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ゴールデンウィークも終わり、本格的に新年度が
スタートした感じの今日この頃、みなさんいかがお
過ごしですか？例年に比べ、日中と朝・晩の気温差
が激しく、沿岸なのに、ここは内陸部って思うくら
い。お年頃のみなさん、お互い気をつけましょうね。
（笑）
今回は、人生ゲームのお話。先日、朝日新聞の天
声人語欄に人生ゲームの記事を発見。懐かしいやら、
嬉しいやら。それによれば、日本版が発売されてか
ら今年で 50 年、これまでに 60 種類、累計 1500 万
個以上が出荷されているのだそう。すごいですね。
ってことで、私とほぼ同年代のこのゲーム、小学校
時代にめっちゃ流行っていました。当時は、お誕生
日会全盛期、4 人以上が集まると、必ずといってい
いほど、やっていたのがこれ。ルーレットを回した
り、結婚や子どもが生まれるというマスにとまると、
車型のコマに、ピン（家族）を増やしていくってい
うのも自分にとっては画期的なことでした。お給料
は職業によってかなり差があり、医者や弁護士だと
高収入ですが、ミュージシャンやフリーターは、そ
の都度ルーレットを回して決めます。めっちゃ不安
定、現実と一緒です。他にも保険に入ってなかった
ら、事故や病気になったときに、たくさんお金を支
払うハメになったり、株価が上がったり下がったり
する度に、一喜一憂する…など、ちょっぴりリアル
で楽しいゲームでした。もちろん、お金が増えてい
くのが一番嬉しかったんですけどね。
（笑）
とてもよくできたゲームです。人生をシミュレー
トするんですから。今、高校の家庭科でも「自分の
今後の人生を考える」っていうテーマの授業をしま

す。どんな仕事につきたいのか？誰とどのように、
どんなところで暮らしたいのか？それにはお金がど
れくらい必要なのか？ザッっと計算してもらうので
すが、自分の将来について、イメージを膨らませる
のはなかなか難しいようです。でも、無理してやっ
てもらいます。それは、自分のことを表現するのが
苦手な子どもが増えている今日、あえて、そういう
機会をもつことが重要だと思うからです。また同時
に、自分についてより深く知り、将来について考え
始める契機になることも併せて期待しています。高
校生がどこまで理解できるのかはわかりませんが、
自分が家族をもったときに、あんな話きいたな！っ
て思い出してくれるといいな！と思います。
でも、人生はゲームとは違い、最後にお金がたく
さん残った人が勝つわけじゃありません。自身が歩
いているプロセスこそに価値があり、どんな状況に
なろうともそれを楽しまないともったいない！って
ことに気付いてる人はみんな、幸せを実感できる勝
者なのだと、個人的にはそう思っています。

育メン・家事ダンも今では珍しくなく

男女共同参画基本法が制定されて 19 年！ 女性議員、女子管理職もちらほらいらっしゃる今日

男女共同参画って
どれくらい進んだの！？

この頃。

19 年前に考えられていた理想の男女共同参画社会
になったのかっ！？
おなじみ、礒田先生にズバリ解説いただきます！

講師
広島文化学園大学社会情報学部グローバル学科教授

礒田 朋子

【日 時】6 月 12 日(火)19:30～21:00
【場 所】YYY 事務所
【参加費】1200 円(資料・おやつ付)
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皆さん、毎日歩いていますか？今回のおとな塾は
一般社団法人ポスチュアウォーキング協会認定講師佐
藤泉さんを講師に“ポスチュアウォーキング”を体験
しました。
「若い人も年配の人も、筋肉を鍛えることでスタイ
ルをキープし、将来杖をつかないで歩ける身体を作る」
のに効果的なポスチュアウォーキング。
「日常生活の中
で、美しい姿勢で美しく歩く」歩き方が即実践できる
know-how を教えていただいた。
まずは準備運動で全身ほぐし。首をゆっくり回す時、
思いもよらない鈍い痛みが…。最近は、スマホや PC
の操作で知らず知らず首に負担をかけているので、頭
の重さでコロンコロンと首を回す運動が効果的なのだ

カカトから足を着き、前に出した足に（船を前に進め

そう。それから肩甲骨を絞る。足のつけ根（鼠径部）

るめる時に竿を川底に突き刺し押し出すように）体重

をこすってリンパを流し、足のつま先の上げ下ろし運

移動。後ろ足の裏で地面をぐっと押して蹴るという歩

動。これは転倒防止になるらしい。

き方を意識し、ウォーキングする。慣れるまでは意識

特に変わった動きはしていないのに、何だか思うよ

しすぎて、手と足が同じように出てしまったりとちょ

うに体が動かない。やっぱり運動不足！？意外と動か

っとしたコントになってしまったが、回を重ねるとだ

していない筋肉が多いことに気づいた。
「簡単な動きだ

んだん正しい歩き方が板についてくる。

から家事をしながら合間にすればいいよぉ～(^^♪」と

歩き方のポイントは、
① カカトをつけて、つま先近くにこぶし 1 個分が入

いう言葉に「明日からやろう!」って気になる。
次に、立ち姿、歩く姿を動画で撮影しあい、客観的
に自分の姿勢を見た。ベタベタ歩き、膝が曲がる、足

る「絶体美脚角度」で立つ。
② 1 本の線の上に、カカトを着きながら身体を揺ら

が開く等は使うべき筋肉を使って歩いていないから。

さず歩く。

足の裏を全部使って歩いて、筋力をつける事が大事だ

③ 「腰から歩く」事を意識し、前に進む。

そうだ。特に膝を曲げて歩くと膝に体重がかかって膝

④ 頭を上げて目線を高くして歩く。

を悪くするそうなので要注意！

の 4 つ。このポイントを意識しながら、もう一度動
画を取ってみると、明らかに違いが見える。やっぱり
“知る”って大事だな～って改めて思う。たかが歩き
方、されど歩き方、毎日の積み重ねは大きい！筋肉を
使った正しい歩き方を意識して、イイ姿勢でコケない
歩き方を目指して頑張るぞっ!!
その後、カカトから！ってすごく意識するようにな
ったよ。気を抜いたらいつもの歩き方になっててハッ
とすることはよくあるけど(^^;)という声も聞こえて
(山本さなえ)

いる。

※他にもメンズコース、産後ダイエットコース等も。
広、三条でレッスンあり。興味ある方は佐藤さんまで。
(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
連絡先：090-9462-2609
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お久しぶりの『マッキー&しるこのおやつ』今回は、なんと人参をスリスリして、カップケーキにしちゃいます。
保育園のおやつにもなっていますよ。離乳食のおやつは、人参粥に！簡単に作れちゃうので、お家でも作っ
てみてね。（しるこ）

【材料】 ※カップケーキ８個分

① にんじんは皮をむき、すりおろしてレモン汁を加え

② ボウルに卵を割りほぐす。砂糖を加えて泡だて器

る。小麦粉とベーキングパウダーをふるう。

でよく混ぜ合わせたら、サラダ油を加えてしっかり
混ぜ合わせる。

③ ②に①のにんじんを混ぜる。①

④型に流し入れてオーブンで３０分

の小麦粉とベーキングパウダー
を加えて、ヘラに持ち替えてさ
っくりと混ぜ合わせる。

ほど焼く。竹串をさしてみて、生
地がついてこなければできあが
り。

かたいにんじんは、加熱す
ると楽にすりおろせます。ラッ
プをして電子レンジで 500W
で 4 分くらい、または鍋で丸
ごと水からゆでて沸騰してか
ら 3 分くらい加熱します。
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皆さん、こんにちは！5 年ほど前から呉市のお隣
の黒瀬町で「黒瀬みのり農園」をスタートさせた週
末ファーマーの町田です。
今年で 6 回目となる米づくりは、4 月の種もみの
浸種(水に 10 日間ほど漬けて目(芽？)を覚まさせる
工程)に始まり、5 月の現在は、苗代(稲の苗を育て
るための田んぼ＝苗たちの保育園)で苗たちがすく
すく育っているところです。言うまでもなく、米づ
くりは 1 年にたった 1 回しかチャレンジできませ
ん。ぞれぞれの工程で失敗してしまうとなかなかリ
カバリーができないので、毎年が 1 年生のような新
鮮な気持ちで緊張感を持って取り組んでいます(そ
れでもやっぱり失敗は尽きません…泣)
さて、苗代で育った苗たちを広い田んぼに一人立
ちさせるのが「田植え」です。黒瀬みのり農園の田
植えは、昔ながら(農薬や化学肥料に依存した現在の

毎回、酒蔵から想いの塊を書き出してゆく、水龍
のお蔵出し。今回も宜しくお願いいたします。
呉市吉浦の造り酒屋「水龍 中野光次郎 本店」の
中野と申します。
弊蔵は清酒を製造するのが生業。そのため商売の
相手は成人のお客様をはじめ、酒販店や、卸業、飲
食店、スーパー、デパート etc が主です。
ところが最近、未成年の方たちとお仕事する機会
が増えてきました。我々としては、これまで接点の
無い世代との関わりでとても嬉しく思っています。
いずれも地元吉浦の生徒さんたちですが、小学校
低学年は“まち探検”として、町内の主要な場所や
建物を巡るなかに弊蔵も入れてもらっています。毎
年 6 月なので、既に酒造りは終わっていますし、梅
雨時季でお天気が悪いこともありますが、酒造期の
終わった蔵の中を見学します。
初めて見る蔵の中は非日常感がありワクワクす
るようです。子どもらしい純粋さもあってか、様々
な感想が聞かれます。
もうひとつ、地元の中学生さんが関わる企画が。
生徒さんがデザインしたラベルのお酒を町内限定
発売するというものです。

農法より前)のやり方で、大きく育てた苗を 1 本ずつ
大切に手で植えています。農業を知っている方から
は、
「手植えなんて(非効率でしんどいことを)、よく
やるね～」と呆れられます。確かに、効率や作業負
担の面から見れば、大きな田植機でサッと終わらせ
る方がよいに決まっています。でも、断言できます。
土や水、草花や生き物たち、風や風景といった田ん
ぼまるごとを全身でしっかりと感じること、そして
大勢で一緒に体を使ってやることで得られる楽し
さや充実感では、機械植えは手植えの足元にも及び
ません。
6 月 9 日(土)・10 日(日)田植えイベント開催！にぎや
かに楽しく、初めての方や子どもも大歓迎！

絵が得意だったり、色塗りが好きだったり、複数
の手が加わり 1 枚のラベルが出来上がります。
720ml・300ml のラインナップで、町内の酒屋さん
やスーパーで販売されます。これは中学校からの提
案で始まったもので、「地元を知り、愛着を持って
地産地消を学ぼう」とする学習の中から生まれまし
た。
「自分たちがデザインしてたものが、1 月足らずで
商品になり、店先に並び、お客様が手にとり、買っ
てくださる」という現象を目の当たりにして、生徒
さんたちは 社会との関わり、自身の価値を感じま
す。
町の活性化にもつながり、自分の関わりで町が動く
貴重な体験です。子どもたちの大事なアイデンティ
ティが組み上がる一因になれば嬉しく思います。
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5 月 26 日(土)16:00～
ビューポートくれ

昨年度 15 周年でこれまでの活動を振り返り、次
の周回に入った YYY。今回の総会は、生後 3 か月の
赤ちゃんから 70 代！？までと、いつもながらに幅
広い参加者とともに開催しました(笑) 1 歳になった
ばかりの子もよちよち歩き、場を和ませてました。
今年度は 15 事業が提案され、無事、承認されま
した！
最初の鑑賞は、1 月の TFC が大好評だったことも
あり、同じくアコーディオンで、呉でも何回か大盛
り上がりのライブを開催した実績のある、Rue de
Valse。豪華に“くれ絆ホール”ですよ～！翌日に

はチビッ子ライブもあり、親子で楽しめます♪
そしてそして、YYY のまわりでは昨年から出産ラ
ッシュ！？だったので、久々やります『あなたがう
まれるまで』。なんと『THE NEWSPAPER ミニバ
ージョン』も！皮肉なことに日本の政治は今ネタだ
らけ(笑)どんなキャラが飛び出すのか！？
子どもの活動は、さっそく 6 月 10 日のデイキャ
ンプから。子どもたちが準備してる様子は 12 ペー
ジをご覧ください。
2018 年度も盛りだくさんで。皆さん、ぜひぜひ
ご協力ご支援、よろしくお願いしますね！
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10 日(日)デイキャンプ：呉市野外活動センター
15 日(金)Rue de Valse：くれ絆ホール
16 日(土)Rue de Valse チビッ子ライブ：ビューポートくれ

7 月 20 日(金)～市内 11 校ほか
星空映画会『実写版忍たま乱太郎』
10 日(金)～12 日(日)
高学年キャンプ

9 月 14 日(金)・15 日(土) 人形劇
『あなたがうまれるまで』
10 月 16 日(火)
THE NEWSPAPER
～ミニバージョン～
11 月 4 日(日)
忍者まちをはしる
23 日(金・祝)
秋のかわらでいも煮会
2月
3月

雪あそび
和菓子にチャレンジ！

毎月 1 回火曜日
19:30～21:00
講座やミニコンサート、お茶会
やほかにも色々。おとなが楽し
む部活動(笑)お気軽にお問合せ
ください。

市内(調整中)
くれ絆ホール
市内(調整中)
二河峡公園
やわたハイランド 191 リゾート
市内(調整中)

日程は変更になることがあります。
最新の情報は、やんちき通信、ホームページ、
Facebook でチェックしてくださいね！
公式 LINE＠でもお知らせをお届けしていま
す。お友達になってね！！

(特)呉こども NPO センターYYY
呉市中央 3 丁目 11-12PAN ビル 3F
TEL：0823-24-5646
WEB：http://kure-yyy.org
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懸念されていた雨もすっかり上がり、空が青く澄
み渡った 5 月 4 日。呉ポートピアで「呉子ども祭り」
が開催され、園内は多くの家族連れで賑いました。
長い歴史を持つ「呉子ども祭り」ですが、呉の高
校生たちが子どもたちのために企画、準備、そして
当日の運営を担当します。今回も昨年末から話し合
いを重ねてきました。
市呉や宮原など呉市内の高校 10 校以上が参加。
代表者が数名ずつ集まり、KSF（呉学友会）部会と
いう会議で、各校及び KSF がどんな催しで子ども
たちを楽しませるかについて話し合いました。

それぞれ創意工夫をこらした企画が出される中、
私たち三津田高校は、小さなゴムを編んでブレスレ
ットやネックレスを作る「ゴム編み」と色紙で作っ
たミニこいのぼりに自由に絵を描いたり、鱗をはり
つけたりする「つくろう・こどもの日」という 2 つ
の工作を担当しました。

一方、KSF は、ガレージ前広場で行うジャンボカ
ルタ大会と、缶バッジ作り、着ぐるみダンスをする
ことになり、私は着ぐるみダンスを担当しました。
メンバーは 11 人、計 6 校の生徒からなっていま
す。曲目は「すてきなワンダーランド（しまじろう）」
「サンサン体操」
「恋」
「エビカニクス」の 4 曲。子
どもたちが一緒に楽しんで踊れるものを選びまし
た。練習は月に 1 回だけ、しかも、他校の生徒ばか
りだったので不安な気持ちが大きかったのですが、
限られた時間の中、何度もリハーサルをするうちに
メンバーとの絆が深まっていくのを感じました。
そして迎えた本番。100 名を超す学生ボランティ
アが、いよいよ始まる「子ども祭り」に胸を膨らま
せているようでした。メンバーとの最終確認を終
え、いざ発表の場へ。ステージに立つと想像以上の
人・人・人！でも曲が始まるとたくさんの子が一緒
に踊ってくれて、その純粋な笑顔に心が和らぎ、多
少のミスもありましたが、なんとか大盛況のままダ
ンスを終えることができました。
催しの方も人が途切れることはなく、子どもたち
はこの祭りを楽しんでくれたのではないかと思い
ます。私自身もとても楽しかったです。普段なかな
か子どもと接する機会がないので、今回の祭りのテ
ーマである「えがおで☆はいたっち！」の通り、子
どもたちが“はいたっち”を求めてくる姿は可愛ら
しくとても癒されました。
初めは不安でしたが、今は最高の仲間と出会え、
素晴らしい経験をさせていただいた事に喜びを感
じています。私はこの思い出を一生忘れません。来
年もぜひ参加したいと思います。
(三浦美寿)
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自分は今回初めて、このボランティアに参加しま
した。呉こども祭は、呉市内の高校生の有志によっ
て結成した呉こども学友会によって企画運営され
ます。学友会では昨年 12 月から半年かけて準備を
してきました。
自分の高校では、昨年好評だったゴム編みとこい
のぼりの形をしたメッセージカード作りのブース
を開きました。当日、3 万人以上という来場者に驚
きました。ブースに来てくださる方が多くて、良か
ったなという反面、1 日中忙しかったです。
でも子どもたちの笑顔や一生懸命作っている姿
を見ると準備したかいがありました。そんな中、自
分は休憩時間に、自前のカメラで他校のブースやス
テージ発表の様子を撮ってまわりました。みんなが
この日のために準備してきた努力がわかる、子ども
たちが心から楽しんでいる様子、圧巻のステージ発
表などたくさんの写真が撮れました。後から見返す
と、あれこれ思い出し、本当にすばらしい行事だっ
たと改めて思いました。

今回この活動
を通して学んだ
ことは、2 つあり
ます。ひとつ目は
他校との連携の
大切さです。お互
いに協力しなけ
れば成功にはつ
ながらなかった
なと思います。
ふたつ目は、本
当のボランティ
アとは何かとい
うことです。自分
がただ活動するだけでなく、それにより他者にどの
ような良い影響を与えていくか考えながら活動す
ることが大切だと思います。例えば、今回子どもた
ちにメッセージカードを作ってもらったのは、お父
さんお母さんへ日ごろの感謝の気持ちを書いてほ
しいという思いがあったから。そうすることでブー
スに来てくれた子どもたちだけでなく、大人も何か
いい思い出になると思ったからです。このボランテ
ィアで学んだことをこれからの学校生活や生徒会
活動に生かしていきたいです。
(後藤俊介)

いいお天気で、子どもたちもめ
いっぱい楽しみました～！ブース
の数がすっごく多くて、たくさん
の方が関わってる！友だち親子と
2 組で参加したら、あちこちで知
り合いに会う会う(笑) 連休に遠
出はできないけど…のファミリー
に は 人 気 の お 祭 り で す ね (^^)/
来年も楽しみ！(まゆまゅ)
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は呉三津田高校 2 年の芥川愛花里です。昨年か
ら YYY の学習支援ボランティアに参加させて頂い
ています。学校では生徒会執行部に所属しています
が、皆のように部活動を頑張ったり、コンテスト等
で良い成果をあげたり、というようなことができて
いないのを引け目に感じていました。何か自分にも
頑張れることを模索していたとき、友達のフィリピ
ン研修の発表を聞きました。そこで、私も海外へ出
て自分の置かれている世界を知り、目指す未来像を
探求することを頑張っていきたい、と強く思い、海
外研修プログラムについて調べ始めたのです。
学期ということもあってか、連絡黒板には様々
な海外研修の募集が貼られていました。始めはどれ
に応募するか迷いましたが、最終的に私はカンボジ
アスタディツアーを選びました。カンボジアへ行っ
て、現地の人々との交流を通してカンボジアの抱え
る社会問題を捉え、これからの行動に役立ててい
く、というのがツアーの目標です。私の将来の夢は
教師になることですが、ツアーの要項からカンボジ
アは教育問題を抱えていることが分かり、それを理
解することは自分の夢にも繋がってくると考えた
ため応募を決意しました。
しかし、そのツアーの定員はたったの 10 人。加
えて対象者は全国のユネスコスクールの生徒です。
その 10 人に果たして私が入ることはできるのでし
ょうか。そこで決意が揺らぎかけましたが、先生の
「手を挙げなければ何のチャンスも掴めない」とい
うお話を思い出し、改めてこの挑戦への決意を固く
しました。

募に必要なものはツアー参加の申し込み表、学
校推薦書、そして 800 字以内の応募動機です。この
応募動機によってツアー参加者の選抜が行われる
ようでした。応募動機はカンボジアの教育の現状を
見て、自分のこれからに繋げることでしたが、それ
だけでは到底 800 字に届きません。そこで、中学の
社会科の授業で、発展途上国の就学できずに働く子
ども達の映像を見た経験を加えて書き上げました。
自分ではよく書けているのでは、と思っていました
が先生の反応は予想以上に悪いものでした。アドバ
イスを聞くと、一貫性がない、結局何がしたいのか
分からない、カンボジアでないといけない理由が入
っていない、などたくさんの改善点があることが分
かりました。この日から、私の長い推敲の日々が始
まったのです。

ず私に足りなかったのは知識だと考え、私はカ
ンボジアについて調べ始めました。すると、カンボ
ジアの様々な社会問題が分かってきました。そこで
私は重要な課題を勝手に教育問題に限ってしまっ
ていたことに気付きました。何がその国にとって深
刻な課題であるかは現地の人々が決めることです。
この気付きから私にはグローバルな視野が欠けて
いると分かりました。また、ツアーで視察する予定
の世界寺子屋運動に興味をひかれたので、それにつ
いて調べ、カンボジアでの学びをどう生かすのか考
えました。
が付けば添削の回数は 6～7 回にも及び、よう
やく私の応募動機は完成しました。しかし、まだ戦
いは終わってはいません。推薦書の作成、応募動機
の添削と、私のために時間を割いて支えて下さった
先生方に報いるためにも、ツアー参加者に選ばれる
ことを願うばかりです。
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GW も終わり、みなさんも学校
や職場での新しい環境に少しず
つ慣れ始めた頃でしょうか。実は
私も、部署を異動になりました！
（といっても、勤務地は東京のま
まですが…）
昨年は営業系の部署で 1 年過ご
しましたが、この 4 月から広報を
担当することになりました。広報
の仕事は、取材の同行・SNS や
HP の管理など想像しやすいもの
から、社内 PR 動画の編集・着ぐ
るみ管理・著作物利用申請の管理
など「何それ！？」なものまで、
かなり幅広いです。発信すること
に関しては、YYY で記事を書か
せていただいていたことが力に
なったかな？と思うこともあり
ますが、正直まだまだ出来ない仕
事だらけで、GW 過ぎても全然仕
事に慣れません。新しいクラスに

馴染めない子がいたら、私も仲間
です。焦らずいきましょう(笑)
GW はリフレッシュも兼ねて、
日帰りで香川県の小豆島に行っ
てきました。小豆島といえばオリ
ーブが有名ですが、実は他にもた
くさんの観光名所がある、魅力的
な島なのです！
ジブリ映画「魔女の宅急便」の
実写版ロケ地だったそうで、キキ
になりきって写真撮影できるよ
うに、ホウキの貸し出しなどがあ
りました。私もスマホの連写機能
で撮影！どうですか？飛んでい
るように見えるでしょうか…？
また、島全体が海外のような雰
囲気で、すごくオシャレでした！
とても日帰りでは、島内を見足り
ないくらいです！島内の移動は、

車が無ければバスになるので、行
かれる方は、必ずバスの時間を確
認しながら動きましょうね！
ゆっくり休んでからだも心も
満タンにしたので、また次の祝日
まで(遠い…)がんばります！

空＠空☆ガ。の

さて、坊ちゃまの入学からあっという間に 2 カ月
になろうとしています。6 時起きはキツい(;´Д｀)
でもおかげで、夫の弁当が復活しました。3 文の得
とはよく言ったもんだ(笑)
赤ちゃんは 3 か月になりました。今が一番子育て
楽しい！1 人目の時は全然楽しくなかった(笑) 必死
だったのかね。今住んでるところの上の階の人が、
うちより半年前に生まれた第 1 子。うちの夫の妹の
ところも第 1 子。それぞれ必死で大変そう。上の階
の人は「今、後追いがひどくて…(;O;)」とゲッソリ
してたりして、私も人から見たらこんなだったんだ
ろうな～と懐かしく振り返れるようになったので、
成長したってことかしら。
子どもの段階が進めばそれはそれで、次なる悩み
がやってきます。先月も書きましたが坊ちゃま絶賛
反抗期！夕方は毎日不機嫌。しゃべり方から幼稚園
時代とちがう。なにその不良っぽいしゃべり方！
「～しといて」とか言おうものなら「なんでな！？」
とか言い返される始末( ﾟДﾟ)毎日イライラ×2。カ

チンときてマジで怒ったら泣いてはぶてるし。その
くせ「抱っこ～」じゃし。でも宿題や翌日の準備は
出木杉くんか？ってぐらいシャキシャキ自分でや
るので、もう私はお口チャックの方がいいかもしれ
ん。
ま、そんなイライラ生活を送っていたら、先日の
初運動会、私が熱でぶっ倒れました(笑)坊ちゃまは
楽しそうに走ったり玉入れたりしておりました！
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5 月 19 日の
実行委員会で
フルーツポンチ
試作したよ！
あまくておいしい～♪

私は、デイキャンプ実行委員長です。今は、6 月
10 日のデイキャンプに向けて、いろいろ計画してい
ます。第 1 回目の打ち合わせは、実行委員長・副委
員長を決めたり、テーマやタイトルを決めたりしま
した。委員長も、副委員長もすんなり決めれたけど、
テーマやタイトルを決めるのは、長い時間がかかり
ました。まずは意見を出し合って、それをくっつけ
たりはなしてみたりしてやっと完成したのが「楽し
さ大ばくはつ！おけ丸デイキャンプ」です。15 人の
意見をまとめるのは大変で、やっと決まったね、さ
あ次は何を決めるんだっけ？と思って次の議題に
うつろうとしましたが、テーマとタイトルだけで終
わりになりました。
1 回目の打ち合わせの後、5 月 6 日にチラシ作り
がありました。やったことがある人は、大体の流れ
が分かっていましたが、初めての人は緊張した様子

【文字数】600 字前後
【原稿料】ちょびっと
【問合せ】TEL 24-5646

でした。印刷機のそうさや、学校・クラス別にチラ
シを分ける仕事など、最初はみんなとまどっていた
けど、最後の方は、皆さくさくやっていました。
19 日の打ち合わせは 7 人で結構少なかったです。
でも、遊び決めは、みんなの意見を合わせて、とて
も楽しそうな遊びを作ることができました。また、
メニュー決めでは、みんなでつくったフルーツポン
チを食べながら、「これおいしいよ。」「オレンジう
まい！！」などと話しながら決めました。フルーツ
ポンチ、とってもおいしかったですよ。参加者のみ
んながおいしいって言ってくれるといいな～。食べ
た後は、当日の担当を決めました。自分がやりたい
ところを主ちょうして決めました。
当日まで 1 ヶ月もないし、みんなで頑張って、
「楽
しさ大ばくはつ！おけ丸（おっけー◯）」なデイキ
ャンプにしたいです。
(小 6 栄井理歩)

やんちき通信では、中高生～大学生ぐらいまでの若者ライターを募集
中。今夢中になっていることや、何気なく日々思ったことなど、ブロ
グみたいに書けば OK！原稿は 600 字前後。ちょびっと原稿料も出る
よ★書いてみたい人は事務局まで電話！
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