６月２０日現在
子 ども会 員：１７０人
正 会 員： ３６人
賛 助 会 員 ：２３１人
３２団体

参加しただけでオッケー◎。
薪割り、火おこし、カレーつく
り、色んなことにチャレンジし
てオッケー◎。
なかまと協力して宝さがしで
オッケー◎。
天気も味方。全部おけ丸。楽
しさ大ばくはつな１日！
だったよ。
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梅雨です。蒸し暑い日が続いていますが、みなさ
んいかがお過ごしですか？今月はいろんなことがあ
りました。大阪北部で大きな地震が起きたり、ワー
ルドカップで日本がコロンビアに勝ったり、米朝会
談が実現したり…と。YYY の方もデイキャンプ、
Rue
de Valse ライブ、ともくんの結婚式…と忘れられな
い 6 月になりました。
中高生は今、期末試験中。終わったら夏休みを待
つばかり…ってことで、今回は、ちょっと高学年キ
ャンプの宣伝。ご存知の方もおられるかと思います
が、YYY の前身はおや子劇場。当時も、舞台鑑賞に
星空映画会、キャンプに子ども市…などさまざまな
体験を通して、子どもも大人も一緒に育ちあおう！
というミッションの元で活動していました。中でも、
力を入れて取り組んでいたのが高学年キャンプ。
高学年キャンプは、私が関わるようになったとき
には既に取り組まれていた事業です。毎年お盆時分
にバス 2 台を仕立て、総勢 80 人くらいでいろんなキ
ャンプ場に行っていたようです。YYY になってから
は、サポートしてくれる青年たちが途中参加しやす
こと、呉市にあるキャンプ場を活用しようやという
ことで、野呂山キャンプ場ですることに。
YYY の キ ャ ン
プの売りは、①中
高生が企画をすす
める！②食べるも
のが美味しい！③
イベントが面白
い！の 3 つです。
イベント内容はネ
タバレになるので

時間一緒に過ごす機会を提供したいと考えるから
です。“異年齢”って言うのがポイントです。かつ
て、私たちの子ども時代にはどこにでも当たり前に
あったものですが、今では、あまり見かけなくなり
ました。彼らと一緒にキャンプをしていると、小学
生は一緒に遊んでくれる中学生が大好きになるし、
中学生は企画・運営している高校生がスゴい！と思
うようになります。高校生は、さりげなくサポート
してくれる青年たちをカッコイイな！いずれあの
仲間に入りたい！と憧れます。それぞれが、ちょっ
と先の自分の姿をイメージできるのです。
また、参加者全員が楽しめるよう遊びのルールも
工夫します。というのも最近は、ゲーム機や、外で
遊ぶにしても、サッカー・野球など既存のルールに
則して遊ぶことが多いように思います。しかし異年
齢で遊ぶとなると、体の大きさや体力、やれること
や情報量の違いに配慮しないと、一緒に遊んでいて
も楽しくありません。なので、参加者の顔ぶれによ
って、ルールは変わります。集団遊びのルールを決
めるプロセスは、他者との関わり方が自然に培われ
る場にもなります。ここ 2 年ほどお休み状態でした
が、今年は高キャンやりますよ！夏休み、一つ楽し
みが増えたでしょ(^^)v

言えませんが、実行委員メンバーは、毎回そうです
が、いろんなゲームを考え、グッズを準備し、当日
は初参加の小学生たちに配慮しながら運営してい
ます。すごいでしょ。特に昨今は、日々忙しい中高
生。部活や塾、習い事の合間に時間をつくり、いろ
んなアイディアを持ち寄ります。今年は、高校生ば
かりということもあり、みんなの意見を上手くまと
めながら企画をすすめています。
なんで、YYY がキャンプにこだわるのかと言う
と、それは、子どもたちが異年齢の集団の中で、長
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男女共同参画社会を目指して制定された法律が
男女共同参画基本法（平成 11 年 6 月 23 日施行）
。5
つの基本理念を掲げ、国や国民が果たすべき役割を
定めて 19 年。果たして社会は変化したのか？講師
は、年に 1 度は会いたい！お馴染み広島文化学園大
学の礒田朋子先生。
「結果から言えば、参加は増えたが参画は…。」
と礒田先生。確かに女性の管理職は増えたし、街中
では子どもを抱いて歩くパパの姿も見かける。それ
でも欧米諸国と比べたら、まだまだな感がある。も
ともと男女共同参画という概念は、国際協調の中で
生まれ、日本では、外からの圧力に押されて進んで
きた経緯がある。
各国の社会進出における男女格差を示す指標に
ジェンダーギャップ指数（GGI）というものがある。
日本は、2015 年の 101 位から、翌年、111 位に落
ち込んだ。その大きな要因は、管理職と議員の数。
女性の管理職比率は 126 か国中 96 位。女性議員の
比率は世界で 140 位。ワーストを争う韓国でさえ女
性の大統領が…いたよね。女性が少ない=男性と上
手くやっていく事に精いっぱいとなり、女性に優位
な条件を通す事ができない。このような不利な条件
を是正して初めて活躍の機会の平等が得られる。ア
ファーマティブアクション（弱者集団の不利益な現
状を、歴史的経緯や社会環境に鑑みた上で是正する
為の改善条件）として、女性議員の割合に配慮して
いる国もある。日本でも、女性の政治家が増えると
いいな！きっと、何か変わってくるはず。
生活面を見てみよう。男性の家事育児参加が進ん
でいるのは、やはり短時間労働者が多いスウェーデ
ンやノルウェー。フ
ランスは、家事の外
注化が進んでおり
公的サービスもし
っかり使っている。
最近は日本でも出
産直後、数日だけ休
暇を取る人は増え
ているそうだ。母親
の大変さを知るく
らいの効果はある

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員と
して、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動
に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経
済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、
共に責任を担うべき社会」を指す。

と思うので、とにかく取ってみるべし！世界的に見
て、男女共同参画がすすんでいる社会の方が、少子
化対策も功を奏しているようで、母親業を一生懸命
にしようとする国ほど、子どもが増えない皮肉な結
果となっているのだとか。特に韓国、日本など東ア
ジアでは、女性の適応能力が高く、与えられた環境
で楽しむ能力に長けている、つまり、主観的幸福度
が高いため、男女共同参画、超遅れの国となってい
る。その割に女子会で聞く話は、愚痴や不満が多い
気もする。
（笑）
でも今のままでいい訳はない。仕事と主婦業を同
時にこなさなければならない日本では、負担軽減策
として介護やハウスクリーニング等で外国人労働
者のお世話になる事が増えている。彼らの人権は守
られているのだろうか？日本全体で非正規雇用が
増え、子どもが持ちにくい今の状況をどうするの
か？結婚しない人、婚外子の家族など、いろいろな
状況の人がみんな幸福を感じられているのか？課
題は多い。
幸福感を感じている人がジェンダーを考える時、
自分の周りだけではなく社会全体を見てみると理
解しやすくなるのでは？自分が「あたりまえ」と感
じている事が、当たり前ではない事が意外と多い。
まずは、いろんな事を知っていろんな見方をしてみ
る事から…だから皆さん、おとな塾にも来てくださ
いね（笑）
(山本さなえ)
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オトナが遊ぶ
あなろぐげいむ
講師：大石裕太さん（遊び人）
詳しくは、挟み込みチラシをご覧ください。

3 月 26 日(月)の朝日新聞フォーラムに「ランドセル 重くない？」という記事が載っていました。この記
事に多くの反響があったそうで、5 月 28 日(月)には、その寄せられた声が紹介されていました。わが家に
もこの春から小学校に入った子がいます。私が小学生の頃と比べて、大きさも大きくなってるランドセル、
そんなに重いのか、実際に小学生の子を持つ親として、考えてみました。

その記事で取り上げた調査によると、ある学童保育施設で 16 人の
児童の荷物の重さをはかってみたところ、平均で 4.02 キロだったそ
う。4 キロはまだ軽い方で、別の調査では最大 9.7 キロを背負う 1 年
生もいたとか。脱ゆとり教育で教科書のボリュームが増えたことが原
因のようです。ビックリして、わが家もはかってみることに。結果は
こんな感じ→。この記事と比べると軽いかも？ですが、これに毎日 1
リットル入りの水筒(ケースと水筒本体込みで 1.5 キロぐらい)を持って行き
ます。それで 5 キロ超え。さらに月曜と金曜は体操服、シューズ、給
食エプロンなどの入った手提げ袋も。そのうち絵の具道具や習字道具
も持って行くようになることを考えると…。しかも、通う学校は学区
が広く、多くの児童が 30～40 分かけてその荷物を運んでいます。大
人でも辛いですよね…。ちなみに、事務所である日高校生のリュック
をはかったら 8 キロでした。まだ軽い日だったらしいよ(￣▽￣;)

小中学生が体重の 10％以上の
荷物を背負うと背中や腰を痛める
おそれがあるというデータもあるのだと
か。筋力のない低学年のうちから重い物を
持ち続けると、姿勢が悪くなるという整形
外科医も。また筋肉が強張って運動不足に
なったり、肩こり・頭痛が原因で集中力が
続かない、落ち着きがなくなる、といった
ことも起こりえるそうです。

3.4kg

04 日(月)

3.8kg

05 日(火)

3.6kg

06 日(水)

3.2kg

07 日(木)

3.6kg

08 日(金)

3.6kg

11 日(月)

3.5kg

12 日(火)

3.3kg

13 日(水)

3.7kg

14 日(木)

3.4kg

15 日(金)

3.4kg

17 日(日)

3.2kg

19 日(火)

4.6kg

20 日(水)

2.9kg

21 日(木)

3.9kg

22 日(金)
3.7kg
↑平均 3.55kg
※日曜参観のため、17 日
登校、18 日代休でした。

千葉県流山市では議会で取り上げられたことか
ら、家庭学習に必要のない副教材は学校に置く、重
い道具は分散して持って帰るなどの負担軽減策が
各学校に通知されたそう。次の議会では「置き勉」
を積極的に認めるよう働きかけていくのだとか。
＊朝日新聞「フォーラム」2018 年 3 月 26 日付朝刊
＊朝日新聞「フォーラム」2018 年 5 月 28 日付朝刊
＊子育て知恵袋「ランドセルが重すぎる！」教科書を小学校に置い
て帰っちゃダメ？
＜https://www.kosodate-chiebukuro.com/entry/randselomoi＞
(参照 2018-06-20)

01 日(金)

子どもたちは、
「1 年生になったらランドセル」み
たいな憧れがありますよね。荷物の詰め方の工夫
や、家でできる肩や背中のケアもあるようなので、
それに取り組みつつ、荷物を減らす方向へも声をあ
げないといけないのかも。流山市の取り組みは、小
学生の子を持つ女性市議の質問から実現したのだ
とか。それ聞くと、礒田先生の言ったとおり、議会
に女性が入るっていいじゃん！って思ったり。
家庭学習の習慣づけのため全部持ち帰る…のも
わからなくはないですが、身体壊しちゃ学習できな
いからね。子どもたちにとってなにが一番いいの
か、呉市の議員さんも、次の議会で小学生の荷物の
重さ、議題にあげませんか？(笑)
(宇都宮)
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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。
まだ寒暖を繰り返していた 4 月の半ばから 1 ヶ月
半ほど、父親が入院しました。4 年前に心臓の手術
をして以来、やや長めの入院となりました。
いろいろな処置を間近で見て、医学の進歩に感動
しながら病床の父と向き合いました。
よく考えたら、こんなに父と密接に触れ合ったの
は幼稚園児以来のこと。元々父は寡黙で厳格な職人
タイプで、それ故に会社運営もバブル崩壊後の荒波
をどうにか乗り越えてきたといえます。幼少の頃か
ら軽い冗談も言い合えない父が大きく怖くもあり、
私にとっては近寄り難かったものです。
親子仲は良かったのですが、踏み込めない、何と
なく壁を感じていました。でも男親と息子なんてそ
んなもんだと思っていました。更にひと年とって大

人同士になってからは、より気
を遣いすぎた関係になってい
ました。
たった 1 ヶ月の間に、人はこ
んなに変わるのかと思うほど、
弱弱しくなっていく父に、私は
数十年ぶりに（無抵抗なのを良い
ことに）これでもかと触れまく
りました。抱く、摩る、拭く…
触れ合えなかった分を取り戻
すように。自分の子どもと触れ合うように。
親が弱っていくのは切ないけれど、見方を変えれ
ば、もう一度触れ合い直すきっかけなのかもしれま
せん。同年代の人たちと「わしらもそういう年代に
なったねぇ」などと、自分だけが特別な環境ではな
いことを思いながら。
赤ちゃんの時にしてもらったことを、自分の子を
育てながら確認し、それが感謝に変わり、今また親
に返す…なんだか巧く出来ています。次のステー
ジ。ありがたいサイクル。やさしいループ。あたた
かいスロープ。

ちゃんに、聞き手の子ども
たちも、自分を重ね合わせ
て、本当に心配そうな顔に
なります。でも、心配する
（ドロシー・マリノ：さく まさきるりこ：やく ペンギン社） ことはなかったのです。こ
んな勉強なら自分にもでき
を読み聞かせしたくなります。
表紙をひらいた見返しでは、学校用のかばんを用 る、とわかったとき、くん
意しているおとうさんとおかあさんのところに、ベ ちゃんはどんなにうれしか
ッドから起きだしたくんちゃんが駆け寄る姿が描 ったことでしょう。学校の
かれていて、入学する朝の、はずむような喜びが感 最初の日を、安心して楽しく終えることができたく
じられます。でも、初めての学校には不安もいっぱ んちゃんの姿に、子どもたちも大きな安堵の息をつ
いです。くんちゃんを送り届けて、家に帰ろうとす くのです。この本を読む時、目の前にいる子どもた
るおかあさんのスカートをぎゅっとにぎるくんち ちにとっても、学校が楽しい、暖かい場所でありま
ゃん、先生に手をひかれて、教室に入りながらも、 すように、と願わずにはいられません。
おかあさんを振り返るくんちゃん…。ペン画に、と
この春、読み聞かせデビューをされた方もいらっ
ころどころ色をつけただけのシンプルな絵から、く しゃることと思います。どうぞ幼い子どもたちに、
んちゃんの気持ちが痛いほど伝わってきます。しか 「くんちゃん」のような、暖かさと幸せと、生きる
も、大きい子たちが字を読んだり、書いたりするの ことへの信頼感がたっぷりつまった絵本を読んで
を見て、不安はますます強くなります。くんちゃん あげてください。幼い時に絵本で体験した幸せは、
は、字が読めないし、書けません…。いすの上で小 その子の心の中の深いところにしっかり根をおろ
さくなり、とうとう教室から逃げ出してしまうくん し、生きる力になってくれます。
-5保育園や幼稚園、学校で新しい生活を始めた子ど
もたちも、そろそろ落ちついたころでしょうか？
この季節になると、元気なこぐまを主人公にした
シリーズの 1 冊
『くんちゃんのはじめてのがっこう』

6 月 10 日(日)呉市野外活動センター 参加者：135 人

最近の天気予報はマジ当たる。その日は雨。
えー！準備したのにー！
朝から雨がパラつき、中止か決行か！雨雲レーダ
ー検索し、よし！やろう！と腹をくくった。ただ、
雨の中カレーを食べるのはつらい。だから降る前に
食べれるよう、早く作ろうと打ち合わせた。
年々、力をつけてきた子どもスタッフが、自分の
持ち場で準備し、参加者に声かけしていく。自分と
同じ年頃の彼らを見て、自分にもできる気がするの
か、少し大きいお兄ちゃんお姉ちゃんに憧れの気持
ちが沸くのか、参加した子どもたちの動きもキビキ
ビ。薪わりや火おこし、飯ごうを磨いたり、初体験
の子は珍しい体験に興味津々。それだけじゃなく
「次は何をやったらいい？」
「仕事くださーーい！」
と次々に要求が。仕事というよりやりたいこと、遊
び！？嬉々として洗い物や台拭きもやる。家では頼
まれてもやらないようなことも、ここでは、やって
しまう。周りで大人がやさしく見守る。
今回、リピーターが多いせいか、ひと仕事終えて
カレーが煮えるのを待つだけになると、すかさず、

そこかしこで遊びが始まっていた。そのタイミング
が絶妙～！
願った通り、曇りのうちに無事カレーを食べ終え
た。私的には諦めていた午後からのレク。だが、や
ると決めた。まだ降らない、と判断したからだ。始
まりの会の時には中々前に来てくれなかった参加
者が、レクを始めるころにはスゴイ近くに寄ってき
て、やる気オーラを強く感じた。
「おけ丸宝さがし」
はどのチームもキャンプ場じゅうをびっくりする
ほど走っていた。ポイントごとにのミッションをク
リアしていくのが、めちゃめちゃ楽しそうだった。
スケジュールを 1 時間以上早めに切り上げ、荷物
を車に乗せ終えたところでポツポツと雨が降って
来た。やっぱり、神様っているー！
てるてる坊主を 10 個作った子がいたくらい、み
んなが楽しみにしていたデイキャンプ。
毎年デイキャンプをやるが、このメンバーで作っ
たおけ丸デイキャンプは 1 度しかない。諦めなくて
良かった。
(屋敷こずえ)
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カレーを作るときの参加者の顔とき
たら！キラキラしていました。かまどの
方へ見に行くと、小 2 くらいの男の子
に「実行委員長さん！」と大きい声でよ
ばれ、
「はい」と返事をすると、そばに
来て小さい声で「かまど楽しいね」と報
告してくれました。とってもうれしかっ
たです。
私はカレーをつぐ係だったのですが、
大人も子どももお鍋の中をのぞきこみ
「わあ！」
「おぉー」など、歓声をあげ
た人がたくさんいました。

包丁で手を切ったり、やけどをする子
がいました。私達が、
「早くしよー」っ
て急かしすぎたんだと思います。ただで
さえ調理係は人手が足りないのにどう
して急がせたんだろう、と反省しまし
た。また、宝さがしで、黄色カードを集
めたチームはどこも時間内に宝を探し
出せなかったので、じゃんけんになりま
した。カードを全部集めたチームが負け
てしまって悲しそうでした。みんな「成
功したねー」と言っていましたが、私的
には調理やレクの話し合いをもう少し
した方がよかったと思いました。

男子 2 人が、初めて買い出しに。計算が得意な 2 人は、
「1 個当たり何円？」と聞くとすぐ答えてくれました。「こっ
ちにも安いのあるよ」などお母さんの様でした。最後に
は、「アイス買おーや」とかちょっとおふざけもありまし
た。今まで女子がやる仕事だと思っていましたが、もっと
いろんな人に任せていいんだなと思いました。

小 5～中 3 までの子どもたちと 4 月から準備を
してきました。「めっちゃ楽しいのにしよう！」
「初めての人同士も交流できたらいいな」「地図
を持って宝探しがしたい！」など思いはいっぱ
い。当日はみんなよく頑張っていました。
今回も参加者の真剣な顔、楽しそうな顔がたく
さん見れて本当に良かった！家ではなかなかで
きない体験。天候に対応することも貴重なこと。
そして何より、ここでは色んな人に出会える。あ
んな風になりたいって思えるようなかっこいい
大人をめざそう！ (子ども活動部長 久保直美)
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6 月 15 日(金)
参加者約 250 人

梅雨なのに当日はお天気も
よく、出かける足も軽やかに！
くれ絆ホールのロビーはフラ
ンスのカフェに大変身！タテ
ヨコ 2 メートルを超えるカフェ
の写真を壁に貼ろうと苦戦し
ていると、ホールの人がやって
きて「この壁は磁石がつくん
よ。」と強力な磁石を貸してく
れた！おかげでキレイに貼れ
た～！テーブルに飾ったお花
も作っていただいたもの。色ん
な方に支えられ、すてきなロビ
ーになりました(*’▽’)

緞帳が上がると、アコーディオン・ギター・クラ
リネットで奏でる軽やかなメロディーが会場内に
響き渡る。バックの映像もマッチしていて、情緒あ
ふれるステージに！！1 曲目から手拍子が鳴り、好
調なスタート！2 曲目では「チャオ～！」という歌
の問いかけに、客席からもチャオ～！と返って、会
場が一体となり、掴みもオッケー！
メンバーの紹介をしながら楽器の説明も。クラリ
ネットは「クラリネットが壊れちゃった」の演奏を
聴きながらで、わかりやすかった。新井武人の語る、
曲への想い、エピソードが、心和ませる。観客はパ

リの街を散歩している気分に。どんどん彼らの世界
観に引き込まれていく。癒される～(๑>◡<๑) また、
絵本でお馴染みの『100 万回生きたねこ』のミュー
ジカルに書き下ろした曲や、小泉今日子に提供した
楽曲なども披露。後半のアップテンポな曲は、どの
パートもかっこ良かった～！あっという間に、Rue
de Valse の虜に❤ おばあちゃんと観に来ていた
幼稚園児の女の子も、「かっこよかった」とお家で
報告したそう❤
演奏した 3 人も、観客の方が良く聞いてくれて、
幸せな気分いっぱいだったとか。演じる方も聴いて
いる方も、ハッピーなコンサートでしたよ。
(おかもと)
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おなじみの中高生スタッフが
活躍。個人的には、初の影ア
ナに挑戦。舞台裏が垣間見れ
て面白かった！ちょっと得し
た気分。あなたもぜひスタッ
フに加わってみませんか？

聴いたことのある曲もあって心が安らぐコンサ
ートでした。
『TFC55』の時とはまた違った雰囲
気のよさがあって楽しかったです。 (50 代女性)

アコーディオンはダサい楽器と思っていま
したが、外国の街にとてもよく似合う、ロマ
ンチックな楽器と思えてきました。曲とか奏
者がいいのかな。
軽やかな気持ちの良くなる
コンサートでした。(70 代女性)

アコーディオンの装置の説明を聞いて音がどのように作り
出されるのかよくわかった。楽しい演奏ありがとう！明日へ
の活力が湧いてきた！(70 代男性)
普段なかなか聴くことのできない楽器の音を近い距離で楽
しむことができ、とても良い時間でした。音楽も異国情緒あ
ふれる感じでリラックスできました。(高校生)
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短大生になる頃、娘に彼氏ができた。それから 4
年…。昨年のクリスマス、晩ご飯を終えて一家団ら
んしているところへ、外出していた娘が帰宅。帰っ
てくるなり娘から「結婚するけん」と、ダイヤの指
輪をみせられた。「えぇー！？」と、父・母・妹。
娘の彼は 10 歳年上で、以前「向こうは、周りがた
て続けに結婚しとって、早く結婚したいらしいけ
ど、自分はもうちょっと遊びたいし、母さんと同じ
くらいの歳(24 歳)にしようかと思っとる」みたいな
こと言っていた。のだけれど…「まじかー！？」私
と妹は彼との交際を知っていたので、まだ驚きは少
なかったけれど、boyish でおしゃれにうっとい娘
に、彼氏がいたことさえ知らなかった父さんは寝耳
に水…「お前らは知っとったんか！？全然知らんか
ったど！わしをはねにしとったんかぁ(｀Д´)」と
ご立腹。寂しさも倍増。ゴメンね父さん。「今度挨
拶に来たいって、言っとったんじゃけど」の娘の言
葉に「わしゃ知らん！家におらんけんの！」「式に
も出ん！」やれやれ、先が思いやられるわぁ…。
はてさて、1 ヶ月後に彼が挨拶に来ることに決ま
り…。どんな格好で会うん？何話すん？根ほり葉ほ
り聞くのも悪いよねぇ。お茶とお菓子は出すとし
て、お昼ゴハン一緒に食べに出たりしたらいいかね
ぇ？などなど「？」がいっぱい！事務所でこのこと
話してたら、まゆまゆに「一刻も早く彼氏は返して
あげてください。めっちゃ緊張しとるけん。」って
言われた。「そうよねぇ。こっちも緊張するし、挨
拶済んだら、さっさと帰ってもらおう。」ってこと
に決定。部屋の片付けせんといけんね。という話か
ら、父さんが「このソファーもうボロいでぇ。変え

たほうがええんじゃない？
挨拶に来た時に格好悪いじ
ゃろ。」とポロリ。口ではあ
ー言っても、ちゃんと考えて
るんだなと内心ホッ。家具屋
さんへ GO！
そして、いよいよその日。
私らはいつも通りの格好で
いいよねぇと、普段着。娘達
はスーツらしい。前日にお菓
子も買って、お湯も沸かして
準備は万端。ソワソワしてい
ると、彼から娘に、近くに着
いたと連絡が…。娘は迎えに出て行き、段々と緊張
が高まる。出迎える？ピンポン鳴るまで待っと
く？？？緊張 MAX！！玄関先に 2 人の影が見える。
チャイムが鳴るのを待つが、なかなか鳴らない…。
若い 2 人も緊張 MAX。深呼吸して、心を落ち着け
ていたらしい。ピンポーンと鳴って、白々しくお出
迎え。お互い何から話していいのやら、言葉が出て
こない。まずは、自己紹介や家族構成などの話をす
る。お茶飲んで和もうにも中々そんな雰囲気になら
ず、会話も途切れる。間がもてず「もうそろそろ帰
りんさい。」と父さん。何てこと言うの！と思った
が、彼は切り出すきっかけになったらしく、「娘さ
んと結婚させて下さい」と頭を下げた。オォー、ド
ラマとかでみる光景じゃん！と感激の母。その後、
夫が「近々定年退職になり、新しい職場の事で頭が
いっぱいで、2 人のことにあまり頭が回らんと思う
けん、良いようにしていきんさい。うちにはまだ学
生の妹もおって、給料も少なくなるので、あまり支
援してあげれんかもしれんけど…」のような事を言
って、緊張の 1 日は幕を閉じた。(つづく)

昨年から、YYY は結婚ラッ
シュ！ 先日ともくんが結
婚式を挙げました。末永く
お幸せに♪♪
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2018 年 6 月 16 日(土)
ビューポートくれ 参加者約 100 人

チビッ子たちが楽しめるよう、会場はガーランドと
可愛い動物たちがお出迎え。前日に引き続き参加した
人もいて、会場内はパンパン！軽やかなメロディとと
もに彼らが入って来て演奏が始まると、子どもたちは
釘付け。お母さんに抱っこされた赤ちゃんも多くいた
が、ノリのいいリズムと心地よい音楽、自然とまぶた
が閉じていく…zzz 子どもたちが飽きないように、会
場とやり取りしながらの MC。タケさんのことを「蛇
腹おじさん」なんて新たなニックネームも生まれた(笑)
和やかな時間、帰っていく人たちはみんな、にこやか
な顔だった。
(おかもと)

旬のお気に入りアイスと
つづるコラム(ﾉ≧)≦ڡ

「うわ、1 日中雨…？！」という天気予報の中、
始められた大運動会。既に延期したのちにこの状態
だっだので、私は完全に無くなると思っていたので
すが、とても嬉しいことに開催されました。なのに、
こんな時に限って天気予報は正確で、開会式が始ま
って間もなく雨が降りだしました。そのまま競技は
始まり、競技順を変更したりグランド整備をしたり
と、びしょ濡れになりながらの一日でした。
私がもっとも楽しみにしていたのは応援団部の
臨時参加でした。これは、3 年の有志が応援団部に
臨時で入ってパフォーマンスするもので、2 週間前
から昼休憩に練習し、総勢 100 名ほどが集まって頑
張っていました。私はダンスが得意では無いので練
習中は不安でしたが、終わったあとで、「良かった
よ」とパフォーマンスを見ていた、いつも正直な友
人に声をかけて貰えたので、「なんとかなった！よ
しっ！」と、ニヤついてしまいました。笑
その他の競技面でも、学年が一丸となって高校最
後に学年優勝 2 連覇を目指して頑張りました。私は、
玉入れでは籠が高すぎて全く入らず貢献できず悔

しかったので、大縄跳びではみんなが飛びやすい様
必死になって、明日の筋肉痛は気にせず縄を回して
いました。
どの学年も、みな心の底から楽しみ、全力で取り
組んだ結果、その目標は達成することができまし
た。
「私ら最後で、平成も最後の大運動会だったね」
と友人から言われ、最後、最後と並ぶと寂しい気持
ちが募りましたが、来年の新しい自分たち、世の中
を想像してみると色々想像できて楽しみです。この
学年のメンバーでなら、団結して、様々な「最後」
をよい結果で乗り越えられそうだと改めて思いま
した。
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空＠空☆ガ。の

今年に入り、事務所には出産の知らせが次々と(私も
だけど/笑) 偶然にも、ほぼ 1 カ月の間に生まれた 3 人
の赤ちゃん。今回、事務所に大集合してもらいました！
集まったのは、たまちゃんの第 1 子いとちゃん、ひー
ちゃんの第 1 子はるくん、うちの第 3 子、よーくん。こ
んなに月齢の近い子が 3 人並ぶことってなかなかな
い！それぞれ、1 月 9 日、23 日、2 月 13 日生まれ。赤
ちゃんの 1 か月の差は大きいですね。自由自在に寝返り
できるいとちゃん、寝返り始めたばかりのはるくん、ま
だ寝返りする気がないよーくん(笑) 成長の過程が見え
て、赤ちゃんってすごいなぁ～って改めて思いました。
2 人は初めての子育て、
大変なこともやっぱりあって、
ひーちゃんは自分の母から「あんたは手がかからんかっ
た」って聞いてたのに、いざわが子となると、こんなに
手がかかるとは！ってなったそうな(笑) 今はおしゃべ
りがだんだん上手になってきて、キーキー大きな奇声を
あげることがあって「どうしよう！？」ってなるんだっ
て。
たまちゃんは、夜 9 時前に寝かしつけてから 3 時間ぐ
らいで起きて授乳、その次が 2 時間…1 時間半…と朝に
向けてカウントダウンするように寝る時間が短くなる
んだとか(笑) こんなヘンテコな眠り方すると
は、産んでみるまで想像できんかった～と言っ
てました。そりゃそうだ(笑)
しゃべりながら 3 人同じベビーベッドに寝か
せてたら、寝返りしてバタバタとはしゃぐいと
ちゃん、隣の子の手を取って口に入れようとす
るはるくん、そんな横で寝始めるよーくん…と
個性的すぎてほんとおもし
ろかった！
9 月には「あなたがうまれ
るまで」もやることだし、
一緒に観ようね！

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

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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