがなかなか来ない…。味わう
暇もなくバタバタ！現地で待ち合わせのてん
こは、みんなが来ないとハラハラ…。まさかお
茶して遅くなったとは言えず、リハーサルへ。
30 秒の出番があっという間に終わり、帰りの
車中で「私たち、まるで『うさぎとカメ』のう
さぎじゃったね…」と、ひと笑い。事務所に帰
り「出演の様子は撮れた？」と聞かれ「スマホ
のカメラ操作がわからなくて…」と福(スマホ初
心者/笑)。
「えぇ～。撮影中じゃけん、許可が下
りんで撮れんかったんじゃと思っとったわぁ
…」と、またひと笑い。

会場準備どうする？楽屋に行くにはどうすれば？
いったん出たら鍵がかかって締め出されるドアもあ
り、慌てふためく場面も。なんとか準備完了…ほっ！
終演後はスムーズに…と思ったら、まだホワイエに
お客さんがいるのに消灯( ;∀;)いろいろありまし
たが、私たち市民のホール、まだまだ研究だね！(笑)

小さな子から大人まで楽しめる内容で、ピノキオの世界に最後まで夢
中！子ども達が笑う度に、なんだか嬉しい気持ちになって、
「来てよかっ
たなぁ～」としみじみ。パントマイムや大道芸の動きなど子どもが「お
ぉ～！」っと驚く場面も見応えあり！人形もリアル！ピノキオの鼻があ
んなに長くなるとは（笑）期待を裏切らない(*^^*)小道具も興味深いも
のばかりで、布で海や大きなサメを、黒いポリ袋で死神を表現したり、
ピノキオ達を乗せたイカダが小さくなって出てきたり（←我が子が大ウ
ケでした。笑。
）
スピード感や臨場感もあって、本当に素晴らしかっ
たです。役者の方々の表情も素敵！ピノキオが「自分
は人形のままでもいい！父さんを助けてほしい！」と
いう場面はとても感動しました。ピノキオの成長して
いく姿が、我が子の心にも、きっと伝わったんじゃな
いかな？出会えてよかったー。次のむすび座の公演、
是非観たいです！

大人の感想を聞きたいと、感想会を開催。
「思って
た以上に素敵！」
「人形劇ミュージカルって誘えばよ
かった！」
「わが子がピノキオに見えてきた」「子ど
もより私が一番楽しんだ！」などの声が。
東京に住んでいたことがあるという人は、
「都会で
観たらもっと高い。この内容でこの値段はすごい。
」
とも。
「YYY で観る舞台はハズレがない。でも、ど
う言えばよさが伝わるのかいつも悩んでます。みん
なテレビで有名なものには飛びつくんだけど…」と

言ってくれた人も。彼女らの話を聞きながら、5 月
28 日朝日新聞『be on Saturday』の小泉今日子さん
の記事を思い出しました。それは、50 歳にして制作
者へ踏み出す彼女が思いをつづったもの。
“作品はキ
ャストの有名無名ではなく、内容のよしあしで評価
してほしい、という思いもある。”と書かれていまし
た。内容のよしあしは、会場に足を運ばないとわか
りません。これからも呉で舞台を観る機会を作り続
けていきます。次は会場いっぱいで観ましょう。
（福）
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元々は声優志
望。舞台の事が
やりたい！って思
った時、先生か
らむすび座を勧
められ入団。

よかったー！と元気になって帰ってもらえた
らいいかな。むすび座に入ったきっかけは
『石の馬』を観て、それが元気になる舞台
で…自分もやりたい！と思った。

初演当時からのメンバーの１
人。ピノキオが人間になるっ
ていう物語を通して、人間っ
てなんなのかな？！っていうこと
を考えて、あれ？って思うきっ
かけにしてほしい。

Ｑ.むすび座の人形劇のこだわりは？
Ａ. ３人づかい(一体の人形を３人で扱う)。特に足の動きに
はずっと気をつかっている。宙に浮いていてもそこに地
面があるように！
Ｑ.ピノキオのポイントは？
Ａ.最初作る時に、客席を巻き込んでホール全体が一
体になるような作品にしたい。お客さんと一緒に作っ
ていこうぜ！という思いで。
Ｑ.なぜサーカス小屋に？
Ａ.原作を読んだその印象で。
最初の宣材の時点から、美術家の中にはそのシーン
があったと思う。
サーカス小屋の人達がピノキオを見せているイメー
ジもある。
Ｑ.ピノキオを観た大人へのメッセージは？
Ａ.親子で話をして下さい。そして、子どもの口から出て
くる言葉を、子どもから発信したものを否定せずその
まま受け取って下さい。「ニョキっとのびる“イタズラ心”
子どもが持っているエネルギー、パワー、子どもってこ
んなもんだよね」っていう子ども像を感じてもらいたい！

舞台監督は、窓口のような役割。そこそこの会場
に合わせて、舞台をつくる進行の指示を出すの
も仕事。演出家の演出から逸脱しないように見
ておく役割も。みんな演出家の意図がよくわかっ
ているので、僕が何か言うことはあまりないけど。
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あいにくの雨だったけど、
パラパラ降る中、みんなで
カレーとフルーツポンチを作った！
水たまりの生き物を探したり、
レクで盛り上がったよ！

まさかの雨。（理事会で「雨のキャンプを
やってみたい」と口走ったからか！） やる！
と決めたが雨のデイキャンプは初。みん
な来るかなぁ、火がつくかなぁ、と不安でいっぱい
だったけど、それ以上にワクワクが止まらないこと
が 3 つあった。
ひとつ目は、雨を逆に楽しめたこと。屋根のある
炊事棟近くに自然とみんなが集まり、初対面の人同
士も話したり作業したり。水たまりで遊んだ子もい
た。ぬれても外はやっぱり楽しい(*´▽｀*)
ふたつ目は、企画に仲間が加わり子どもスタッフ
応募もあったこと！新しく知り合った人と話すと
心が活性化される気がする（企画とは全然関係ない出産
の話とか聞いた/笑）。当日も張り切って担当している
のをみてメッチャ心強かった！

みっつ目、薪割りをマスター。実は先月のリハで
「薪割りどうやるん？」と聞かれ、ナタは持ったが
どう動かしたらいいかわからない自分にガーン…。
何回も見てきたのに(汗) だから子どもバス鍋隊に
教わった。「はぁ？今更？」と言われながら、でき
るようになった(笑) もう誰にでも教えれるよ！！
ほかにも、いろんな場面を見た。小さい子に「こ
こを持っておろしたら手を放すんよ」とぶっきらぼ
うだけど、実はやさしい中学生。かまどの前で真っ
赤な顔をしてご飯を炊くお父さん。その横で「入れ
ていい？」と木っ端を火に入れる子ども。あっとい
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う間に人気者になった初参加
の 2 歳。一緒に来たお父さん
も馴染んで、楽しさでいっぱ
いのとろけそうな顔。子ども
っているだけでいいんだな。
という感じの雨デイキャン
プ。雨でもなんとかなったの
はみんなの力！私にとっては
出会いと発見、初体験だらけ
だった！
（上田 実穂）

こんにちは！！4 月から徳島県の大学に通ってい
ます、後藤遼太郎です。広島県を飛び出して、つい
に一人暮らしを始めました。
憧れだった一人暮らしの様子と、徳島のことを少
しお伝えしようと思います。
春、待ちに待った大学生になれるということで、
僕はウッキウキしながら広島を後にしました。広島
を出発してからバスに乗りつづけ、4 時間もかけて
到着した徳島県は…あいにくの雨でした（泣）。徳
島県は広島県と比べると雨が降る日が多いのです。
おまけに風も強い…。
住宅街の路地は入り組んでいて、僕が住むことに
なるアパートまでなかなかたどり着けませんでし
た。雨の中 1 時間ほど同じような道をぐるぐる歩き
続けて……やっと見つけました！新しいお家です。
一人暮らしを始めてから、一番大変なのが自炊で
した。これまでろくに料理をしてこなかったツケが
回ったのか、初めは失敗の連続でした。カレーを作
ろうとして鍋を真っ黒に焦がしてしまうし、スパゲ

デイキャンプの日、広島文化学園大学から、男子学生
がボランティアに来ていました。せっかくなので、後日事務
所でデイキャンプどうだった？を聞かせてもらうことに。つい
でに、18 歳選挙権のこともちょびっと聞いてみましたよ！
デイキャンプの感想は？
・2 歳～中学生までの子がいて、それぞれ接し方が
全然違って難しかった。

ッティを作ったら麺が伸びすぎてうどんみたいに
なったこともありました。そんな僕でしたが、最近
はチャーハンを作ることが休日の楽しみになりま
した。材料費もそんなにかからないし、何より手間
がかからないので毎週作っています。そろそろチャ
ーハンマスターになれたりして（笑）
失敗の連続で不安だった徳島県での暮らしも、あ
っという間に 3 ヶ月目に入りました。自炊はまだま
だ大変だけど、なんとなく慣れてはきたし、ほとん
ど心配ありません。今では友達も増え、夜遅くまで
遊んで帰っても誰にも叱られない自由さに浸って
います。
結論：一人暮らしは最高！！
（後藤遼太郎）

・子どものほうが、すぐ名前を覚えて、ひっぱって
って遊んでくれて、人見知りがなかった。
ところで 18 歳選挙権だけど、投票行く？
・(一人を除いて)行かんと思ってたけど、学校で全員
対象の説明会があって、行かんといけん雰囲気に
なりそう。あんま興味ない。ニュースは見るけど。
・(一人だけ)行く。親が行きんさいって。
舛添さんのことどう思う？
・あんなに言わんでもいいんじゃないかな？お金返
せば別にいいよね？
・また選挙したらお金がかかるし。そこまでして無
駄なお金使わんでいいよねって思った。
直接関係ないから興味ないと言ってましたが、友だち
がみんな「行く？」ってなったら、行くかも、とも。みんな行く
んじゃ～みたいな空気が必要なんだね！
(宇都宮)
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空＠空☆ガ。の

呉では今、
「呉海自カレー」が市内の飲食店で提供されています。
6 月は食育月間
皆さんはもう食べましたか？そのカレーが、小学校給食ともコラ
全国的にも 6 月は食育月間です。
ボ。今月から食べられることになりました。レシピは「海上自衛隊
呉基地業務隊」の調理員が監修、スパイシーさも出しつつ、子ども 呉市では、6 月・10 月・1 月に「呉
向けに辛みをおさえ、コクのある味に仕上がっているんだとか。今 っ子給食」という献立が登場します。
呉の特産物・郷土料理・食文化・感
回は、鶏肉とシーフードが使われていました。
謝の心などをテーマに、呉市のこと
を知り、地元を身近に感じてほしい
冷凍みかん
牛乳
という思いで作られているそうで
す。呉市の特産物、知ってますか？
呉市の豊町の「大長みかん」を 県内の牧場から集まった新鮮な
冷凍したもの。
牛乳を工場でパック詰め。
カキ、タチウオ、ちりめん
じゃこ、みかん、レモン…
など、呉には美味しいも
のがいっぱい！

※ 呉市の食育キャラクター
『
( きゅうしょくだより』より)

呉っ子元気海自カレー
①かくし味はハチミツと味噌
②ガラムマサラを加える
③カレー粉をいためる
…の 3 つがポイント！6 月の「きゅう
しょくだより」に詳しいレシピが載
ってるようです！
家でもチャレンジしてみる？(笑)

結構スパイシーな味で「から～
い！」の声も。
「家のカレーよりお
いしい！」だって(笑) 男子のほう
がよく食べてたかな～。おかわり
してた子もいましたよ！
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今回、買い出しや遊びの内容、かまどや調理担当など
子どもスタッフを募集。みんな大活躍しました！
★初スタッフ！デイキャンプのひみつにせまる！
小 6 栄井美結
デイキャンプには何度か参加したけどスタッフ
は初なので少しきんちょう感がありました。と、そ
の前に…。わたしは、前日に買出しに行ってきまし
た～。150 人分の食料と聞いてドキドキ、
ワクワク！
子ども会では大きな行事がないのでこんなにたく
さん買うのは初めて（たくさんとゆうのはカレールーの
業務用 50 皿分が 4 個とかです！）
。かごの中に食材がど
んどん入っていき「すごいすごい！」と言っている
間にカート 4 個分！レジの人に「お疲れ様でした。
ありがとうございました。
」と心
で言いました♪
当日、私はカレー＆フルポン調
理リーダーでしたが、思ったより
多くみんなが集まってきて、しか
もてきぱき働いてくれるのでび
っくりしました。
スタッフだからこそわかった
ひみつがいっぱい。自分が買った
マンゴーを小さい子が切ってい
るのを見て「わたしが選んだんだ
よ～」って言いたかった(^∇ ^)
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