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今年も残すところあとわずか、寒さが厳しくなっ
てきた今日この頃ですが、みなさんいかがお過ごし
ですか？YYY では、1 月にある 15 周年記念事業、
東儀秀樹×古澤 巌×ｃｏｂａ全国ツアー「TFC55
LEVEL Ⅳ」にむけて、準備を進めているところで
す。もう少しお席があるようです。せっかくの機会
です、周りの人にもお知らせ下さいね。
というわけで、今年 2017 年が暮れていきます。
まあ、今年も 1 年が早かった。事業が多かった秋か
らは、マッハのスピードでした。
（めっちゃ速いこと
をマッハって言うのは昭和の人だけじゃろ！って言
われるんだけど、そうですか？（笑）
）
9 月、
「Kids パラダイス」と称し、久々にダンボ
ール遊びやマジックショーを企画実施。10 月、初め
て中通 2 丁目で「忍者まちを走る」をすることに。
11 月からは「TFC55」のチケット発売に向け、公民
館、商店、会社を回ってポスターの掲示やチラシの
配布をお願いして歩いたり、恒例のいも煮会で秋を
満喫したりと。めっちゃ楽しかった(*^^)v
それらの事業を通して、今年もたくさんの子ども
たちや保護者の方々、応援してくれる地域のみなさ
ん…と素敵な出会いがありました。中でも、Kids パ
ラダイスでは、中高生時代にキャンプに参加してい
た人たちが、企業の立場でダンボールを集めて提供
してくれたり、準備に来れる人が少ない中、声かけ
したら快く手伝ってくれたり…と。嬉しい再会もあ
りました。
来年はどんな年になるのでしょう？先日、
「広島県
子供の生活に関する実態調査（子供と保護者向け）

結果速報（暫定値）
」が公表されました。小 5 の 25％、
中 2 の 27％あまりが生活困窮層なのだとか。生活困
難層の子どもは，非生活困難層の子どもに比べ、学
校の授業が分からないと感じる割合が高く、自分自
身の成績評価も低いそう。学校でのつまづきは全体
的に小学校低学年の段階から発生しており、生活困
難層の場合は特にその時期が早く、1 割以上が小学
校 1 年生で分からなくなったと回答。 また、生活困
難層の保護者は、非生活困難層の保護者に比べ、子
どもの学びに関する関わり度合が低いとの結果も。
今から、いろんな対応策が出されるのでしょうが、
お上に任せにするんじゃなくて、出来ることは自分
たちでも取り組んでいきたいと思います。いずれに
しても、子どもたちには Happy になってもらいた
い、心からそう願っています。
呉市的にはどうでしょう？市長さんも代わった
し、何か変わりますかね？12 月議会で新原市長は、
WAKU×WAKU、活き活きなる語を連発しておられ
ました。YYY と謳ってることが似てるので、ちょっ
ぴり可笑しかったです。お言葉通り、女性や若者が
チャレンジしやすいムードが広がっていけばいいな
あ！って思います。YYY は来年もこれまで同様、子
どもたちと一緒にさまざまな事業に取り組んでいき
ます。なので、来年もよろしく(*^^)v です。それで
は皆様、よいお年を！

そろそろ準備しておきたい
確定申告マメ知識
講師：松本美幸(松本美幸税理士事務所)

【日時】1 月 日(木)13:00～14:30
【会場】生涯学習センター
【参加費】500 円（おやつ付き♪）

【 日 時 】1 月 16 日(火)19:30～21:00
【 開 場 】調整中
【参加費】1200 円(お茶菓子付き)

※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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この日はなんだか異様な光景から始まった。おと
な達が小さな金属片を口に当ててびろろ～～んと
音を出している。真剣な姿がちょっと笑える。コツ
を掴めば誰でもすぐに音が出せる口琴。今回は、こ
の魅力を寺内大輔さんに伝えていただいた。
「まずは 1 曲」という事で口琴を弾き始めた寺内
さん。びろろ～んとちょっとコミカル、でも何だか
なつかしい音がする。
「こんな音か」と思った矢先、
瞬間的に息を吹く詰まった音、言葉をしゃべりなが
らの音等、多彩な音色のバリエーションとリズムの
変化ですんばらしい音楽になっていくっ!! いつも
気さくな寺内兄さんだが、実は即興演奏家!! プロが
弾くとこんなにちゃんとした曲が演奏できるん
だ！と、ますます興味がわいてくる。
実は、世界全土に広がっている身近な楽器。特に
ユーラシア大陸、東南アジアで普及しており、金属
製や竹製のものがある。「寺内コレクション自慢」
のコーナーでは、2 枚羽、4 枚羽の物、指サイズか
ら手のひらサイズ、可愛い靴のケースに入っている
物など、その種類の多さにびっくり!! 中には真鍮で
作ったという自作の口琴もあった。
口琴は、愛を語るためにも使われていたそうで、
パプアニューギニアでは「口琴の上手な男性はモテ
る！」と言われる位重要なアイテムだったらしい。
日本では、埼玉県の氷川神社から平安時代の口琴
が出土されており、世界最古の金属製の口琴らし
い。江戸時代には「びやぽん」などと呼ばれて大流
行。言うに言われぬ幕府への不満を口琴にかけて言
っていたとか。お互いの言いたいことが理解できる

の？と不思議だが、共通の不満を抱える者同士なら
気持ちが通じたのかも？
驚くべき秘策の紹介もあった。その名も「くちづ
け口琴」。2 人でひとつの口琴を同時に演奏するも
の。え～ばかばかしいっ！と一瞬思うが、演奏した
ご本人曰く、
「相手の演奏した音が自分の口の中で共
鳴して、何とも楽しい！」との事。見た目にもイン
パクトのあるこの奏法は、国際口琴協会でも話題と
なり、収録された動画がパリで開催された国際的な
音楽の映画祭にも入選。国内では雑誌『CD&DL で
ーた』の特集記事「音楽バカデミ―賞」で主演女優
賞を獲得！（今回のおとな塾には主演女優の三宅珠穂さん
も来てくださっていました）世界に旋風を巻き起こした
この奏法を編み出したのはなんとっ、寺内さんご本
人!! やはり只者ではなかった…。ぜひ YouTube でチ
ェックしてみて。
《くちづけ口琴》
https://www.youtube.com/watch?v=KQlCoU6JMVg&t=

せっかく出会ったこの口琴、セッション仲間を増
やして来年はぜひ流行らせたい。持ち運びも音を出
すのも簡単、かっこよく演奏できちゃうスグレモノ。
さあ、みんなで一緒に「口琴やろうぜっ!!」（笑）
（山本さなえ）

12 月 7 日 参加者 4 名

今まで、新庁舎には行っても議場にはまだ入った
ことが無かった。そこで新市長の初議会を傍聴に。
議場は以前と比べフラットで、距離感も狭まった。
親子室があり、幼児を連れていても傍聴できる。
私が行った７日は市長への期待や厳しい質問、励
ましなどが目立ち、さすがに選挙直後。質問の中で
は、「呉市子育て世代包括支援センター えがお」
の話が印象深かった。と言うのは、つい最近同僚か
ら聞いた「ネウボラ」という言葉が使われていたか
らだ。なんでも妊娠、出産、育児と切れ目のない支
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援をしていくことらしい。
「えがお」は、
「呉版ネウ
ボラ」なのだとか。年々減る呉市の出生数も心配だ
し、以前テレビドラマでみた「産後うつ」はまさに
現実問題なのだと話を聞きつつ思った。私が子育て
中に何とか自分を保てたのは家族や周りの励まし
や助けがあったからだと思う。それを市としても取
り組もうということだろう。
午後からは、参加者一同でタブレットを囲み市の
ホームページからリアルタイムで傍聴。市長の口か
ら何度も出る「市民の声を聴いて」という言葉に、
期待が膨らむ。
（立間）

暖 冬で雪 が全 然ない ！あ り過ぎ てス キー場 変
更！など様々なアクシデントを乗り越え 15 年！こ
れまでに約 1400 人が参加。最年少は 1 才で最年長
は 72 才のおばあちゃん。幅広い年令のみんなが楽
しんできた。
魅力はなんと言っても呉では絶対ありえない圧
倒的な雪の量！道路脇に 3m 程もある雪の壁を初め
て見たときは、ほんと、感動です。ふかふかの新雪
でたっぷりとくりゃ、こりゃダイビングするっきゃ
ない。そこにたくさんの雪があるだけで…めちゃめ
ちゃワクワクします。
現地ではほぼほぼ自由だけど、みんなで遊ぶ企画
も行う。恒例の雪中宝探しの他、雪合戦やバス対抗
長～い辰つくりやでっかい雪だるまも作った。みん
なで行くと楽しさが倍増。他の人がやっていること
を見て真似したくなり、やってるうちに遊びが広が
る。タッパーで雪のブロックをつくりレンガのよう
に積み重ねたり、ソリのジャンプ台をつくったり
…。ピカチューやスポーツカーなどの雪像を作った
人も。遊びの天才たちは遊びまくる。もちろんスキ

ーやスノボ、教室に入るのもあり。YYY の雪あそび
からスキーにはまり、上達した子も続々！
初めての体験は不安もあるので、事前に顔合わせ
を兼ねて持ち物や服装の説明会をしてきた。その際
リユースでスキーウエアや長靴も提供。レンタルや
リフト券も事前に手配で当日は時間のロスがない。
行き帰りの運転を気にすることなく安心＆ラクチ
ン。帰りにビールを飲んでるお父さんがいるのもバ
スならでは。
ここ数年はバスレクを小学生が担当。図書館で調
べたりして準備万端。大人が舌を巻くほどの MC ぶ
り。これをきっかけにバスガイドになりたいとかラ
ジオのパーソナリティになりたいとか言っていた
子も。出番があれば能力を発揮する。大人も実行委
員長をしたり、スタッフをしたりしてたくさんの人
が関わってきた。参加する人が企画者にもなれる。
楽しみながらパワーアップできる活動で、まさに一
石二鳥ならぬ一雪二兆！リピーターも多く、毎年こ
れを待っている、という声も多く聞く。これから先
も続けなくっちゃ。
(子ども活動部長 久保)
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たのしかった。またいくよ。
かずま 6 歳(2009 年)

今から 10 年前、
龍(長男)が年長、和馬
(次男)が年少の頃、
「雪あそびをさせ
たい！呉から行け
ないかな～」と、探
していて見つけた
のが YYY の雪あそ
び。私だけで子ども
2 人を連れて行くこ
とに不安がありま

したが、バスの中もクイズ大会などあり、子どもた
ちも飽きることなく到着！ソリ、雪だるま・かまく
ら作り、参加者みんなで雪の中の宝探し♪思う存分
雪を楽しみ、帰りのバスは爆睡！それからは、年に
1 度の雪あそびに小学校を卒業するまで、ほぼ毎年
参加しました。同じスキー場なのでどこに何がある
かもわかるし、高学年になると親は付き添いだけで
子どもだけで遊ぶようになりました。とてもいい体
験をさせることができてよかった！と自己満足し
ています！
(松本美幸)

年末だよ！ということで、持ち寄り忘年会しました(*’▽’)
それぞれ持ち寄ると食べ物のバラエティがすご～い♪す
ぐお腹いっぱいに…(;’∀’)書初めから始まった 2017 年、
女子のみなさん 1 年お疲れさまでした～。
食べ終わったら、せっかくなので呉のイルミネーションを
撮影しに外へ。この日はめっっっちゃ寒かった…( ;∀;) で
も寒さに負けず、表紙を飾る写真をパシャパシャ★写真
撮りながら気づいたけど、近くで見ると、バラけてる感じ
があって、インスタ映えしにくい…(^-^; 街路樹もライトア
ップされてるけど、もうちょっと明るく！ 動くオブジェもあ
ったけど、ギィギィ音を立てながら首を振るトナカイ…怖
い…(；ﾟДﾟ) と笑いながら撮影しました。それっぽく撮れ
たかな？でも意外と親子連れとか、眺めていく人がそこ
そこいましたよ～。話のネタに、1 回見てみるといいか
も？？呉氏くんもあったよ！
次回 1 月調整中
女子なら誰でも参加 OK。気軽に来てね！
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2003 年度
『シェイクスピアを盗め』
『マンナ・カッテドコ』
『かんずめぼうやのコンラッド』
『モモと時間どろぼう』
2004 年度
『MIHO のふしぎ劇場』
『キナコちゃんとダンス！』
『ザ・ニュースペーパー』
2005 年度
『パラサイトパラダイス』
『ザ・ニュースペーパー』
2006 年度
『ストリングラフィ』
『西遊記』
『新春落語会』
2007 年度
『西遊記』
『キナコちゃんとダンス！』
『ザ・ニュースペーパー』
『新春落語会』
2008 年度
『お父さんはウルトラマン』
『あなたがうまれるまで』
『ザ・ニュースペーパー』
『新春落語会』
2009 年度
『潜水海賊キャプテングック』
『サクラがいく！！』
『ザ・ニュースペーパー』
『新春落語会』
2010 年度
『アンディ先生のストリートマジック』
『おまえうまそうだな』
『猫夜噺』
『ザ・ニュースペーパー』
『新春落語会』
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2011 年度
『パイレーツオブ花山田小学校』
『ぼくピンチなんです！』
『ザ・ニュースペーパー』
2012 年度
『ピノキオ』
『神保彰ワンマンオーケストラ』
『みててもいい？』
2013 年度
『キナコちゃんとダンス』
『ザ・ニュースペーパー』
『いきもの生き方図鑑』
2014 年度
『ザ・ニュースペーパー』
『ぼくらはみんな生きている』
『はっくしょんしてよかばくん』
2015 年度
『野村萬斎が誘う狂言の世界』
『ダイアルアゴースト』
『カメジローおつかいにいく』
2016 年度
『ザ・ニュースペーパー』
『ピノキオ』
『野村萬斎が誘う狂言の世界』
『ふくろうぼうや月夜のぼうけん』
『トロルなジンタ』
2017 年度
『アンディ先生のマジック教室』
『TFC５５』
『トロルなジンタ』
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舞台芸術鑑賞事業は YYY の活動の柱です。15 年
の間、人形劇・マジック・舞台劇・狂言・コンサー
トと多様なジャンルに取り組んできました。客席
も、ひざをつきあわせて観る舞台から 1000 人規模
のホールまでと様々。
それぞれの舞台に苦労や思い出はありますが、中
でも印象深かったのは 2011 年の『パイレーツオブ
花山田小学校』。この舞台を楽しむための盛り上げ
企画を色々考えました。
第 1 弾は、脚本・演出の佃公彦さんにお越しいた
だき、舞台や演出の話もさることながら、本人の生
き方の話が面白かったです。(後でわかったけれど、結

を役者さんに…会場の拍手、盛り上がりにホッ！し
かし、最初にプレゼントが当たったのは年配の女
性。今度は子どもに当たりますように、と祈ったら
…子どもが次々とお宝をゲット！よかった！(大人が
はずれたことをくやしがっている姿がおもしろかった) 役
者さんはさすがプロ、120％楽しませてくれました。
そうしてキャンプからはじまった宝探しは完結し
たのでした。上がったり下がったり、冷や汗もいっ
ぱいかいた私ですが、会場から出てくるみんなの笑
顔に、満足してもらえた！と実感。忘れられない舞
台となりました。

鑑賞事業は、まずはその場にいることが楽しい。
第 2 弾は、子ども活動部とタッグを組んで、
『パ でも、作品のおもしろさや魅力について話す場をつ
イレーツ Day キャンプ』と銘打ち、大宝探しを決行。 くったり、子ども活動部と面白い企画を考えたり。
参加者を海賊→宝探し→舞台『パイレーツオブ花山 また当日会場に居合わせた子どもも、おとなも一緒
田小学校』に巻き込んで行く計画でした。デイキャ に笑いドキドキ感動できる。一つの舞台から広がっ
ンプの最後には、もうノリでやるっきゃないと、N て行き、いろいろ体験できる魅力的な活動でもあり
さんと給食のおばさんに扮し「まだ、お宝は呉市民 ます。
会館に眠っている！」と大予告。
ついチケットの売れ行きに目がいってしまうけ
さて、「舞台当日どうする？ホールで宝探し？」 れど、舞台を 120％楽しむために、様々な角度から
悩んだ末に『逆カーテンコール』を思いつきました。 宝を掘り起こし、これからも、こころゆさぶる YYY
いつもは終演後、客席から役者さんへプレゼントで の鑑賞事業に、丁寧に面白く取り組んでいきたいと
すが、反対に役者さんから会場の皆さんに宝を渡し 思います。
(鑑賞部長 福田聖子)
てもらうというもの。「会場でお客さんに名前を書
いて箱に入れてもらい、その中から役者の人に引い
てもらう…」というめんどくさい計画でしたが、劇
団からは快く「OK！」の返事。迎えた当日は「ほ
んとうに上手いくかしら？」と、朝からドキドキ！
不安がグルグル。いざ開演すると舞台に釘付け。終
演後、給食のおばさん姿の私と N さんは、無事宝箱
構有名な人だったわ！)
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★キナコちゃんとダンス★
何回見ても、キナコちゃんがその場で生きてるよ
うに感じていました。好きな食べ物はじっくり味わ
う、寝る前の絵本、キラキラしたアクセサリーをつ
けて、おもちゃを白馬やカボチャの馬車に見立てて
お姫様になったり…それ分かるわー！ってポイン
トを押さえられてたな～(笑) キナコちゃんとお父
さんのやりとりがほんま好きでした！！
★あなたがうまれるまで★
もうこれは今の夢につながってい
るといっても過言ではないかも！？
まわりの友達が妊娠・出産をするようになって、ま
すますよく思い出される作品！お母さんのおなか
のなかで赤ちゃんはどんな風にすごしてるのか。自
分はなにしてたのか。宇宙へワープ！みたいに道を
通って生まれる場面でのわくわくどきどき感はい
までも忘れられません！実際に助産師をめざして
お産につかせてもらう実習でも、赤ちゃんがぼこぼ
こ動いてるのを見ると、へそのをなわとび中？ダン
ス中？なんて考えたり、いよいよご対面！ってとき
にはワープ中の赤ちゃんを想像してエールを送っ
たり(^o^)♪誰にも答えがわからない赤ちゃんの世
界観が大好きでした♡

★キリクと魔女★
夏といえば星空映画は外せんです。自分の小学校
が大映画館になるのがカッコよくて、夜に出かけて
面白いことできるだけでもワクワクでした。その中
でキリクは、セリフも少なくてちょっとこわい雰囲
気があるけど、なぜか音楽が忘れられなくて…。ヒ
ット作品連発の神木隆之介の声が好きじゃけんっ
てのもあるかも (笑)
劇・映画は見て聞いて感じておもしろい！が中心
だったけど、だんだんその作品にはどんなメッセー
ジが込められとるとか考えるようになってきたの
で、昔見た作品も、今見たらまた違う感じ方するだ
ろうな～って思います(^^) 振り返ると、いろんな作
品、役者さん、準備運営に関われて、めぐまれとっ
たな。
(春から助産師 わっこ)
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わたしたち“人形劇サークル トロル”は YYY の
サークルです。呉市周辺の幼稚園・保育所・子育て
サークル等で、人形劇を中心としたプログラムで公
演しています。子どもと楽しめる手作りの人形劇
「わたしらにもできるんじゃない？」と 18 年前に
結成しました。そのときそのときの子連れママが集
まり、人形劇・えほん・手あそびに挑戦！練習の合
間には子どもの話などで盛り上がり、公演先では観
客の子どもたちの笑顔や歓声にパワーをもらって
います。これまで関わったメンバーは 20 名以上。
現在は主に 6 名で活動しています。
昨年度末には、大分より「音スキンシップ®JINTA
ッタ」のユッキーことオーノユキヨさんを迎え コ
ラボ企画 トロルなジンタを開催！初の自主公演と
なりました。来てくれた人いるかな～～？？今年度
は、YYY の幼児向け作品としてトロルなジンタ
Op.2 を 2 月に公演します！人形劇は『3 びきのやぎ

のがらがらどん』 サークルの名前にもなったトロ
ルが出てくるお話です。思い入れのある作品を新し
いメンバーで上演します。その他『ソックちゃんの
ダンス』を会場のみんなと一緒にやりたいと思って
います♪音楽はもちろんユッキーの生演奏！人形
劇×音楽でのおや子でスキンシップ。くわしくはチ
ラシを見てね！
トロルはまだまだ新米ですが、
まずは童心にかえって演じない
と、楽しんでもらえないなぁ。。。
と感じています。（ともこ）

わが子達が、トロルの「大好きなお肉ち
ゃ～ん！」が面白いよね～♪と言った
り、劇中の歌を口ずさんだりしているの
を聞くと、ちゃんと観てるんだ！ってう
れしくなります。同じ演目でも、行く
先々で子ども達の盛り上がりが違うの
が、密かな楽しみ。3 年目になりますが
人前に立つのは未だに慣れず…まだ
新人気分ですが、楽しみながらやって
いきたいです。（よこちゃん）
音楽と一緒で幼児期とい
う大切な時期の子ども達に
元気を与えられる人形劇を
やってみたいなと思い参加
しました。絵本の読み語りや
手遊びも、少しでも心に残っ
たらいいなと思い、頑張って
練習しています。（きょうこ）

人形劇を観て、楽しそうだなって思って入りまし
た。公演の始めはすごく緊張しますが、終わった
あとは、楽しかった！喜んでもらえて嬉しかっ
た！！と思えます。いつも子どもたちの反応が
楽しみです。家では子どもも一緒に歌ったりセリ
フを覚えたりして楽しんでいます。（しろちゃん）

観る人はもちろん、やる人が楽しくな
くっちゃ♪立ち上げメンバーのよねちゃ
ん、１０年を越えたみーさんも前線でいろ
んなことに挑戦しています！
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こんにちは！たつき(32)です。この 5 月に入籍し
まして、11 月に式を挙げました。YYY とは親子劇
場時代からの関わりで、毎年夏キャンが楽しみで遊
びまくってたなぁ。当時の大人の方々、やりたい放
題ですみませんでした(笑) 結婚して自覚がでたと
か、考え方が大人になったとかは特にありません。
ただ、腰が重い私と違って、奥さんは決断が早い人
なので、クヨクヨウジウジしがちな自分はよく背中
を押してもらってます。そういうところは、結婚し
て良かったというか、一緒に居てもらって有り難い
なあと思います。母親から人生、『ありがとう』と
『ごめんなさい』と言うことができればそうそう人
間関係が崩れることは無いんじゃない？と言われ
た気がするので、その言葉を忘れず毎日楽しく健康
に過ごせればと思っています。

余談ですが、新婚旅行ってやつに行ってきまし
た。ベタですが、ワイハです。自分は『初』海外旅
行。ハワイ島とオアフ島にそれぞれ 2 泊ずつしまし
た。宿泊したホテルはどこも目の前が海。奥さんに
「ソファーやベッドに座って窓から見える景色を
見てるだけでも良いね」と言われ、『海外に来たか
らといって特別なことをしなくても、絶景を目の前
にして 2 人でゆったりと過ごすのも良いな』と思い
ました。1 人旅行や友人と居たら絶対ショッピング
に走って、お金を浪費してたでしょう(笑) ハワイは
最高だったので年に 1 回は行けるようしっかり働き
ます！ホノルル空港が今年から名称が変わり、『ダ
ニエル・K 国際空港』になりました。『ダニエル・
イノウエ』という日系アメリカ人の方の功績を讃え
ての事だそうです。他にも日本人の名前を冠した施
設が多数あるそうで、ハワイの歴史を語る上で日本
人の存在は切っても切り離せない…と現地ガイド
の人が仰っておりました。因みに出稼ぎのためにハ
ワイに移住した日本人の中で最も割合が多かった
のは広島人らしいです。

空＠空☆ガ。の

先月号で第 3 子妊娠中の話を書きましたが、義妹も現在妊娠中！そこで、プ
レパパの義妹夫、りゅうちゃんに、今の思いを語ってもらいました(*’▽’)
出産予定日まであと 1 か月。妻のお腹も私に追い
付きだした今日この頃…。2 人の初めての子どもが
産まれようとしています。
妊娠が分かった時は、正直なところ複雑な心境で
した。嬉しさはもちろんありましたが、焦りすぎた
かな？新婚旅行は？自分が父親？…いろんな気持
ちが湧いたのを覚えています。いい父親になろうと
最初は誰しも意気込むはずです。ただ自分の身に何
か変化があるわけでもなく、家を出ればこれまでと
変わらない毎日。「父親」の自覚がある？と問われ
ても自信を持って首を縦に振れないのが正直なと
ころ。しかし段々と体調が悪くなっていく妻を見て
ると可哀想で、負担を減らそうと家事の割合を多く
取るようにしたものの、これが結構きつかった(笑)
つわりはツライ、クルシイ、なんて耳にたこがで
きるほど世間で言われているけど、自分の身に起こ
っていない症状は理解が難しい。なので仕事終わり
に買物して帰って、朝から放置してあるお皿洗っ
て、洗濯物畳んで、ご飯作って、また皿洗って、寝
たきりの妻見てずっと何してたの？なんてイライ
ラ…。でも辛いのは本当だろうし文句言うのもダメ

な夫な気がして言いたくないし(たまに言うけど)、ア
アア！！って精神的にすごく辛かったのを覚えて
います。と叩かれるのを承知でここに記します(笑)
結局のところ、まだまだ自分は首は縦に振れない
のです。
ですが大きくなったお腹の中でしゃっくりする
我が子の存在を感じると、フフフと産まれる時を待
ちきれない自分に父親の始まりも感じるのです。妊
娠発覚からダイレクトに我が子とその成長を感じ
られるお母さんと違って、真に「父親」を実感でき
るのはこの手に子どもを抱いた時のように思いま
す。どんな子育
てが正解なん
て分からない
けれど、産まれ
てくる子の幸
せの為に夫婦
で助け合って、
笑いながら生
きていければ
と思います。
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私はこの本を読みながら、すみれと紙野君と一緒
に、推理をしてみました♪でも、サッパリ分からん
かった…(笑) みなさん、ぜひ 2 人と一緒に推理を楽
しんでみてください！！
すみれの料理は本当においしそうです(^O^) 読
んでいて、すごく食べたくなりました。この本に出
てくる料理は、実在する本を参考にしています｡だ
から、家で料理を再現できるんです☆(私も作ってみ
ようかな…。) さらに…謎を解く鍵となる紙野君の

三度の飯より本が好き！あなたに絶
対読んでほしい本をご紹介。大人も子
どもも愛読書が見つかりますよ。

いよいよ 2018 年がやってきますね。どんな 1 年
になるんだろう…。さて今回は、『古書カフェすみ
れ屋と本のソムリエ』という本を紹介します♪作者
は里見蘭さんです。
古書カフェすみれ屋のオーナー、すみれ。古書ス
ペース担当の紙野君。すみれの作る絶品カフェごは
んは、人々を笑顔にさせる力がある。そして、紙野
君には、その人にピッタリの本を見つける不思議な
力があって！？
恋人たちの忘れていた思い、子どもの秘めた思
い、飼い猫からのメッセージ…。5 つのミステリー
は、おいしそうな料理とビックリな真実で、お腹い
っぱいの満足度です！！

本も、実在し
ます。
『にんじ
ん』や『賢者
の贈り物』な
ど有名な本が
登場します♪
ストーリー
も料理も楽し
める、盛りだ
くさんの小説
です。ぜひ、
読んでみてく
ださい☆

旬のお気に入りアイスと
つづるコラム(ﾉ≧)≦ڡ

初めまして！高校 2 年の坂本歌音です。英会話部
と生徒会に入っています。学校でのあだ名はキャノ
ンです。よろしくお願いします。私の将来の夢は、
小学校の先生になること。それもあって、毎週土曜
日は楽しく WAKU×WAKU の活動に参加していま
す。皆がそれぞれ持つ個性に難しさを感じることも
あるけれど、やっぱり将来したいことは「コレ」だ
なと思えます。これからもそれを続けるのはもちろ
ん、勉強も頑張ります(*_*;笑
さて、真冬ですが暖かいコタツ＆アイスの組み合
わせがたまりませんね！最近食べておいしかった
のは、スーパーカップのスイートポテト味。サツマ
イモ感が半端じゃなかったです(#^.^#) スーパーカ
ップの期間限定の味を買うことが趣味の一つなの
で次も楽しみなのですが、個人的には一番好きなチ
ョコミント味が出てほしいなぁ。
先日、私の曾祖母が 88 歳の米寿を迎えたので、
近くに住んでいる家族でお祝いをしました。もうす

ぐ 2 歳になる従弟
にも久しぶりに会
えたのですが、言
葉のレパートリー
が増えていて感激
しました。お正月
に会う時も楽しみ
です。曾祖母は音
戸で一人暮らしを
しているので、心
配で 2 週間に 1 回は会いに行くのですが、いつも元
気です。そんな彼女の大好物はアイスクリーム。こ
の寒い時期でも毎日ひとつを欠かしません。私も彼
女の家に行くたびに一緒に食べて、身の回りのこと
を互いに話します。時には遠慮なしに 2 つ食べたり
するので、隣にいる弟の視線が痛いですが…(笑) だ
けど、私も彼女も年中ほとんど風邪知らず。アイス
クリーム健康法は存在します！！彼女には、これか
らも長生きしてほしいと思います!(^^)!
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