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 ３月２０日現在 
 子ども会員：１７７人 
 正 会 員： ３６人 
 参加会員：  ７人 
 賛助会員：２３３人  

３３団体 
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  「今年は何作るの？」「サーモン！」 

えっ？和菓子でサーモン？そう、子どもは独創的です。 

 今年もたくさん、おもしろい和菓子ができました(^^)/ でき

あがったら、お茶と一緒に召し上がれ。「食べるのがもったいな

ーい！」とお持ち帰りした子もいましたよ。 
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るのだとか。また、公文書の取り扱いルールも煩

雑で、保存期間基準表にない文書は、文書管理者

が保存期間を任意に定めることができるらしく、

どんな文書であっても、「軽微な文書だから捨て

た」、「保存期間 1 年未満の文書だから捨てた」と

言い切ることもできるそうです。つまり、情報公

開制度なるものが有っても、国民が本当に知りた

い情報は公開されないってことです。どちらかと

いえば、行政は公明正大にちゃんとやってます！

っていうパフォーマンスというか逃げ道のような

制度なんでしょうか？ 

多くの場合、国家公務員は国のため、国民のた

めに一生懸命働いておられるのだと思います。で

すが、上からの命令が、少々おかしいな！と思っ

ても、NO と言えないのもまた真面目に働いてお

られる職員なのだと思います。発言力の大きな政

治家に振り回される職員を守るシステムの構築が

求められます。 

 

一方呉市では、先日の議会において、新市長が

提唱する「ワンダーランド構想」について、議員

さんからたくさん質問が出ていました。それに対

して新原市長は「市民の安心・安全と幸せにつな

がらなければ…」という答弁を繰り返されていま

した。お国の方もそうあって欲しいものです。 

いよいよ春です。桜が咲きますよ～！この通信

がみなさんのお手元に届くころには、散り始めて

いるかもしれませんが…。 

 

 嬉しい報告です。TERAKOYA に来ていた中学

生 5 人、全員志望校に合格しました。これから、

次のステージに進んでいくわけですが、ゆっくり

時間をかけて、いろんなことを経験しながら、そ

れぞれの「やりたいこと」、「なりたいもの」、「本

当に欲しいもの」と出会って欲しいな！と思いま

す。簡単に諦めずに、しぶとく…ちょっとくらい

欲張りなくらいがちょうどいいんじゃないの？…

って最近、聞き分けの良い子や、すくに諦めちゃ

う子も多くて、ちょっと気になります。官僚や政

治家の厚かましさを見習えば？（笑）って思った

りします。 

  

笑ってる場合じゃないです、めっちゃ腹が立ち

ますよね。裁量労働制の時には、不適切なデータ

の提出、森友問題では、公文書の書き換え…いっ

たいどうなっちゃってるのこの国は？国民なめん

なよ！ 

聞けば、そもそも忖度なんてのは恒常的に行わ

れていることのようです。今回のようにヘマをし

て、表沙汰になったりしないように気をつけてい

るみたいです。っていうのも、平成 13年に「行政

機関の保有する情報の公開に関する法律」が施行

され、公文書は請求があったら公開しなければな

りません。そこで、不都合なことは公文書に残す

な！っていうのが通例で、ヤバそうなことは、情

報公開しなくていい個人メモで申し送りをしてい

母の日に贈る 

 フラワーアレンジメント 
 
講師：横山由美子 

フラワーアレンジメントよこやま主宰 

公益社団法人  

日本フラワーデザイナー協会講師 

【日 時】4 月 24 日(火)19:30～21:00
【場 所】YYY事務所 
【参加費】2000円(花代含む) 

忙しさに紛れて 

ついつい忘れてしまいがちな母の日。 

今年は、早めに準備しませんか？ 

フラワーアレンジの基本を学んで、 

母の日に 

素敵な手作りのアレンジフラワーを！ 
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3月 15日 参加者 7名 

2003 年、「教育基本法改正」の動きの中、とにか

くまずは全文を読み合わせしてみようと始まった

「アルデンテ」の集まり。その後、ジェンダー・い

じめ・虐待・人権ワークショップ・子どもにまつわ

ることをテーマに、世間の通説を鵜のみにせず、自

分で考える大人になろう、そう思える会だった。人

の意見を聞いて、自分の思い込みに気付いたり、考

え方に幅が出たりとそれぞれ参加者なりに得るもの

があったようだ。子育て中のエピソードを語りあう

のも楽しく、色んな気付きがあった。 

 

 これからは、その経験を力に、寄り添う大人目指

して日々暮らしていこうと思う。長い間ありがとう

ございました。             （立間） 

 今さら英語…。正直そう思った人も

いたかもしれない。ミュージシャンじ

ゃないし、カラオケも行かんし…。そ

れが、始まってみるとなかなか楽しい！！年齢的に

文法中心の英語の授業で、発音は丁寧に教えてもら

えなかった。（「ちゃんと教えてもらったわいね！」と同世

代の代表の突っ込みがありました…）そのくらい覚えて

いなかった英語の発音を、ビートルズの名曲”Hey 

Jude”を歌いながら習った今回のおとな塾。講師は、

優しい雰囲気でとっても説明が分かりやすい呉工

業高等専門学校人文社会系分野准教授 冨村憲貴さ

ん。「とにかく発音が上手いと 2 割増しで英語がで

きる人に見える！」との励ましに背中を押され、ネ

イティブな発音のポイントを教えて頂いた。 

Point 1 

日本語は、子音+母音で発音する音が多い。母音

は、aiueo などの音で、主にその母音を中心とする

かたまりを音節という。日本語で歌う時は、音節ひ

とつに対して音符が 1つつくのが基本。例えば”test

（テスト）”なら日本語読みにすると”te-su-to”とな

り、3個の音符がつく。でも英語で歌う時は、”test”

と eの母音だけを発音し音符ひとつで歌う。余計な

母音を入れずに歌うのがポイントなのだ。 

Point 2 

リズムを意識して発音する。これは文章で説明し

にくいなぁ～！日本語のら抜き言葉のように、でき

るだけ省エネで歌う事！（笑） 

Point 3 

can youは、日本語読みにすると「キャン ユー」

だけど、英語らしく「キャニュー」と発音する。こ

んな風に音の連結部分を英語っぽく発音するよう

意識する。on your（オニョー）、make it better（メイ

キッベター）なんて感じ。 

Point 4 

 日本語に方言があるように、英語でも国によって

発音が違う。それはほぼ母音の発音違いで、子音は

ほぼ共通らしい。例えば、today は、フツ―に言う

と「トゥデイ」、それがオーストラリアでは「トゥ

ダイ」と発音する。だから、子音をきちんと発音で

きると、とってもお得。S の発音にも 2 種類ある。

si は（スィ）、shiは（シ）と発音する。she（シー）

と sea（スィー）が分かりやすい例だとか。 

 また、有名な L と Rの発音の違い。これを区別し

ない言語は少ないそうで習得しないと損！だとか。 

 と、いろいろ書き出してみたけど、理屈じゃ楽し

さは伝わらない。参加してみないと実感できない。 

歌詞も簡単だし、「構えなくても英語で歌えるんだ

ぁ～（みんなと一緒だから）」と、自己満足度 100％（笑）

の今回のおとな塾。昔もこんな授業だったらよかっ

たのにな。            （山本さなえ） 
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食いしん坊さおりの苺レポート 

 気合い入れてクレープ焼いて行ったけど、作りす

ぎて最後はみんな苦行みたいになっとった。でも全

部食べてもらえて良かった(*´∇｀) 

福ちゃんが作ってくれたスムージーはストロベ

リーバナナ味ですごい美味しかった！何杯でもい

ける！「毎朝（スムージーは朝のイメージ）こんな美味

しいの飲みよん？」ってみおちゃんに聞いたら、「初

めて」とのこと。試飲しながら作ってくれたんだっ

て。 

 りりさんの高級感漂う苺 70%って書いてあるリッ

チストロベリービスケットも美味しかった。袋開け

た瞬間からもういい匂いがして、濃ゆい苺の味がし

た(b゜v`*)おススメ！硬いのでお気をつけて！手

で割れないので切って食べて下さい。 

 みおちゃんが持ってきてくれた、ストロベリーの

フレーバーティーも、苺の甘酸っぱい香りで飲んだ

らスッキリして美味しい紅茶だった(*≧∀≦)フレ

ーバーティーって癖のある匂いもあるけど、ストロ

ベリーは本当に苺の香りで飲みやすかった。 

 なっちゃんが作ってきてくれたババロアは、ひな

祭り仕様の菱餅。3 段カラーはストロベリー、ミル

ク、抹茶で作ってあった。フワフワで美味しかった。 

でも、やっぱり米ちゃんが持ってきた練乳が一番

苺に合うよね！苺が進む進む(b゜v`*)。久保ちゃん

の練切りは苺の形。ちゃんとヘタまで付いとって芸

の細かさに感動。 

 ええええええ～とびっくりなことにも遭遇する

女子会、今回も楽しかったです♪企画ありがとうご

ざいました！まゅまゅさん産休のため私が報告。 

 ３月、春なので苺スイーツを持ち寄った女子会。

家族の話や、仕事の愚痴や、たくさん話して、苺も

おなか一杯おいしかったです。一人っ子の私は、姉

妹の思い出話にびっくりしたり、0 歳児はーちゃん

のガン見にタジタジしたりしながらも楽しい時間

でした。 

一番印象に残ったのは「Y家のお弁当事件」。もう

15年くらい前のこと、高校生 Sさん中学生 Nさん小

学生 Tさんの Y家 3姉妹。忙しい母に代わりお弁当

を作っていたのは次女の Nさん。そんな Nさんが言

うのには、朝練の姉にせっせと作ったのに｢毎日お

かずがおんなじじゃけん、たまには変えて」と言わ

れたり、三女のＴちゃんには「N ちゃんが弁当作ら

んかったら母さんと外食できたのに…ぶつぶつ」

と、踏んだり蹴ったりな言われよう…その話を聞い

て、そんなことあったっけと笑いながらも涙を流し

て聞いてた S さんと Y 家のお母さん。N さんの気持

ちを考えると切なくなりつつも、やっぱり Y家は楽

しい家族だと爆笑してしまいました。   （みお） 

久しぶりの女子会は苺女子会 
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私は、大学で食品科学を学び、希望だった食品メ

ーカーの研究開発職に就き、もうすぐ 1年が経とう

としています。 

入社して最初の 2か月は新人研修で、とても楽し

いものでしたが、実際に配属されてみると夢と現実

のギャップを突きつけられ愕然としました。 

想像したり物を作るのは好きな方ですが、次々とア

イデアを出して試作していかなければいけない現

状に、何をどこからやり始めたらいいのか要領がつ

かめず、何も一人前にできないし、何をやるのも遅

いし、先輩方の足を引っ張ってるだけじゃないか

と、かなり落ち込みました。 

そして学生時代の一人暮らしはそれほどさみし

さを感じませんでしたが、就職して広島県外に引っ

越すとものすごく広島との隔たりを感じて帰りた

いと思う日々が続くこともありました。 

今でもまだ要領が悪く思うようにはできていませ

んが、先輩方が気さくで優しく面倒見の良い方々

で、いつも助けていただきながら仕事しています。

忙しい時期は帰りが 23 時頃になることも多く、次

の日の朝の眠気との葛藤がすごいです。 

出張では食品展示会や素材メーカーの見学をし

たり、他社の人と話をします。それは旅行好きな私

にとってワクワクする楽しい時間です。 

プライベートでの大きな楽しみは、ライブと旅行

です。ライブは、就職してから計算してみると 12

本行っていて、行先は大阪、名古屋、東京、福岡な

ど。旅行は、韓国、京都、熊本など行きました。実

はもう既に 4月～6月までライブや旅行の予定が入

っています(笑) その為にもやっぱり仕事してお金

稼がないとなぁと思います。 

現在、私はチョコレートと焼菓子を担当していま

す。自分で考えて作ったお菓子がスーパーやコンビ

ニに並び、手に取った方々においしいと喜んでいた

だけることを夢見ながら日々精進したいです。 

(P.Nひよこ) 

て何度も思いましたね。 

頭が大きいせいか、私がいきむのが下手なせい

か、結局我が子は吸引されて産まれてきました。泣

き声が聞こえた後、わたしはぼーっとしていまし

た。感動という感覚は正直ありませんでした。終わ

った、無事に産まれてきた、良かった、という安堵

が大きかったです。 

この度、第一子が誕生しました。 

予定日は 1月中旬。年末年始は避けて産まれて来

てね、ってお腹の子に言いかせてました。毎日いつ

陣痛が来るか、破水するか、ドキドキしながら過ご

していました、が、予定日を迎えても全然産まれる

気配なし。結局、10日後に陣痛促進剤を使う事にな

りました。 

その日。朝 9時に病院へ行き、内診を受けすぐ病

室へ。そして早速、促進剤の点滴。 

母親学級の時、陣痛が 10 分間隔になったら病院

へ電話する、って習っていたし、色んなところで間

隔の話を聞いていました。だから間隔を記録できる

アプリも用意していたんですが。現れた痛みは、弱

いものの、間隔はばらばら。10分どころか 5分きっ

てるし。アプリ意味なし！ 

だんだんと強くなる痛みに、顔が歪んで行き…喋

れなくなり…付添いに来てくれた母にしがみつき、

夫に腰をさすってもらい…唸り始め…もう耐えれ

ん！痛い！！分娩台の上では看護士さんの指示が

聞けない程暴れてました（笑）無理無理もう無理っ

そして、我が子を初めて抱

いた瞬間に思ったこと。可愛

い。頭の形が宇宙人みたいで

も、お猿みたいでも、やっぱ

り可愛いんですね（笑） 

友だちからたくさんのお祝

いと共に、これからが大変だ

よ、がんばれ！と、激励の言

葉ももらいました。今まさに

その大変さと戦っています。

色々心配ごとはつきません

が、楽しみながら子育てに励

みたいです。(ひーちゃん) 
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今年もチャレンジしました！担当の石本さん

から生地の色のつけ方などを聞いた後は、「何を

つくろうかな～」。本に載ってる正統派和菓子に

挑戦したり、ポムポムプリンやお茶犬などのキャ

ラクターを作ったり、網目まで再現したメロン、

バラの花と、懲りに懲って１つを丁寧に仕上げる

子もいれば、まるでおままごとのセットのように

たくさん作る子も。自分が思い描く和菓子を作る

ために手も頭も働かせてました。大人もマジはま

って作ってましたよ～。 

できたお菓子に名前をつけ、ちょっと得意気。

食べ方も様々で、黒文字で切った、切り口の美し

さまで楽しみながら食べる子もいれば、手でパク

ッと口に入れる子も。おいしくいただければどち

らも幸せ。 

ただ、この日は 3.11。その時間には黙とうし、

みんなで東北に思いを馳せました。 

3 月 11 日(日) 

広まちづくりセンター調理室 

参加者 46名 
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だいすきなミニオンとそうじき、バナナ

をつくるのが楽しかった。（5 歳） 

 

今日は初めてでドキドキして、で

も作ったりするのが楽しかった

です。またしたいです（8 歳） 

 

季節を感じて、モミジや桜などを

作りました。あとは自分が好きな

ものを作りました。（11 歳） 

 

今回もとても楽しかったです。個性がそれ

ぞれあって他の人の作品を見てるだけで

ウキウキしました。大人もとても楽しめて

あっという間の時間でした‼（大人） 

 

和菓子にチャレンジを担当して何年になるでしょ

う？それまでは人前で喋るなんてとんでもないと思っ

ていたので、よく頑張ったと自分を誉めたいです。参

加者のみなさんの真剣な顔や楽しそうな様子が嬉しく

て続けてこれた気がしますが、ま、今年も緊張で前夜

は眠れませんでした(*_*)。 実は引越しのため、今回で

卒業です。娘が『今年の和菓子が最後になるから頑張

るね♪』と積極的に学校の同級生や習い事などで声を

かけ、チラシ配りをし、子どもスタッフも誘ってきま

した。娘を含め、子どもスタッフが受付準備から会場

の準備、参加者の案内もてきぱきした動きで取り組む

姿には感心するばかり。初スタッフの時は、「荷物を置

く場所を案内してね」と頼んでも、どのタイミングで

どう声掛けしていいかわからずオドオドしていたのに

…。片付けも最後までやり遂げ、大きく成長した姿を

見ることができました。これまで YYY に親子で関われ

て本当に良かった～と感謝です。   （石本 江美） 

なぜ毎年和菓子？同じことをやるの？と思うか

もしれませんが、同じじゃないんです。YYY でやる

練切りは色・形を自由に作れるため、創造・想像力

のどちらもかきたてられます。そしてたくさんの人

がいることで刺激をもらいあうのがいい。毎年やっ

ても毎回びっくりするような・斬新な・楽しい・き

れいな和菓子ができあがります。 

そして何より、それぞれの立場で人が進化してい

くのを実感します。講師も子どもスタッフも、参加

者も。初参加の子は何だか緊張して何を作るかもな

かなか決まらないこともあります。それでもスタッ

フに声かけられたり隣の人のを見たりして…。自分

の和菓子ができた時にはとっても満足そうです。初

めは真似っこでいい。真似から始まり自分なりのエ

ッセンスを加え、独創的なものができることはよく

あります。リピーターの子は、始まる前にはもう何

を作るか決めていたりして、すぐに楽しそうに作り

始める。手際もいい。経験したことがあるって、安

心なんでしょうね。安心だから次のステップへすぐ

に行ける。同じことを何回か経験するって、大事な

ことだと思います。今後も参加する度、進化してい

って欲しいです。そして、和菓子にチャレンジから

は和菓子職人が…うまれるかも(笑)    

YYY がスタートした頃「いちご大福」を作ってい

たこともありました。“おいしいやんちき”というこ

とで「トッピングかき氷」に「ぎょうざ」、「飾り巻

きずし」や「クリスマスケーキ」を作ったりもしま

した。そうそう。石本さんがどうしてもやりたい！

と「夢パフェ」を企画したこともありました。 

YYY は〝やりたい！″人を応援してるので、声を

あげれば、自分が考えた企画が実現できるかも。  

（子ども活動部 久保 直美） 
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をしながら家事のほとんどをしてくれている父さ

んや、僕に数え切れないほど沢山のことを経験させ

てくれた母さんなど、言い出したらきりがないくら

私は英語が好きなのと、人

をサポートする仕事に就

きたいと思っているので

外語のエアラインコース

に進もうと思っていま

す！でも飛行機は怖いの

でグランドスタッフがい

いです(^_^) 

どこかの空港でお会いで

きたらいいですね✈✈✈ 

(あおい) 

どうも！市立呉を卒業した、たけるです！ 

市立呉ではたくさんの友達にも出会えたし、入学

した時の目標だったインターハイにも行くことが

できて、最高の 3 年間でした！卒業したけど実感

なさすぎて少し不思議な感じです…笑 

大学に入ってもまだまだ陸上続けていくつもりで

す✌勉強と部活とバイトと両立することがたくさ

んですが、頑張りたいと思います� 

大学では、個人の 10 種競技でインカレに出場する

事を目指したいです！そして、将来の夢を見つけ

ながら大学の 4 年間を充実させることができるよ

うに頑張ります！          (たける) 

unsung hero という言葉がある。表舞台で活躍する

sunghero という言葉に対して、人に見えないよう

なところで人を助けている「縁の下の力持ち」のよ

うな意味の言葉だそうだ。自分で言うのもなんだけ

ど、僕は周りの人に恵まれていた方だと思う。顔が

広いわけじゃない、でも困った時いつも誰かに助け

てもらってきた。選抜 1 の前夜、明日自分も試験な

のに、心配して電話してきてくれた友達がいる。選

抜 2 の日に、朝早くから家まで応援に来てくれた、

家の事情を知って手料理をなんども作って来てく

れた人や、試験の日の朝に電話で起こしてくれた

人、試験関連の日程を母に代わって聞いてくれた人

や、何度も病室に足を運んでくれた人、そして仕事

将来はアスレチックトレーナーになりた

いのでアスレチックトレーナーの勉強が

できる大学に留学コースがある  立命館

大学のスポーツ健康科学部に入学する事

になりました。 

びわこキャンパスで 呉と同じぐらいの田

舎です。4 年間が楽しみですが、自炊はで

きそうにないので 学食で毎食食べようか

なあと…100 円朝食もあるらしいです。 

一人暮らし 何とかなるでしょう（笑） 

(P.N アイアンマン) 

いそんなたくさんの hero に

支えられて今の自分がある。

今、明確な夢はないけどそん

な全ての人の unsung hero

になりたい。そして今から出

会う沢山の人にとっても。自

分が sung heroになることが

本当の意味で恩返しするっ

てことだと思うので、頑張り

ます。     (藤田駿野) 
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私は、食べることが好きなので将来食べもの関係

の仕事に就きたいです！ 

入学する高校では調理について実践的に学ぶこ

とができます。それを生かせる仕事に就きたいと

思ってます！あと、食べ歩きとかしてみたいです

笑笑               (ようこ) 

私は将来、小学校の先生になりたいと思っていま

す。私は小学生の時、勉強が好きではなく、テス

トでもいい点を取れていませんでした。この原因

は勉強の面白さとか、楽しさに気づけなかったっ

てことだと思うのです。だから、私は小学生たち

に｢できる！｣っていう楽しさとか、嬉しさに気づ

いてもらえるような授業をしていきたいです。 

人にはそれぞれ個性があります。それを読み取っ

てあげて、どんどん伸びしろを伸ばしてあげられ

るような先生になりたいなって思います！ 

(川西麻愛) 

受験勉強は本当にきつかった。先輩たちすげーよ。

これやってのけたんだもんな。何回逃げだしたくな

ったことか( ;∀;)でも第一志望に合格できて最高

だ！がんばってよかった。 

高校生になったら、中学校にいた以上に青春を謳歌

するぞ。テストで高得点とってみんなに自慢したり、

毎日部活動で汗を流したり、彼女をつくったり、は

ぁ、結局中学校じゃ彼女てきなかったぁ。うおー！

負けないぞ～！ 

今は、高校への期待でいっぱいだ。自分の選んだ高

校に行けることが本当にわくわくする！後輩のみん

な、辛い時もあるけれど、それを乗り越えて合格す

ると世界がピンク色だぜ！      (藤井智大) 

今、やりたいことは部活です。中学校になると、ク

ラブでなく部活になります。部活は、クラブとちが

ってほぼ毎日あるのでみんなとふれあう時間も増え

るのでとても楽しみです。      (早田紗奈) 

わたしの将来やりたい事は、看護師になってたくさん

の人を、元気に笑顔にさせる事です。この夢をいだい

たのは、中 1 の夏の頃、その前までは保育士になるこ

とが夢でした。 

それは一生変わらないだろうと思っていたけれど、自

分自身が病気になったことで変わりました。病気の人

がどれだけ辛くて悲しいのか気持ちがわかるからこ

そ、同じ体験をしたからできることをしたい！病気に

なって悲しいだけじゃなくて、病気になったから〇〇

ができた！みたいな感じに病気をネガティブな物にし

たくない！という気持ちをもって毎日がんばってま

す。高校ではしっかり勉強と部活の両立をして、3 年後

専門学校に入って、6～7 年後には立派な看護師になれ

るよう頑張ります！          (中村風花) 
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大人になったら、仲のいい友達とシェアハウス

みたいな感じで同居してみたい♡ 

家に帰ったら友達が「おかえり」って言ってく

れたり、一緒にごはん作って食べたり、そうじ

とか家事分担したり、めっちゃ楽しく暮らせる

と思う！できれば 4 人くらいで住みたい。ケン

カもするかもしれないけれど、その分仲良くな

れると思うし。やってみたい職業は、中学校教

諭(社会担当)です。通ってた中学の、ある先生

がとても良い先生で、こんな先生になりたいと

思ったから。でも、声も小さいし人前苦手だし、

人見知りだから、JK になったらバイトして、

克服できるようにしたい! それにバイトした

ら使える金増えるから、スマホデビューできる

し、一石二鳥です！       (池田美琴) 

僕の夢は小さいころから消防士

でした。この夢は父が消防士と言

う理由もありますが、何より消防

と言う組織にしかない、特別な信

頼関係に憧れを感じていたのが

一番の理由だと思います。そして

今年度から呉市の消防士として

働くことになりました。 

僕が夢をかなえられたのは高校

3 年間で身につけた体力や知識

と、YYY で身についたコミュニ

ケーション能力のおかげだと思

っています。笑 

夢は叶えられたけど、ここからが

本当のスタートなので、まずは早

く仕事に慣れ、たくさんの人から

信頼される立派な消防士になり

ます。       (屋敷零来) 

私は将来、警察官になりたいと思っています。広島県や呉市

が好きなので、広島県の方と密着した仕事に就きたいと思っ

ていました。そういった仕事を探していく中で警察官という

職業が目に留まりました。気になったことは即行動！ってこ

とで 2 回、広島県警察官就職説明会に参加しました。仕事内

容の説明を聞いたり、警察学校施設見学、鑑識業務体験、白

バイ訓練見学などをして警察官の魅力を知ることができ、な

りたいと思う気持ちが強くなりました。でも、大学に入りい

ろんな事を学んでいく中で自分の興味がある事、やりたい事

が変わってくるかもしれません。なので、警察官という職業

に固執せず、広い視野を持ち、自分のやりたい事を見つけて

いきたいです。                (瀧川萌) 

もう卒業です。長かったよ

うで短かった 6 年間。私

は 4 年生の時二分の一成

人式で将来の夢について

発表することになりまし

た。私は『保育士』になり

たかったのですが、お母さ

んに「日向には看護師にな

ってほしいな、人の役に立

てるから」と言われ私は、

人の役に立てて正義感・責

任感・思いやりの心、優し

さを持った人になりたい

と思いました。 

(増田日向) 

あっという間に 3 年という月日が流れ、今月の

10 日に卒業しました。 

僕はあんまり人と接しようとせず、人並みに勉

強や部活をして、『脇役』というポジションを

最後まで全うしました。それでも学校生活はと

ても楽しく、充実してていい思い出となりまし

た。以前は早く卒業したいと思っていたのです

が、今ではとても離れがたいです。悲しいけれ

ど前を見て進んでいきたいです。 

僕は誰かの役に立つ職に就きたいと思ってい

るけれど、具体的には決まらずフラフラしてい

ます。でもいつか必ずいい仕事を見つけて、た

くさんの人に役立ちたいと思います。それまで

小説とか読んで気長に待ちたいです。とりあえ

ず 4 月から今度は高校生として頑張ります。 

(P.N マーサ) 

今はやりたいことが見つからないので、

これから先見つけていきたいです。 

(石本千佳) 
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先日、和庄中を卒業しました。中学校で勉強する

ほかにも、友達と楽しく生活できて良かったで

す。高校に入ってやりたいことは、まず友達と楽

しく生活することです。やっぱり友達と話すこと

は楽しいし、個人的に気が楽になります。他には、

部活を頑張りたいです。公立の高校に入ったら、

野球部に入部します。そのために春休みを返上し

て筋トレしときます。(笑)  

そして高校といえば青春!! まだ人生で一度も経

験したことのない青春を一度、味わってみたい！ 

目標“青春する！”を揚げ、高校生活を楽しみた

いと思います。          (松本和馬) 

やっと卒業です。ヤッター！思い返すとまあヒドイ

3 年間、黒歴史がたくさんできた。モモクロ踊った

り、そもそも坊主だったというのが一番です。なの

で卒業式で泣く訳ねーだろーなーと思ってたら、や

っぱり泣かなかった！生徒会長の人の答辞は泣く

要素がゼロで泣けませんでした。泣く人は『頭湧い

とるでコイツら』と思ってました。とっても短い中

学生活でした。まあ楽しかったけど (笑)こんなかん

じの楽しい思い出を忘れないようにし、高校生活

enjoy しまーせ！           (濱本翼) 

高校生になってやってみた

い事、放課後市内で遊ぶ。 

頑張りたいことは、3 年間

やめずに卒業すること。以

上！     (杉森百花) 

私は中学校を卒業して、呉三津田高校へ行くこと

になりました。私は獣医になりたいので、ちゃん

と大学に行けるように頑張りたいです。私はでき

ないけど、発明とかが得意な人に「ドラえもん」

を作ってほしいです。2112 年の 9 月 3 日はドラ

えもんの誕生日なので、だれか作ってください。 

(高村文華) 

3 年間あっという間に過ぎて、とても最高でした。

いつの間にか過ぎていて、卒業がとても悲しかっ

た(泣) 高校生になったら、故郷に帰りたいです

(月) だから宇宙人の言葉を勉強していきたいで

す(笑) ウソです。とりあえず大学に行けるよう

に、勉強していきたいです。でも部活動の方を頑

張りたいです。          (土屋美咲) 
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しだけトコトコ走りを緩めていたらメンバーから

｢コラ、走れー！｣と怒られたりもしました(^O^;)一

瞬でも油断してしまった自分に反省です(笑) 目標

の優勝とはなりませんでしたが、このクラスのメン

バーと共に最後の団結力を発揮しきれたと思いま

す。私にとってこの 1 年は、2 年目の高校生活の中

で YYY の活動に参加したり、生徒会に入ったり、

修学旅行があったり、部活の部長になったりで、人

見知りだった自分が変わる“きっかけ”が多く、か

なり飛躍したと思います。4 月から高 3。そろそろ

精神面もしっかりした大人になりたいです。 

ご卒業を迎えられた方々、おめでとうございま

す！寒さも和らいで、過ごしやすいですね。私は寒

いのが苦手なので、早く暖かい日が安定して来るよ

うになって欲しいです。 

先日、学校で春季クラスマッチが行われました。

競技はバスケットボールで、校庭に 8 コートも設置

されて 1・2 年生と一部の先生が選手として参加し

ました。私は生徒会に所属しているので運営の手伝

いがあり、3 ヶ月位前から準備を進めていました。

｢対戦表｣が必要なので、チーム数に対してのシード

を作ったのですが、とても難しくて時間がかかりま

した。結局、体育科の先生にヘルプをして何とか完

成。中学生の時はソフトテニス部に入っていたの

で、試合で何度も見ていた表なのに、作るのがこん

なに難しいとは！！良い経験が出来たなと思いま

す。当日は、天候も良く予定日に準備万端で挙行し

ました。もちろん、選手としても参加しました。が、

とても運動オンチなので、ひたすら守り役として走

り回っていました。こういう時の皆は、勝つために

本気になるから、試合中に走り疲れて、ホントに少

昨年 4 月から毎週土曜日の午前中(10：00～12：00)、

ペアーレれんがどおりで開催している WAKU×

WAKU クラブ。現在 26 人の小・中学生が登録、毎

回 8～10 人が参加しています。学習支援事業ではあ

りますが、2 時間のうち 1 時間を学習に、残りの 1

時間を交流に充てています。  

学習については、週末課題やそれぞれが自主的に

持って来たドリルなどをやっています。一方交流の

方は、自己紹介やクイズ、伝言ゲームやカードゲー

ムなどをして

遊んでいます。

また、ボランテ

ィアスタッフ

として大学生

が 1 人、年度初

めに募った高

校生のうち 4

人が継続してきてくれています。しかし、高校生は

模試や補講、その他行事の時に、全員が一度に来れ

なくなるため、部活を引退した TERAKOYA の中学

生にも応援してもらっています。年度始めより随分

フレンドリーで、いい雰囲気になってきました。今

は、交流の企画・進行を高校生のボランティアスタ

ッフが担当、毎週楽しそうに事務所で打ち合わせを

しています。将来的に教師を目指してるメンバーも

居て、YYY の活動にも興味をもってくれたようで

す。しばらく一緒に活動できるといいなあ！と思っ

ています。               (山本) 

旬のお気に入りアイスと

つづるコラム(ﾉ≧ڡ≦) 


