ケーキ屋さん
公園でブランコや滑り台が楽しい
(よこせ あかね)

警察官になりたい
LEGO であそんでるよ！
(すえよし しおん)

看護師
お絵かき・ぬりえ
(かねゆき れおな)
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４月２０日現在
子 ども会 員：１７５人
正 会 員： ３６人
参 加 会 員 ： ６人
賛 助 会 員 ：２３２人
３３団体

年度が明けて、バタバタしていたら、向こうの方
から GW がやってきているではないか！って思って
いらっしゃる方、多いのではないでしょうか？かく
言う私もその 1 人。準備をすすめねばならない案件
が山積しているというのに。^^;
るかな？くらいの感じだったのかもしれません。昭
先日、今年度最初の授業に行ってきました。帰り 和だったら許されていたことが、平成になって世間
がけに寄った事務室で、「先生、もうベテランです がうるさくなったくらいの受け止めだったのではな
ね！」と声をかけられましたが、週に 1 度しか登校 いでしょうか。聞けば、学歴も・経歴もスゴイ人な
しないのですから、そう簡単に慣れるわけもありま のだとか。実にもったいないことです。早くから出
せん。それどころか、初対面の人間を 30 人相手にす 世しすぎて、誰からも注意されなかったのか？ある
ると思うと、初日はめっちゃ緊張します。やんちゃ いは、組織全体がそういうことを容認するような体
系、オタク系、オシャレ女子…どんな子が来ている 質なのか？そういえば、昔、ノーパンしゃぶしゃぶ
んだろう？どんな風に一人一人と絡もうか…など、 接待で話題になったのは、財務省の前身、大蔵省で
頭の中でいろいろ思いを巡らせます。でもまずは、 したっけ？！100 歩譲って、変なところでバランス
生徒一人一人をよ～くみるところから。こんな風に とらなきゃいけないほど、精神的に追い詰められる
始まる新年度ですが、このワクワク・ドキドキ感、 ような仕事をしてらっしゃるのだとしても、下品す
わりと好きです。
（笑）生徒の方も始まって 2 週間、 ぎます。第一もしそうであるなら、省内の働きかた
多少なりとも緊張した状態で毎日を過ごしていると を早急に見直すことが求められます。厚労省は、ま
思います。別に悪い意味じゃありません。ある程度 ずは官僚のみなさんに、ワークライフバランスの意
の緊張感は、むしろあった方が、配慮や気配りがで 義について、しっかりご理解いただけるよう努める
き、うまく関係性も築けると思います。とは言え、 べきだと考えます。
自分が生徒の時には考えたこともありませんでした
今月、ザ・ニュースペーパーが新しい DVD 発売
が、当時も先生方は同じような思いで生徒と関わっ
「財務
ておられたんでしょうね。人数が多かっただけに、 で取材を受けた際に、メンバーの山本天心が、
省、厚労省、防衛相の三位一体となった文書・デー
大変だったでしょう。
（笑）
タ問題。私はこれを『政界のパシュート』と呼んで
一方、緊張感の無いセクハラおやじが今、マスコ いる」と笑いをとっていたそうですが、さすがです。
政治家・官僚のみなさん、変なことばっかり言っ
ミを賑わせています。ホントに緊張感が無いですよ
ね。たぶん、彼にとっては日常会話、下ネタ、ウケ てると、ニュースペーパーのネタにされますよ！

胸を張り足の裏をしっかり地面につけて歩くと

心と身体の姿勢が良くなる

あなたの体にポジティブな電流が流れます

ポスチュアウォーキング

あなたも知らない間に幸運を引き寄せる

そして続けていくとやがて
ポジティブな体質に変化します
その最初のスイッチこそ、美しく歩くことなのです

講師

体はあなたの味方です

（一社）ポスチュアウォーキング協会認定講師

ポスチュアスタイリスト

佐藤 泉

【日 時】5 月 15 日(火)19:30～21:00
【場 所】YYY 事務所
【参加費】1200 円(おやつ付)
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GW の後に来る「母の日」
。毎年ギリギリお店に
駆け込んじゃう、そんな私たちにつよぉ～い味方!!
(社)日本フラワーデザイナー協会講師で、フラワー
アレンジメントよこやま主宰横山由美子さんに、ひ
と足お先に母の日のフラワーアレンジメントを教
えていただいた。
横山さん、長～くお花の仕事を続けられており、
定期的にお仲間とプチ・ア・プチというイベントも
行っているのでお知り合いも多いらしい。この日も
始まる前から、「以前お花を習った」とか「○○さ
んを誘ったら知り合いだと言われた」などポンポン
飛び出す。ご自宅が事務所の近くという事もあり、
話が盛り上がる。
この日作ったのは、カーネーションを 5 本使った
トピアリー。まずは土台となるオアシス。正式には
吸水性スポンジと言い、使う分だけカッターで切
り、水をはったバケツに入れ自然と水を吸うの待つ
のが正しい扱い方だそうだ。無理に水に押し込んだ
り水をかけると中まで吸水しないので NG らしい。
次に花の差し方。カーネーションを半球の形に整
え、器とのバランスを考えて茎を切る。オアシスに
刺す根元は、できるだけ斜めに細く切るのがコツ。

次にアイビーを好きなようにカーネーションに
巻きつけ裏ワザで紐の仮止めをし、アクセントのリ
ボンや蝶のアクセサリーを選ぶ。あーだこーだ言い
ながらいろいろなリボンや蝶の色を選ぶのは超楽
しい!! 細いリボン、ワイヤー入りリボン、透け感
のある物など、リボンひとつで印象が変わる。
横山さんも「正解はないので、好きにアレンジし
てくださいね」と声をかけて下さる。基本を示しな
がらも、オリジナリティーも認めてもらえると俄然
やる気になる私たち(笑) おかげで同色の花を 2 色
に分けあったり、花に段差をつけたりと枠にはまら
ずのびのび作れて楽しいっ！！感覚でパパッと仕
上げる人、じっくり配色などを選びながら取り組む
人と、作る姿にもその人らしさが出ていた。
ドライフラワー等も扱い、いろいろなフラワーア
レンジをされるそうだが、「生花をいけていると不
思議と元気がもらえるんです」と横山さん。このお
花のパワーを愛する母にもおすそ分け!! 来年は、こ
の作る楽しさを母に体験させてあげるのもいいか
もね！とちょっと気の早い計画も浮かんだ今回の
おとな塾だった。
(山本さなえ)

「どうしようかなぁ」「ああしようかな
ぁ」と考えている間に時間が過ぎまし

横山さんは「生花をいけるとパワーをもらう。」と
のこと。

た。いろんな色があって花もリボンも
飾りも選ぶのがすごく楽しかった!!
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6 月 15 日（金）
くれ絆ホール
18:30 開場 19:00 開演
一般おとな 2500 円
（当日 3000 円）
一般こども 1500 円

YYY の前身「おや子劇場」の時代から交流のあったタケこ
と新井武人が、プロのアコーディオン奏者となって、仲間を
引き連れまたやってくる！ その名も Rue de Valse！
軽やかなアコーディオンのメロディーに、かっこいいギタ
ーのリズムと、深みのあるクラリネットの響きが交わる彼ら
の音楽は、パリの街角を散歩しているかのような気分にさせ
てくれる。ワルツやシャンソン、リズムに乗って体が自然と
スイング。どことな～く懐かしい。
15 周年記念「TFC55 コンサート」の coba でばっちり身近
になったアコーディオン。奏者が違えば雰囲気もガラッとか
わる。またまた楽しさと優しさと温もりに満ちたライブをお
届けします。
これまでも、ライブハウスで「Rue de Valse」を楽しむ会
を 3 度開催。もっと多くの方々に、この素敵な音楽と出会っ
てほしい！と、な･な･な･なんと！ 6 月 15 日(金)は、絆ホー
ルでの開催です。
翌 16 日(土)は、おやこで楽しむ幼児向けチビッ子ライブ。
どんなアレンジがされるのかな？？ 待ち遠しい(≧▽≦)
チケットは全席自由席。お買い求めはお早めに‼
(鑑賞部 岡本)

6 月 16 日（土）
ビューポートくれ 中会議室
13:45 開場 14:00 開演
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やわらかくあたたかな存在感で魅了す
るソロのほか、さまざまな楽器とのデュオ・
トリオ・バンド参加、サーカスパフォーマー
や大道芸人との共演など。アコーディオン
の可能性を広げ、キャラクターとしてのセ
ンスを発揮する。どこか遠い物語の世界を
想像させるようなアコーディオン特有の
雰囲気を作品に反映させ、観客とともに
音楽を楽しむパフォーマンス。
これまで coba とのセッションや小泉今
日子への楽曲提供など多彩な才能をもつ
期待の若手奏者です。

一般おとな １500 円（当日２000 円）
一般こども 1０00 円
おやこペア 2300 円（前売りのみ）

皆さん、はじめまして！京都市出身、呉市在住 12
年の町田敦と申します。3 人の女の子の父親で、女
子ばかりの家庭で肩身の狭い中を何とか耐え忍ん
で頑張っています…。三女がつい最近産まれたばか
りで、久しぶりの赤ちゃんのいる生活を、戸惑いな
がらも満喫しているところです。
おーっと、限られた紙幅を自己紹介に大分充てて
しまいました。さて、ここからが本題。私は 5 年ほ
ど前から百姓(農家)になり、呉市のお隣の東広島市
黒瀬町で「黒瀬みのり農園」という農園をスタート
させました！と言っても、私の本業は公務員で、農
業一本で生活していく専業農家ではなく、いわゆる
週末ファーマーです。が、その規模、米作りの田ん
ぼは 3 反(3,000 ㎡＝約 900 坪)、野菜や大豆を育て
る畑はおよそ 2 反と、趣味の範囲は軽く超えちゃっ
ています。
農園のコンセプトは、語れば長～くなるのです
が、あえて一言で言うなら、「農のある暮らしを楽

しもう！」です。そして、私一人がその楽しさを独
り占めするのではなく、自分の家族はもちろんのこ
と、友人・知人をはじめ、普段は農とあまり縁がな
いけれどちょっと面白そうかも！と思っている多
くの方々とも一緒に楽しめればいいなぁと思って
います。田植え、田んぼの生きもの探しや草取り体
験、稲刈り、大豆の収穫、味噌づくり、わら納豆づ
くり などなど、子どもから大人まで農や食にまつ
わる様々な体験を楽しめる、そんな農園です。少し
でも興味や関心のある方は、ぜひ今年の田植え(6 月
上旬)からご一緒してみませんか？もちろん今や貴
重な手植えでの田植えが体験できますよ！

孫ができるなんて最も遠いできごとであろうと
思っていた。子どもたちが成人したころにも、孫が
できることを想像できなかった。子どもたちの結婚
すらないかもと思っていたほどだ。なのに孫 4 人。
なぜ 4 人も孫がいるのか。
私にとって一番大きいと感じるのは、
「劇場」(「お
やこ劇場」＝現「YYY」)の存在だ。40 年以上前、
「劇場」に関わりはじめ、妻ともここで歩み、我が
子どもたちもここに関わり続け、みんなの中で成長
してくれた。親として「ねばならない」「かくある
べき」という確たる子育て方針を持ったわけでもな
いにもかかわらず、子どもたちが立派に社会に関わ
り、親になったというのは、この「関わり」のおか
げに違いない。
「劇場」に限らず、大人も子どももさまざまな場
面でともに何かをし、ともに成長するということこ

そが、子育ての有りようそのものでないか。支え、
助け、寄り添い合うみんながいるということが、家
庭であるのとおなじように。
孫は日々大きくなる。私たちは、その一挙手一投
足に、いちいちにんまりしている。孫と暮らしてい
ないぶん、いいとこ取りをして、幸福感を頂いてい
る。どう考えてもできすぎである。関わってきてく
ださったみなさんに感謝！
今後もよろしくお願いします。(平田徳幸)
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今年の入学式はあいにくの雨。。。でしたが、
天気にも負けず、みんな元気いっぱい入学しま
した！小学校生活、楽しんでるかな？？
今回は、
「おおきくなったらなにになる？」と、
最近のちびっこのトレンドを知るべく（笑）
「今
なにであそんでる？」も聞いてみました！

警察官になりたい
ブロックあそび☆
(くりはら こうた)

宇宙飛行士になる
ともだちと野球！
(うつのみや とうま)

サッカー選手になりたい
好きなのはぬりえ
(しおつき こうだい)
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サッカー選手になりたい
鬼ごっこ！
(みせ あやと)

大きくなったら料理人
エレクトーンに夢中だよ♪
(はらだ こうた)

幼稚園の先生
鬼ごっこするのが好き！
(みちだ そら)
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バスの運転手になりたい！
ブロックでモンスターをつく
って、闘わせるのが好き
(いしだ こうき)

ゆめは昆虫博士
川や山で小さな生き物を
みつけること！とった川
エビを飼ってるよ！
(ながたに あさひ)

小学校の先生
うんていで遊んだり、みんな
で鬼ごっこするのが好き
(くやま せいき)
サッカー選手
サッカーが好き
(まえだ てつひこ)
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に、のほほんとして周りの方々に助けられ、刺激を
もらい続けていました！
学生生活、約 20 年…(幼稚園から院まで)、6 年間
過ごした九州を去り、つぎは関西。
環境も立場も変わることに不安希望不安不安で
す( ˙-˙ )
就職した病院では、年齢も経験も様々な道を経て
集まった新人がいっぱいでした！
そのうちの、2 個上の方から、
「これから何十年と
こんにちは、わっこです(˘ᵕ˘)☆彡はじめましての
方もいらっしゃるかもしれません。(やんちき通信 ある社会人生活なんじゃけ、すぐ社会人ならんで
も、学生でいっぱい経験しとくことはええことよ
163 号にも出現してます笑)
このたび、助産師国家試験に合格でき、24 歳にし (訳：わっこ。実際は関西弁でした)」と言葉をかけ
てもらって、はっとさせられました。病棟には、同
てやっと社会人となりました！
3 月の自分と 4 月の自分の変化ないし、
“社会人” い年でももう 3 年目になる人もおるけど、うちが経
になるって、正直、何が変わるのかわからんのんじ 験してきたことは全部どっかで意味あるものにな
ゃけど、今まで親のすねをかじりまくり、自由奔放 ると信じてこれからがんばろうと思います♪♪

◇西京(さいきょう)焼きっていうけど ◇この間、財布の中身をみたら、福
岡のお店や病院のカードだらけ
住んどる西京区は、にしきょうく。
でちょっぴりしんみり( ´∵｀)まだ
なんでやねん！
もう少し観光気分が残ってます
◆福岡の住んどったとこより、電車
(笑)引越してすぐは、包丁もにぎ
の路線もはんぱなく多くて、車両
らず、外食だらけで、東寺や高台
が長いけ、踏切で待つのも長い！
寺に夜桜みにいったり、都路里の
乗り場につくまでに一苦労！でも
抹茶パフェ食べてえんじょいして
IC カード使えれるのは便利！！
ます♪♪
◇トライアル(福岡の激安 24 時間
スーパー)も藤三もない。チャリこ
いでひたすら住む地域を探検し
てます。
◆寮は今時珍しい(と思いたい)、お
風呂トイレキッチン共同。狭い部
屋でいかにくつろぎ、収納するか
格闘し、毎週のように百均行って
ます。

ぴよぴよ社会人、謙虚に、無我夢中になってやれることがんばってきます！
それでは、いってきまーす⊂('ω'⊂ ))) <33 (わっこ)
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新年度始まってから早くも 1 か月経とうとして
ますね…皆さんいかがお過ごしでしょうか？特
記するような面白いことはないんで、普通に大学
生活のことを書こうかと…。
うちの大学は新歓シーズンということもあっ
て 4 月はいつも以上に活気があります(笑) 高校
を卒業したばかりの新入生が迷いながらも講義
に向かう姿が初々しいですね…。そんな彼らに必
死にビラを渡したり勧誘したりする 2 回生以上の
人たちで毎日賑わってます(笑)
2 年前はビラを渡される側だったのになぁなん
て思っていると、新入生と間違えてビラを渡され
るんですよね。今年は所属してない 15 サークル
からビラを渡される始末です w もうちょっと貫
禄が欲しい…_:( _´ω`):_ そうはいっても自分
も新入生とそうではない人の見分けがつかない

のでお互い様ですけ
どね(笑)
他サークルの立て看
板とかビラを見てい
ると、もっと他も見れ
ばよかったなぁとか
思うんですよね(入るかどうかは別として) とい
うのも美味しそうな食べ物を提供してたり、イベ
ントを開催してたり…今でも新入生に混ざって
一緒に参加したいなーとか思うんですけど、自分
のサークルの方が忙しくてそれどころじゃない
ですね(笑) これから大学に入る予定のある人
は、ぜひいろんなところの新歓イベントを回るこ
とを推奨します(´˘`＊) あ、質の悪そうな宗教団
体とかに引っ掛からないように気を付けて…
by ゆみ

まずは美容院どこ行ってる？から。そしたら姉妹に従妹も皆同じトコ行ってるらしい( ﾟДﾟ)
やっぱり口コミの力?! それから気まぐれ女子の話は、あちこちへ…
ひとりカフェのはなし
あそこのカフェは見晴らしも日当たりも良くて 1 人でも行くっていう人
がいて、1 人でカフェに行けるか？という話に。1 人だとなんだか手持ち無
沙汰でなかなか入れないという人。たまに 1 人で行った時にはガンガン
目で追いまくって人間観察するという人も。私はカフェだと 1 人ではあま
り行きませんが、映画なら見たい作品があれば、1 人でも行きます。（Ｍ）
家でも化粧してる！？
パジャマ着替えるのと同じレベルで化粧も毎朝するのが当た
り前！の人いわく、若いときは良くても歳とったら｢病気?｣って言わ
れるようになるんよ！と。基本、家ではスッピンな私。これから夏に
向けて紫外線に要注意！（Ｓ）
貯金のはなし
テレビで「給料の 1/4 は貯金しなさい」って言ってるの見て実
践してた話聞いて、我が身を振り返った。実家暮らしでちゃんと
貯金してる人、ボーナスだけ貯金してる人、どんどん出て行って
貯まらない私。自分が何にいくら使いよんか手帳の隅にでも書い
てみることにしたよ（Ｒ）
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次回 5 月 10 日(木) YYY 事務所にて
女子なら誰でも参加 OK!

空＠空☆ガ。の

号でご報告したとおり、第 3 子が産まれて、
あっという間に 2 か月がすぎました！はやい！さす
がに 3 人目、よく寝てくれるので大変助かってます
が、おむつ替えてミルクあげて…とすごしているう
ちに、卒園式、謝恩会が無事終わり、とうとう坊ち
ゃまが小学生になりました！
童会に入ったので、なんと入学式より前、4
月 2 日からいきなり登校！家から徒歩 5 分だった幼
稚園と違い、小学校は 30～40 分かかるので、子ど
もだけで大丈夫？事故にあわん？とかなり心配で
したが、入学式までの 1 週間、ママ友が交代で朝つ
いて行き、夕方迎えに行って子どもたちと帰り、通
学路を歩く練習をさせてくれました。助かった！あ
りがとう！！
児童会には PTA コーラスで託児が一緒だった 3
年生のお兄ちゃんもいたらしく、ちょっとでも知り
合いがいると頼もしいよね。コーラスやってよかっ
たよ！
週間後の入学
式はあいにくの雨。
そうえいば卒園式
も雨、年長さんお別
れ遠足も大雨で順
延…となんだか雨
に好かれているよ
うですが(^-^; 本人
たちは気にする様
子もなく、ピカピカの一年生になりました。
そして始まったのが、毎朝 6 時に起きる生活！8
時に到着するために、毎朝 7 時 20 分に出発するこ
とに！坊ちゃまは「平気！」と自信たっぷりでした
が、問題は私だよ(笑) 私は実家が小学校に近く、中
学校は目の前、高校の電車通学だって、駅が家から
徒歩 5 分だったもんだから、そんな早い時間に起き
たことはない！これまでなるべ～く朝ゆっくりで
いい生活を選んできたので(なんて大人だ(￣▽￣;)) も
うツラいのなんの…。おかげさまで、30 年以上生き
てきて初めて、
6 時に起きれるようになりました(笑)
子どものおかげで、やっと大人になっていくわ、私。

して、坊ちゃまは反抗期に突入です(笑)
まぁ世界が広がった感がすごいよね。子どもたち
だけで学校まで行けるようになり、近所の公園に子
どもだけで行っていいよ～になり、一気に行動範囲
が広がっちゃって、すっごい調子に乗ってます(笑)
「おれ小学生じゃし、なんでもできるし、ママいち
いち言わんとってよね！」みたいな、なんていうか、
すっごいエラそう(笑) 腹が立つことも山ほどある
けど、こっちは大人…と自分に言い聞かせながら、
「母さんえらかったんだなぁ」と実家の母に感謝の
気持ちを抱く毎日です(笑)
年度せっかくのご縁だったので、PTA 役員の
文化部に手を挙げました。今どきの役員決めは書面
で出すんですね！手挙げたっていうか、紙に○つけ
て出した…(笑) 懇談会で話し合って決めるってイ
メージだったので、私が子どもだった頃と変わって
きてることもたくさんあるのかな？役員はなかな
か決まらんのかなと思ってたけど、低学年のうちに
済ませちゃおう！って人が多いそうで、1 年生はな
んと定員オーバーでくじ引きでした！
嬢も年長になり、今までず～っと一緒だった
お兄ちゃんのいない幼稚園に通い始めました。最初
はびっくりするぐらい寂しそうだったけど、もう慣
れたみたい(笑) 今年度も元気に楽しくすごしてく
れたらいいなと思います！
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私も新しいママ友できるといいな~(笑)

楽しさ大ばくはつ
おけ丸デイキャンプ 6/10(日)だよ～

4 月 21 日。昨年度の実行委員に声をかけ、その子たち
が友達を誘ってくるというルートで今年度のデイキャン
プの話し合いを始めた。集まったのは小学生 3 人、中学
生 11 人、大人 3 人。実行委員になろうと思った理由は
「前にやって楽しかったから」
「今までやってきたことを
発揮したい」「誘われて楽しそうと思った」「親の圧力
（笑）
」…。やろうと集まったことがまずオッケー◎！実
行委員は意見が言える、決めれるのがいいところの一つ。
声を出してみる、やってみる、まとめてみるなどのチャ
ンスをつかむ場にしたい。が、第 1 回の会議は話がまと
まらず大苦戦。時間ギリギリセーフ！でタイトル「おけ
丸デイキャンプ」を決めるまでたどり着いた。
さあ、デイキャンプに向けてスタート。楽しくみんな
でおいしいカレーを作って、食べて遊ぶぞ～！挟み込み
チラシを見て参加してね！(屋敷こずえ)

旬のお気に入りアイスと
つづるコラム(ﾉ≧)≦ڡ

新学期が始まりました！クラス替えがあり、特に
仲の良い友人と離れたのは少し残念でしたが、メン
バーが入れ替わるというのはとても新鮮な気持ち
になり、ワクワクします。そして、いよいよ暖かく
なってきました。アイスが美味しい季節です。最近
食べた中のオススメは、森永のグラノーラビスケッ
トアイスです。ヨーグルト味のサッパリアイスで、
グラノーラのサクサク感がたまらなく、めっちゃ美
味しかった！絶対リピートします！見つけたらぜ
ひ試してみてください。
さて、先日、私は小中学校で一緒だった親友と 3
人で、晩ご飯を食べに行きました。食べることが大
好きメンバーなので、ご飯が美味しいのは何よりで
したが、1 番楽しかったのは、やっぱり女子ならで
はのお喋りです。世間話から始まって、趣味や悩み
ごとそして将来についてなど、半年以上ぶりに会っ
たものだから話題が絶えません。中でも、かっこい
いなぁと思う人の話は盛り上がりました。
友人の 1 人は、韓国のアイドルグループが好きで
好きでたまらないそうで、良さを必死に伝えてくれ
るのですが、どうしても私には良さが理解出来ませ
ん。もう 1 人は、2 次元の人に恋をしてしまってい
るらしく、さらに私には良さがわかりませんでし

た。一方私はというと、俳優の竹内涼真さんが好き
でたまらないので、必死に良さを語ってみました
が、「好みじゃないわ」と笑いながらキッパリ言わ
れてしまいした。しょうがないので、竹内涼真さん
の話題は、他の友人と盛り上がっておこうと思いま
す。(´；ω；｀)
彼女らと別々の学校に行ってから 3 年目になりま
す。見た目は互いにちょっぴり大人っぽくなったも
のの、やっぱり前と変わらない空気感がとても落ち
着きました。別れの時がとても惜しかったです。も
っと一緒にいたかった！！LINE でやり取りするの
はどうしても限度があるので、やっぱり会って話す
のが心も弾むから良いなぁとしみじみ思いました。
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