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 ７月２０日現在 
 子ども会員：２１４人 
 正 会 員： ３７人 
 参加会員： １０人 
 賛助会員：２３５人  

３４団体 
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梅雨明けして、猛暑らしくなってきた今日この頃。

みなさんいかがお過ごしですか？とにかくめっちゃ

暑い毎日。小まめに水分補給して、熱中症にならな

いよう気をつけましょうね。ってことで、いよいよ

夏休み~！みなさんが楽しみにしてくれている星空

映画会も始まりました。 

 

今回の話題は、今、世界中で社会現象ともなって

いるポケモン GO。22日には、いよいよ日本でもサ

ービスが開始されました。初日、あちらこちらでゲ

ームに熱中する人たちの様子を各マスコミはトップ

で報じていましたが、呉でも結構遅い時間まで堺川

公園にはたくさんの人影が…なんかちょっと異様な

感じでしたよ。 

  

いったいどういうゲームなの？ 

ポケモン GO は、スマホの位置情報を使って、町

のあちこちにいるポケモンをゲットし、育てたり戦

ったりする育成型シミュレーションゲーム。目標は、

原作の「ポケットモンスター」同様、ポケモン図鑑

を完成させること。ポケモンブランドを管理する「ポ

ケモン」と米国のゲーム会社「ナイアンティック」、

そして「任天堂」の共同開発で、最大の特徴は、AR

（Augmented Reality、拡張現実）の技術を採用し、

カメラで捕らえた画像にポケモンのキャラクターを

合成表示、あたかもポケモンが現実世界に出てきた

ような楽しさが味わえることなのだとか。 

 

経済効果あり！それっていいこと？悪いこと？ 

海外での配信開始から、任天堂など関連企業の株

価は急騰、日本の株式市場全体を押し上げる原動力

になってるってことで、「ポケモノミクス」なる言葉

まで誕生しているそう。笑っちゃうのは、みんなが

外へ出歩くようになるからシューズメーカーの株価

【 日 時 】8月 9日(火)19:30～ 

【 開 場 】ペアーレれんがどおり 

【参加費】1200円 

中学時代にタイトルしか 

教わらなかった文学小説！(笑) 
講師：大島都思さん（司会・ナレーター） 

が上がるなんていう話も。また、観光地などに、そ

こでしか手に入らないポケモンをおけば、人が集ま

ってくるということで、町おこしにもつながること

が期待されている模様。アベノミクスよりぜんぜん

すごいじゃん。(笑) 

  

心配なのは… 

夏休みに入った子どもたちがポケモン探しに熱中

するあまり、いろんな事故や事件に巻き込まれる可

能性があること。政府も配信前から異例の注意喚起

を促しました。海外では、崖から落ちそうになった、

私有地に入り、家人に発砲された、などの事例が報

告されましたが、日本でも、ゲームをしながらバイ

クに乗っていた若者が検挙されたりしています。 

もっと怖いのは、位置情報がダダ漏れだってこと

です。個人情報、個人情報ってみんなが気にしてる

割には、今回、情報が 1 ヶ所に集中することに対す

る危惧については、あまり報道されていません。ち

ょっとヤバくないですか？ 

 

ということで… 

子どもだけで夜遅くまで外出しない、水辺など危

険な場所では遊ばないなど、おや子で遊び方につい

て話し合いの時間をもつことが求められます。また、

引きこもりの子が外へ出るきっかけに…なんて言っ

てる人もいますが、結局、一人で遊ぶんだから、ど

うなんでしょう？いずれにしても、いろいろ事故の

多い夏休み。地域のおとなの一人としては、子ども

たちが遊んでいる様子を目の端にいれるようますま

す意識したいところです。 

 

それにしても走り回ってる子どもたちの持ち物

が、アミとカゴからスマホになるって、なんか笑え

ませんよね。（笑） 
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 大好評!?につき、第 2 弾を開催！発起人の寺内大

輔さん曰く「価値観が多様化している今、自分がい

くら好きな物でも、他人もそうとは限らない。『人

それぞれ』という事は大切だけど、それは人と人の

間に、ある種の距離をも作り出している。そこであ

えて誰にも気兼ねせず、全力で自分の好きな物をお

すすめする!!」というのがミーティングの趣旨。今

回は 6名が全力プレゼンっ!!した(笑) 

 2 度目となると、ミシン持ち込みの実演があった

り、番組の一部を実際に鑑賞したり、試食もできた

りとプレゼンの仕方もさまざま。熱心におすすめさ

れると、自分も試してみたくなる。 

◇寺内大輔さん「結婚生活のススメ」 

◇立間津多子さん「おひとり様お店開拓のススメ」 

◇山本さなえ「梅干しのおいしい食べ方」 

◇宇都宮茉由さん「『びじゅチューン』のススメ」 

◇三宅珠穂さん「ロックミシンのススメ」 

◇山本和子さん「次回おとな塾のススメ」 

質問も出て盛り上がった！たまには気兼ねせず

自分ペースで話をするのもいい♪興味を持った人

は第 3弾に参加してくださいね！(山本さなえ) 

月刊「母の友」7 月号に「意外と身近な憲法のは

なし」という特集があった。先の参院選で改憲勢力

が 3分の 2(参院で改正発議に必要な 162議席）を超えた。

これから憲法はどうなるのだろう？その前に、憲法

について、何が書かれているのか内容をちゃんとは

知らない。自民党草案も読んでない。というのは私

だけではないのでは？と思い話題にした。 

特集の中で弁護士の伊藤真さんがこう言ってい

る。「本来の憲法は権力者を縛るためのものです。憲

法は、国民が権力者に押しつけて守らせるものなん

です。為政者が憲法を変えたいと言い出すというこ

とは、自分への縛りを緩やかにしてほしい、もっと

好き勝手にやらせてくれということにつながるので

はないでしょうか。国が自由にやるということは、

反作用で、国民が不自由になる可能性がおおいにあ

ることを忘れないでください。」と。国が自由にやる

とどうなるのか、不自由とは具体的にどんなことか、

想像してみた、憲法がどうなったらいいのか考えて

いきたい。               (立間) 

参考文献・・母の友７（２０１６）福音館書店 

 

 

7月 14日 参加者 6名 

山本さなえ「梅干しのおいしい食べ方」 

 愛してやまない梅干しをどう食べる

か。梅干し＋うまみ調味料＋醤油をお

粥に onがおススメ。（減塩活動されている

方ごめんなさい。）今回は、広島県民じゃ

けん、お好みソース＋梅干しを胡瓜にか

ける試食を持参した。 

（概ね好評！試してみて！） 

三宅珠穂さん「ロックミシンのススメ」 

 ロックミシンを持ってる人はなかなかいない。でも一度使い始

めると、そのすぐれた仕事ぶりと、好きな素材で思ったデザイ

ンの服が作れる感動で、手放せなくなったのだとか。「脇やア

ームホールが薄くきれいに仕上がる」 「ニット素材が扱いやす

い」と生き生きと話す珠穂さん。実際に作った服を着用してい

た。「洋裁が苦手な人にこそすすめたい」だそうだ。 

ルール 

・プレゼンターは持ち時間の間に、自らが「おすすめしたい

もの」を全力で薦める。 

・「おすすめしたいもの」は何でも OK! 

・プレゼンテーション終了後に質問の時間を設ける。 

宇都宮茉由さん「びじゅチューンのススメ」 

 E テレで放送中の、世界の「びじゅつ」を歌と

アニメで紹介する番組。偶然「オフィーリア」の回

を見て、虜になる。井上涼が語る作品の豆知

識も面白く「美術品は見る人が好きなように

見ていいんだ」と実感、妄想を膨らませながら

美術品を見始めたそうだ。「ぜひ美術の授業

に取り入れて欲しい。」と絶賛!! 
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①行けませんでした！ 

③住民票が広島にあ

り、不在投票の手続

きをするのが遅くな

ってしまって、期日

までに書類が届かな

かったからです。 

(19歳/大学生) 

①期日前行きました。 

②とにかく、投票行く

ぞ！って気持ちで行

ったんですけど、実際

どの政党が良いとか

よくわからんけど、憲

法改正はいやだなと

思って、改正を推して

る党には入れんかっ

たです！ 

(23歳/大学院生) 

①行きました！ 

②自分たちにとってプ

ラスになる人を基準

で選びました！育児

とか医療について変

えてくれそうな人で

す！(19歳/大学生) 

①行ってないです！ 

③予定が詰まってて行

けなかったです！ 

(19歳/大学生) 

①行ってない。 

③住民票移してないか

ら！(19歳/大学生) 

①行ったよ！ 

②公約を読んで決めた

よー(19歳/大学生) 

①行きました！ 

②ポスターを見て第一

印象で決めました。 

(19歳/大学生) 

①行ってません。 

③病気していて動けま

せんでした。 

(19歳/大学生) 

①行かなかったです！ 

③旅行に行ってたから

です。期日前投票っ

ていうのを知らなか

ったのと、周りの友

だちが皆行かないっ

て言ってたのでその

流れに乗って行きま

せんでした。 

(19歳/専門学生) 

 参議院選挙が終わりました。皆さん、投票に行き

ましたか？初めて行った人は、投票所の雰囲気な

ど、どう感じたでしょうか？何度か経験したことの

ある私でも、実際に行くと、係りの人の視線を感じ

て手順を間違えないかとドキドキしました。 

広島地区の当選者は、もう皆さんご存知のとお

り。で・す・が、広島県の投票率は 49.58％。全国

の都道府県で、下から数えて 3番目でした。ちーん。 

 県内の 4か所を抽出し、10代の投票率を調べたと

ころ、42.22％でした。こちらも、全国の抽出調査

45.55％より低い数値です。ちーん。 

①行きました。 

②ポスターを見て決め

ました。書いてある言

葉が一番です。実行す

るかどうかは別とし

て、何をしたいのか見

て、共感できたら、そ

の人を選びます。政党

で選ぶことは僕はし

ません笑 

(23歳/会社員) 

①行きました。 

②聞いたことがある名

前の人に入れました。

(？歳/？？？) 

①投票行きましたか？ 

②行った人は、何を基準

にその人(政党)に入れ

ましたか？ 

③行かなかった人は、そ

の理由を教えてくださ

い。 

 このたびの選挙で、結局議席

を多くゲットしたのは自民公

明。速報や新聞見出しにデカデ

カと「改憲勢力 3分の 2」なん

て書かれましたが、「開票始ま

 先日開催されたフジロックでは SEALDs

奥田愛基さんや、ジャーナリストの津田大介

さんの出演で、ネットが炎上したなんてこと

もありました。若者の間では「政治の話題を

出すと空気がギスギスするから NG」という

雰囲気もあるとか。政治の話題も当たり前よ

ね～って空気を作ることができれば、みんな

投票行くってことよね！！(宇都宮) 

るまで誰も改憲なんてゆうてなかったやん！」と思

った人も多かった様子。 

 YYY まわりの若者にアンケートしてみましたが、

「期日前」を知らなかったという答えもあり、あれ

だけキャンペーンはってたのに、興味がないという

若者たちに、どう情報を届けるのか、アプローチ方

法をもっと考えないといけないと思いました。 
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 毎日SNSで流れてくる新スイーツの情報。どれもおいし
そう～食べたい～ってことで、今回は一品持ち寄りで、ス
イーツの会にしちゃいました！ みんな一緒に太ろうの会じ
ゃないからね！(笑) 
 博美屋さんの和菓子、わらび餅、セブンのスイカ杏仁、
フルーツポンチ、ローソンのロールケーキ、スタバのコーヒ
ージェリーフラペチーノ、タリーズのアイスラッシュ…どれ
もおいしかったぁ(*´ω｀*) 

ついでに、選挙のこともちらっと聞いたよ。 
あ：投票所に行って、一番上に書いてあった人に入れた。 
み：最低賃金を１０００円にって言ってる人に入れた。 
さ：自民党以外のところ、と思って入れたよー。 
ち：すっかりわすれとった！ あとでテレビで見て「選挙だ
ったんだ」って知った…(;’∀’) 

←ちぃはスイーツ苦手ってこと
で、激辛イカ姿フライ(笑)これが
意外といいアクセントになって、
甘い～辛い～のループにはまっ
た女子たちでした。 
↘差し入れでもらった、なつかし
スイーツ。色ごとに味は違うか！？
目をつむって食べ比べたよ(笑) 

なんと家でハリネズミとフク
ロモモンガを飼ってる片さ
ん！ 写メ、すっごいかわいく
て癒された～。 
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③お椀にいれてお湯をそそげば出
来上がり。お好みで、ゴマやゆか

り、きざんだネギを入れてもおい

しいよ！ 冷蔵庫で1か月くらいは

保存可能。早めに食べてね！ 

むずかしくないよ！ 

一緒にやってみよう！ 

今回は、親子でクッキング特集！どれもお手伝いできる、簡単、おいしいレシピですよ！(マッキー) 
夏休みが始まり、子どもが家にいる時間がいっぱ〜い!! お母さん、ガッカリしてる場合じゃないですよ！子

ども達、出番です(’▽’) 一緒にいろいろ作っちゃおう♪自由研究にしちゃえば、一石二鳥★（しるこ） 

【材料】 ※みそ玉５コ分 

・みそ          ５０g 

・粉かつおぶし   2.5g 

・きざみこぶ     2.5g 

・乾燥わかめ     2.5g 

①のりより大きなラップをしいて、

その上へ、のり、真ん中に塩

少々、ごはんの順に置く。 

②①の上に好きな具をのせてみよ
う！（こんもりのせても OK!） 

③②の上にさらにごはん、塩をパラ
パラ。 

④のりでつつむ。（図をみてね）。半
分にカットして完成☆ 

①材料をぜんぶボールに入れてま
ぜる。 

②５個にわけ、ラップに包んでまる
くする。 
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①耐熱容器にはちみつを入れて、
レンジで 2分加熱。 

②ぶくぶくっと沸騰したら取り出し
て、きな粉を入れ、まぜる。 

③長い棒状に伸ばして、好きな長
さに切る。ビー玉より少し小さい

くらいに丸める。 

④タッパーかビニール袋に保存用

のきな粉を入れ、そこに丸めた

飴を入れて、冷蔵庫で保存。 

※ひやっとして嬉しい！おいしい！ 

【材料】  

・きな粉          ８０g 

・はちみつ        １００g 

・きな粉(保存用)   １０～２０g 

①スイカは皮と種を取り除き一口
大にカットする。 

②密封できる冷凍用保存袋に入

れて袋の上から果肉をつぶす。

(少し食感が残るように！) 

③砂糖と水を耐熱ボウルに入れて
レンジ６００W で４０～５０秒加熱。

溶かす。 

 

④②の袋に③を入れ、全体がまざ
るように、袋の上からもみまぜ

る。 

⑤できるだけ薄く平たくした状態

でバットに乗せ、冷凍庫で冷や

し固める。 

⑥固まったら袋の上からほぐす。

（コチコチの場合は常温で５～１０

分おいてからほぐす） 

 

丸い形、四角、きなこ棒、☆型、ハート型にしても楽しいよ！ 

【材料】 ※３～４人前 

・スイカ(種と皮を除く)   ５００g 

      ※およそ 4分の１玉 

・砂糖        大さじ２ 

・水   大さじ４ 

★てんこさん★ 

子育てサークル「くれ

パステル」のブログで

レシピをたくさん載せ

ている。初登場！ 

レモン汁を入れてもおいしいよ！ 

できたかなぁ？？ 
夏休み中に、おや子で作っ
てみたレポを募集します！ 詳
しくは、募集用紙みてね～！ 



- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 先月のむすび座の人形劇ピノキオ、「とても、よかったよ。」という声をたくさん頂きました!! そこで、

大いに盛り上がって、この興奮が冷めやらぬ間にと、9/17（土）に人形劇「ふくろぼうや月夜のぼうけん」

上演決定!! 今回は、ふくろうぼうやのおすすめポイントをご紹介します。(しるこ) 

 

ふくろうのぼうやは、おかあさんにないしょで夜の

森にぼうけんにでかけていきます。そこに待ち受けて

いるのは…。 

９月と言えばお月見!! 夜空を見上げて綺麗なお月

様を観てください。舞台にも、月がのぼります。おみご

と！って感じの、技ですよ。 

声は七色!! 手は１０本!! と言われるぐらい日本一の人形遣い。こりゃあ、

この目で観るっきゃないでしょ。 

今回のチケットは、チョッ

と違う!! 三日月やら満月やら

くるくるまわる!! 

ただいま楽しく手作り中！

｢それ！私もやりた～い！｣

と、ご協力いただける方を募

集中。詳しくは、事務所まで

お問い合わせください。 

チケット 8月下旬発行！ 

ともだちさそって GO! 

 

 

 

同時上演は「ぷぷいのぷい」。  

登場するのは赤ちゃん。「～※□○△※～」何をしゃべ

っているの？!! 何でも「～※□○△※～ぷぷいのぷ

い」「～※□○△※～ぷぷいのぷい」・・・・ 

おもしろいよ～～～！ 

もちろん大人も(1･2 階指定席まだあり)。舞台を

観て NEWS を知ろう！自分の町を、国を、世界を

考えよう！ニュースは日々新しくなり、コントのネ

タも新鮮！さて当日の舞台に上がるNEWSは？？

お見逃しなく。毎日、新聞読んで準備ね！(福田) 

今年から 18 歳選挙権がスタート。選挙のときも

TNP 通の高校生なら政治家に明るい！関心度「高

い！」というわけ。で今回は、特にそんな適齢期の

高校生に TNP の舞台を絶対観てほしい！政治に関

心をもって！笑って時事問題に強くなろう！  

高校生特別価格 1000 円（３F のみ）でお誘い中です。 

 都知事選？米大統領？憲法改正？なんといっても

ポケモン GO！？新聞を見ながら今年はどの話題が

ネタになるのか気になります。だからニュースが面

白くなる！ホント絶対！高校生・若者必見の舞台

よ！笑って学ぶ政治経済！授業よりおもしろい！ 

 ここで、ちょっと裏話。TＮP メンバーのネタ作り

は、メンバー９名が違う新聞を読み、それぞれが興

味のあるニュースを持ち寄って、話し合いで決める

とのこと。（9/30 は誰のが採用されるの？）ニュー

スは日々更新されるので、一度台本を作っても修正

が必要になったり、使えなくなったりするそうです。

ニュースも舞台も鮮度が命！ 

だから「前にもう見たし！」なんて 

言ってるあなた、「鮮度落ちてますよ！」 
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ス鍋隊でもおなじみ、上田実穂です。このた

び、広島こども夢財団主催のファシリテーション基

礎講座を受講してきましたので、報告します。 

参加者 30 人で「ファシリテーションとは」「話し

合い進め方のコツ」などの講義、場づくりやファシ

リテーター体験をするなどの 2 日間講座でした。 

 

ぜそれに興味を持ったか？それは YYY のイ

ベント、忍者修行の事前ワークショップで北さんこ

と北島尚志さん(アフタフバーバン)に出会ったから。

「相手が発したことを一度受け止める」という言葉

に衝撃を受けました。その後、〝北さんはファシリ

テーターだ″っていうのを聞き、ファシリテーター

ってなんだ？？と思い、本を読んだりネットを見た

りしたけど、「？？」って感じでした。ある日普段

あまり見ることない YYY 事務所の掲示コーナーを

眺めていたら、今回の講座のチラシが貼ってあり

「キターーー！！」運命の出会いでした。 

 

りだくさんの講義で、印象に残ったことは

色々。例えば、話し合いの場で、主語は「参加者」

とし、ファシリテーターは「進行役」ということ。

これまでのバス鍋隊での話し合いを思い返してみ

ると主語があいまい、もしかしたら自分(私)を主語

にしてたかも(;´･ω･) まずかったなぁ、子ども達

に申し訳なかったなぁ、と気が付きました。 

 

づくり体験では、椅子を扇型に配置し、講師

のように実際に前に立ってみると、座っている皆の

目線が体に刺さるようで背筋がゾクゾクし鳥肌が

立ちました。参加者に集中してほしいときに使った

らよいそう。 

ァシリテーター体験もしました。6 人チーム

に分かれて、話し合いを進めるのに、進め方のコツ 

① 進め方の案内をする 

② アイスブレイク 

③ 傾聴する問いかける 

④ グループサイズを変えてみる 

⑤ 時間管理 

⑥ 何をしてもらいたいかの説明 

⑦ 書いて見える化する 

⑧ 振り返り・わかちあい 

を講義で習ったにも関わらず、全く頭に入っていな

く「どうしよう」とアワアワしていたら、メンバー

が「こういう風にやるって習ったよねぇ、次はこれ

をやろうや」「あと○分の内に決めてしまおうや」

と私がファシリテーターするのを容易にしてくれ、

皆もファシリテーターになっていました。 

やってみて身に染みて感じたのが、進行役である

ファシリテーターが話し合いの事前準備をやって

ないと話し合いが進まない、話し合いにならないと

いうこと。これまでのバス鍋隊での話し合いを思い

出してみる・・・進め方のコツが出来てなかったこ

とだらけだわ(;´･ω･)みんなゴメン・・・次のバス

鍋隊での話し合いで習ったことを活用したくなり

ました。バス鍋隊のみんな、次の話し合いは、今ま

での上田とはちょっと違うよ！！ 

 

はまだ 1 度学んだだけですが、講座を終え、

まず恰好からと思い、水性マジックのプロッキー１

本と白い紙を持って歩くことにしました。話し合い

みたいな場になったらさりげなく出して学んだこ

とを試してみたいです。世の中の人が皆ファシリテ

ーションを学んでみたら、人間関係などもっと丸く

いくんじゃないかなぁ、と感じました。次回講座が

あればまた受講したいと思ってますが、そこのあな

たも一緒にどうですか？ぜひ、広めたいんです。 
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後藤遼太郎です。先月に続き、今度は徳島県の魅

力についてご紹介したいと思います。  

 皆さんは徳島県と聞くと何を思い浮かべます

か？「渦潮」「祖谷のかずら橋」「鳴門金時」「わか

め」「すだち」……。意外といろんなものがあるん

ですが(笑)やっぱり阿波踊りでしょう！阿波踊り

は、ちょうどお盆の時期に行われる、日本で一番有

名な（と言っても過言ではない）お祭りです。近所では

阿波踊りへ向けて太鼓や笛の音が聞こえてきます。

大学でも、6 月中頃から阿波踊りの練習をしている

人たちを見かけます。徳島のローカルテレビではな

んと 4月から阿波踊りの特集をやっていました。徳

島県民の阿波踊りにかける情熱はすごいです！！ 

 

もうひとつ、毎月最終日曜日に開かれる「とくし

まマルシェ」。これまた日本で一番有名な（と言って

も過言ではない）朝市です。徳島県の食材を一箇所に

受験以来の辛い辛い就活が終わりました。来春か

らは絵本の出版社で働くことになります！不安も

ありますが、希望通りの業界に勤められることに期

待でいっぱいです(＾ω＾) 

さて、先日からニュースを賑わせている「天皇の

生前退位」について、文学部のみんなの一風変わっ

た視点をご紹介しようと思います！ 

まず、簡単に生前退位について。日本では明治以

降、天皇が存命中に位を後継者に譲るということは

許されていませんでした。そのため、今回の生前退

位を実行するためには「皇室典範」という法律を変

える必要があります。海外では生前退位の前例もあ

りますが、近代日本では例のないことで、世の中は

ざわついているという訳です。国会では憲法改正よ

り皇室典範改正を優先させるべしとされることな

どからも分かるよう、国民にもとても影響のあるこ

となのですよ！ 

ここで、元号の問

題が出てくるので

す。言語学を学ぶ友

だちの迷案なのです

が、元号をアルファ

ベットで略していく

と、ここまでM（明

治）T（大正）S（昭

和）H（平成）とな

りますよね？これら

に被らないような元

号を考えていくと、

ギュッと集めた朝市で、県外からもお客さんが来ら

れます。ちょっとお値段高いけど新鮮でおいしい野

菜がたくさんらしいので、いつか買って食べれたら

いいな～と妄想しながらよく歩き回っていま

す！！すっかり好きになり、毎月楽しみにしていま

す。 

 実際に徳島県で暮らすまでは、何の特徴もない田

舎だろうと思っていましたが、ここでは書き切れな

いほど徳島県の魅力に気づくことができています。

人も温かいです。車の運転も穏やかです。ぜひ一度、

徳島県に遊びに来てみてください！ 

【とくしまマルシェ】 

「行くだけで元気もらえる！」生鮮品・加工品の販

売のほか、徳島ラーメンも食べられるフードゾーン、

キッズゾーン、音楽ライブ・パフォーマンスなどのイベ

ントゾーンも充実。川沿いでロケーションも GOOD！ 

WEB：http://tokushima-marche.jp/ 

300年後あたりにはP音から始まる元号の時代がや

ってくるのではないか...と。正直、くだらないし現

実味ないですよね（笑）でも想像すると面白い。言

葉から色々な観点や発想が生まれるのです。 

もう一つ。生前退位って、日本史の何かに似てい

ませんか？そう、「院政」です。このように現代と

大昔の歴史は繋がっていると考えられるのです。 

文学部とは、一つの物事を多様的に見ることので

きる学部です。これらの話を「面白い」と思えた人

は、文学部の素質がありますよ(＾ω＾)(丸屋杏子) 
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いろんな子どもがいます。一生懸命話してくる

子。悩んで、困って、小さな声で話してくる子。い

たずらっぽくふざけてかけてくる子。無言のまま切

れてしまう電話も多くあります。切らないけど無言

のまま話を切り出せない子もいます。「また話せる

ようになったらいつでも電話してね」と言って終わ

りますが、こんな時はせつないです。 

学校の話、親のこと、友達との関係のこと、恋愛

や性の話など、どんな電話もそれは子どもたちの本

音であり、真剣な話です。だから私も真剣に聴きま

す。たくさん聴いて、共感し、一緒に悩み考えます。

電話で全てが分かるわけでもないので、心掛けてい

るのは「受け手は伴走者」ということです。なにが

問題なのか、話を聴きながら一緒に整理していった

り、どうしたらいいのか一緒に考えたりします。あ

くまでも主役はかけてきた子どもです。 

昨年、数か月にわたる研修を受け、今年の 2月

にようやく、チャイルドライン電話受け手ボランテ

ィアとして活動を開始しました。 

現在、月に最低 4時間の当番を頂き、子ども達か

らの電話を受けています。たくさんかかってくるこ

とに最初は驚きました。 

空＠空☆ガ。の 

見学がてら、初ネカフェ。呉にもある

のね。個室は色んなタイプがあり、マッ

サージチェアやマットのある部屋も。カ

ラオケルームでは歌いながらマンガが読める!?祝日

昼間だったので、意外と盛況で、家族づれもいまし

た(◎_◎) 3時間パックで 1100円。5時間以上利用

すると、上の階にある銭湯の入浴券がもらえるらし

く、ご飯代込で一日 2000 円と考えて…国民年金で

ギリ住めるかも？女性用トイレは大きな洗面台で、

化粧水やメーク落としが備えてありました(笑)  

これからも、研修で知識を磨くことはもちろ

ん、他の受け手の方のいいところを見習ったり、あ

るいは現場で受け手をサポートする支え手と話し

合いながら活動していきます。もっと子どもたちの

心の居場所になれるように、たくさんの声を受け止

めていきたいと思います。 

最後に、実は昨年 9月、このやんちき通信に研修

中の奮闘ぶりを掲載していただきました。その際、

私の記事を読まれたある年配の方（たぶん女性？）が、

YYY事務局に「頑張ってください」との内容のファ

クスをくださいました。事務局からそのファックス

を受け取った時、本当にうれしく、パワーをもらい

ました。まだ活動もしてないのに感謝の気持ちでい

っぱいになりました。 

 (人生まだまだ修行中の S.Oくん) 

 お手紙をくださった方へ。 

私は未来ある子どもたちのた

めに微力ながら、いや、楽しみな

がら頑張っていきます。貴女様も

どうかいつまでもお元気で、子ど

も達や私たちを見守っていてく

ださい。本当にありがとうござい

ました。(S.O) 
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江田島では 2回目となる星空映画会。YYYの総会

で「去年の 3倍の集客を目指します！」と豪語した

事もあり、本当に達成出来るのかドキドキ…。結果

的に、ほぼ 3倍近い人数で映画を楽しむことができ、

ほっと一安心しています。  

さて、去年との違いはというと、映画の前に夏祭

りを開催したこと。公募で実行委員を募り、イベン

トを企画運営。切串小学校、江田島小学校、江田島

中学校の子どもたちも参加し、子ども委員を中心に

話し合いを繰り返しながら、準備を進めました。 

終わって感じた事は、本当に「ご縁」に助けられ、

支えて頂いた映画会でした。中心となって頑張った

星空映画会実行委員会、江田島市子供会連合会（共

催）や江田島市教育委員会（後援）をはじめ、おか

げんさん実行委員会、県立広島大学の同好会「江田

島市応援プロジェクト YELL」など、皆さんのお陰

で、たくさんの笑顔に出会う事が出来ました。 

海風に当たりながら、夜の学校で観る大迫力の映

画。江田島の夏の風物詩として、来年も再来年も続

けて行きたいです。暑い中、皆さん本当にありがと

うございました！言葉にならない程、感謝でいっぱ

いです。(府川渚) 

子どもたちが考えた

かき氷やくじ引きの

お店、野菜の販売やパ

ンも好評。イチオシの

「かたたたき」は、お

茶とお菓子のサービ

スも！子ども委員は

忙しそうに楽しそう

に動きまわっていま

した！(宇都宮) 

 はじめて「する側」ができて楽しかった(前濵寛太) 

 みんなで協力できてよかった(府川優里) 


