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３月２０日現在
子 ども会 員：１６２人
正 会 員： ３６人
賛 助 会 員：２１９人
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「あっ！」という間に桜の季節です。イチローが引
退を発表したり、市呉が甲子園に出場したり、ライ
フステージが変わる人たちが挨拶に来てくれたり、
関係者の訃報が飛び込んだり…。それらのことに一
喜一憂する毎日。いろんなことがあり過ぎて、感情 がそれぞれ成長した姿を見届け、安心したのでしょ
のコントロールがめっちゃ難しい今日この頃です う。今頃は、天国で妻にあれこれ報告しているにち
がいありません。みんな大きくなったよね。
が、みなさんいかがお過ごしですか？
今月は、徒然なるままに…（笑）
2 月も終わろうかと言う頃、
「3 月に入籍すること
にしました！」と嬉しそうに報告に来てくれた、幼
稚園の頃から知っている青年。やんちき通信の初代
編集長、井上生子さん家の次男、弘士くん。彼女が
なくなってもう 10 年にもなるのだと、先日、彼女
の夫の葬儀に参列して知りました。今月で通算 190
号を迎えるやんちき通信ですが、16 年前に B4 2 枚
8 ページでスタートしました。当時は、ワープロ、
切り貼り、輪転機を駆使しながらの制作。快適とは
言い難い本通り事務所で遅くまで編集作業に勤し
んだものでした。それが途中で A 版となり、8→12
とページが増え、そして 3 年前にはフルカラー印刷
へと進化したのでした。ちゃんと見てくれてる？井
上さん！その井上さんの葬儀の時には、就職して間
もなかった兄の和佳くん。先日の葬儀では「俺、今
回で 2 回目の喪主挨拶なんよね」と苦笑していまし
たが、立派に大役を果たしていました。長女の法ち
ゃんも昨年 11 月に無事挙式。父さんは、子ども達

YYY にいると、わが子も含め、たくさんの子ども
たちが成長する姿と出会います。幼稚園・小学生の
頃に、くそガキ(>_<)！って思ってたような子ども
たちが、頼もしい中学生になり、面倒見の良い高校
生に、さらに次のステージへと進んでいきます。そ
の間、私たち周りの大人は、一緒に喜んだり、悔し
涙を流したり…と。進学・就職が決まっていくのは
とても嬉しいことですが、進路の選択肢が少ない呉
に居続けられる若者はごく一握り。呉から飛び出し
て、いろんな分野で活躍できる子どもたちが育つこ
とを願いつつ、一方で、関わった子どもたちが県外
に出て行くのを見送るのは、淋しいし、切ない気持
ちにもなります。というわけで、暖かくなって、旅
行やお花見などウキウキ気分の春ですが、別れと出
会いの季節、心のザワザワは当分止まりそうにもあ
りません。(+_+)
とは言うものの、次のステージでも、みなさんが
ハッピー♡♡♡でありますように！呉からずーっと、
エールを送り続けますよ(^^)v

子どもの声を聞きたい

呉のええとこ 教えて！

春は統一地方選！YYY 的には、子どもの声が聞きたい！こ
れからどんな呉にしていくか考えるため、祝！卒業の皆さんか
ら、呉の好きなところ、いいところを教えてもらったよ！

近所の人とかと気軽に話したりできる

祭りがさかんで秋にある小祭りでは各

緑豊かなところ・空気がきれいっぽい

ところ

地区で盛り上げています。少子化が問

ところ

フライケーキがとてもおいしい！！

題で子どもがへってきているので少し

あたたかいところ

飲食店が多い・カモがおいしい

でもきょうみがあれば参加してくださ
い!!

広島市内に出るのが便利。暑すぎず、寒
すぎずで過ごしやすいし、雨も少ない

かきの生産量が日本一
イベントが多い⇒みんなが楽しめる街
いいところは病院がそろっているの

年に 4 回、祭りがしたい。

呉をアピールして知名度を上げようと

で、病気や怪我をしても安心して治す

行事になると、とにかく人々が熱い！

頑張っているところです

ことができるところ

-2-

―啓発広報部 おとな塾―

選

挙

3 月 12 日(火)19：30～YYY 事務所 参加者 10 名

にまつわる

エトセトラ

平成もあと 1 か月。年号はどうなる！？10 連休
はどう過ごす！と浮かれている前にあるのが、そ
う！選挙‼ 広島県議会議員選挙が 4 月 7 日（日）、
呉市議会議員選挙が 4 月 21 日（日）にありますよ
ね！
今回は、いまさら聞けない選挙のあれこれをおさ
らいし、じゃあ、呉市がどんな町になってほしいか
を勝手気ままに話し合ったおとな塾。コーディネー
ターは、YYY 代表山本和子ちゃん。
選挙の云々は、やんちき通信 189 号の P8～や新
聞記事を参考に「今は議員のなり手がおらんのよ
ね。
」
「女性議員は相変わらず少ないよね。呉は 3 人
よ！」な～んて話題が出た。中には議員を置かず、
市民が話し合う場を作り民意を市政に反映させる
市があるそうで、今から政治のやり方もどんどん変
わっていきそうな予感！知ったかぶりをして頷い

て聞いてみたけど、うかうかしていると時代に置い
て行かれそう（笑）
さてさて、肝心の「こんな呉になったらいいな！」
って内容は以下の通り。今回、予算等の問題は無視
の言いたい放題‼そんな自分たちを棚に上げます
が、立候補者の皆さんには、ぜひ具体的で実現可能
な政策を出していただけると私たちも選びやすい
かも、です。
今回はシニア女性の参加が主でしたが、若者や男
性の意見も是非聞いてみたいな、と思った今回のお
とな塾。ありきたりですが、とにかく大切な 1 票。
よく考えてみんな選挙に行こうね！ (山本さなえ)

あなたにとって今、
呉で一番必要なものは！？

若者を増やしたい！
・若い人(そのまんま‼)
・若者が遊べる場、若者が集まる場所
・総合大学と卒業後の就職先
・魅力ある企業、就職先

ソフト面も大切！
・人と人のつながり
・初対面でも挨拶するまちの雰囲気

インフラ整備もいるよね！
・空き家の活用
・広い道路(今は車での送迎リスクが高すぎる‼)

他人事じゃない！高齢者も元気に！
・元気でおしゃれな中高年
・安くて安全、かつ老人ホームらしくない高齢
者施設(折り紙やカラオケはもう嫌や！おし
ゃれな外国の避暑地風？にならんかな！？)
・高齢者の働く場(死活問題です！元気なら働き
たい♡)

やっぱり人が集まらないとね！
・県外からも人の集まるリゾートホテル
・何度も行きたくなる魅力的なお店
・船を利用した観光名所＆魚料理、釣りやマリンスポー
ツもしたいな！
・日曜日にランチができるおっしゃれ～なレストラン
・映画館に行く人が増えると映画館が増える！？
・ちょうどいいホール(YYY らしいと言えばらしい…)
・子どもに本物を見せたい！！美術館や水族館や動物
園(お金がかかる！との声も上がったけど、気持ちは
わかるよ…。)
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堪能しまくり NCT127
最近 K-POP ブームで、BTS や TWICE がテレビ
で紹介されていますね！私も好きで、多国籍グルー
プの NCT 127 という東方神起の後輩グループにハ
マってます！1 月末～3 月にかけて、韓国でのコン
サートと日本ツアーに行ってきました。
韓国でのコンサートは初めてで、チケットは海外
のファン向けツアーパッケージみたいなものに申
し込みました。
2 日目のチケットだけ手に入れて、コンサート 1
日目の日に韓国に乗り込み…グッズも買えたり、雰
囲気が楽しめるので会場に向かったのですが、当日
券がまだあって、座って見る席で入りました！

NCT 127 にとって初の単独コンサートだったの
ですべてが新鮮で、座ったままでも興奮しながらめ
ちゃくちゃ楽しみました！
2 日目はスタンディングといって、座席がなく整
理番号順に前に詰めていくという方式で入りまし
たが、メンバーが目の前を通ると思いっきり押され
たり（笑）大変な思いもしながら 1 日目よりもたっ
ぷり臨場感を味わえました！
日本ツアーは大阪、広島、石川、北海道、福岡、
愛知、埼玉のチケットを買いましたが、ホール規模
なので倍率が高く激戦で、友達に申込みを協力して
もらったり、交換してもらったりでどうにか手に入
れました（笑）
旅行も兼ねていろいろ行けたり、会場ごとのメン
バーの変化も楽しめるので、とても楽しいですが、
ツアーが終わったあとは寂しい気持ちになりそう
です…（笑）
NCT 127 には日本人メンバーが 1 人いて、ツア
ーが終わったあとにも日本に来る機会があると思
うので、その時はみなさんもぜひコンサートに行っ
てみてください！（笑）
(あゆみ)

新婚生活(*’ω’*)
もう少しで結婚生活一年！もう一年か早いねー
って最近旦那と 2 人で話したところ。
一緒に暮らし始めて、生活のリズムが今までと変
わった。旦那は塾で働いているため夜が遅く、昼頃
に起きたり、朝早いのに夜はいつもと変わらず遅い
など、不規則な生活を送るようになった。自分の仕
事もあるし、家の事もせんといけんくなって、わか
ってはいたけど実際その生活をしてみたらしんど
かったー。
そんな慣れん生活で 1 ヶ月くらいで運動もしてな
いのに 4 キロ痩せた。でも結婚式を終えてここ半年
くらいでまた元の体重に…笑
だいぶこの生活に慣れたってことなんかなー。
今まで実家暮らしで母さんが家事をしてくれてい
たのを、今度は自分がやらなくてはならなくなっ
て、実家では全然動かんかったのに、やらざるをえ
んくなったら案外動けるもんだと思った。
ご飯作ったりは時間がかかったり、味も思ったよ

うな味にならん
かったりとまだ
まだな感じ。何
のご飯にしよう
か決まらん時
に、
「ご飯何がい
い？」って聞い
て「何でもい
い！」って答えが返ってくると困るということがわ
かった。
自分も実家で「何でもいい」ってよく答えとった
けん母さんごめんよー。
12 月いっぱいで仕事を辞めて、
今は家でニートみ
たいな日々を過ごしている。最初は自由な時間がい
っぱいあって嬉しかったけど、長く続いてきたら暇
だし周りにも知り合いおらんけん寂しい。でもこん
な事は中々ないと思うので、後もう少しこの暇な
日々を楽しんでいこうと思う。
(あやか)
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「黒瀬みのり農園」をしている週末ファーマーの
町田です。ご無沙汰してしまいました m(_ _)m
我が農園(家？)では 2 月から 3 月のこの時期に、
一年分の味噌を仕込む「味噌づくり」を行うのが恒
例です。一緒に作りたいと言ってくださる方々と大
勢でにぎやかにオリジナル味噌(と言っても普通の米味
噌ですが)を仕込みます。
せっかく手作りするんですから材料にはこだわ
ります<(￣＾￣)> 私が無農薬・無化学肥料で育て
た大豆に加え、足りない分は安心できて美味しい大
豆を取り寄せます。お塩や麹(こうじ)も上質なものを
使います。手前味噌ですが、できあがった味噌はと
～っても美味しいです！でも…かかった費用や手
間を考えると…買った方が安くて楽ちん、なんてこ
とになってしまうのが実際です。にもかかわらず、
どうして手作りするのか…自分なりに考えてみま
した。

結論としては、生活に欠かせない身近なものを
「手作り」する丁寧な暮らしは、生活のクオリティ
を高め、心豊かな充実した人生に直結する！(少々大
げさですが…)ということです。
決して無理をする必要はないですが、できる範囲
で皆さんも暮らしの中の「手作り」を増やしてみて
はいかがでしょうか。
ちなみに、我が農園では味噌づくりの時に、稲わ
らを使った「わら納豆」も一緒に作ります。納豆の
手作りなんてハードルが高そう…と思った方、これ
が案外簡単なんですよ！

vol.11

～BONSAI の世界～
春らしくなってきましたね。花粉症の方には辛い
ですが、私は春生まれなので、暖かくなるこの季節
がとても好きです（＾Ｏ＾）
さて、先日ずっと行きたかった「春花園」に行っ
てきました！盆栽界の巨匠 小林國雄さんが園主
をつとめている盆栽の美術館です。
盆栽というと馴染みが薄いかもしれませんが、お
正月に GACKT さんが出演されているあの格付け
番組で毎年登場している盆栽たちがある場所だと
説明すると、
「あぁ！」となる方も多いですよね！
今回行きたかったのは、数年前に亡くなった祖父
が大好きだった盆栽のことを、最近になってよく思
い出すようになったからなのですが、実際に行って
みると、鑑賞されていたのはツアーなどでいらした
外国の方ばかりで、驚きました。
「BONSAI」が海外
で高く評価を受けていること、わざわざ春花園に行
くために来日される方もいること、スタッフの方が
教えてくださいました。
園内には大量の盆栽が所狭しと飾られていて、枝
ぶりを鑑賞していると、スタッフの方から衝撃の言

葉が。「これも、
あれも、1 億円！
ここには今 7 つ
くらい 1 億の盆
栽があるかな」
ええええ！だっ
て、簡単に触れら
れる距離で、固定
もされてないん
です。普通の美術
館ならありえな
い、お客さんを信
じすぎ！！間近
で本物を観れる
からこそ、その価値をグッと感じられるということ
なのでしょう…。
1 億円のものなんて、普通に生活していたら見る
機会がないですよね。ここは、ゆっくりと落ち着い
た空間が広がっていて、心穏やかな気持ちになれま
す。東京に来られる方は、必見ですよ！
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―特集 祝！卒業－

卒業、卒園、おめでとうございます。今
年は早くから暖かくなって、桜が咲くのも
早そう。今回も、卒業生の皆さんの、なり
たいものや、やってみたいことを聞いてみ
ました！
それぞれ新しいステップへの期待を胸
に、いい春休みを！

山本陽也
平成最後に中坊を卒業する身としてはなんか新鮮
だけど信じれんなぁと考えて卒業いたしましたが自
分がなりたいものかぁ、う~ん、あ！あるわ！自分は
好奇心が旺盛すぎていろんなことが好きなんじゃっ
た！てなことで、ずっとはまっとることを書きたいと
思いま~す。
自分は高校に入ったら友達とバンドを組む約束を
しているのでバンド活動をやりたいです！てかやり
ます！自分はビートルズとか長渕剛とかブルーハー
ツとかが好きなのでその辺をやりたいなぁと思いま
す！あ、でもバンドの方向性の違いとかで解散しそう
…(笑)やるとしたらギターかドラムかなぁなんて考
えてます。好きなのはポールなんですけどねー。
まぁ新年号！新しい学校頑張ります！

中村虹陽
かんごしになりたい。テレビで見てかっこいいと
思った。勉強がきらいでも、お母さんの友達が、かん
ごしになれるっていってくれたから、なれると思う。
中学入ったら、走ることが好きなので陸上に入り
たい。たんきょりがやりたい。
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(P.N)Y.K.K
中学生になっ
て頑張りたいこ
とは、勉強と部
活の両立です。
勉強では英語検
定の 3 級を 2 年
生までに合格す
ることと、試験
でよい点が取れ
るようにしたいです。
部活では吹奏楽部に入部してフルートを吹きた
いと思っています。学校の周りを走ったりして、
きついこともあると聞いたけど、頑張ります。
私は子どもが好きです。そして人に頼られること
も好きです。なので将来は家庭科か英語の教師に
なりたいです。

藤畝亮太
僕は、将来自分がなりたいものやしたい
ことというような将来の夢をまだ決め
ていません。僕は、中学校を卒業して、
親の仕事を手伝っています。毎日手伝い
をするのは大変ですが、楽しいとも思っ
ています。このようなやっていて楽しい
ことを具体的にはまだ分からないけど
やっていきたいと思っています。なの
で、将来することの選択の幅を大きくで
きるように、高校でこれから勉強を頑張
っていきたいと思っています。
（P.N）青いひろし
僕は将来塾講師になりたい。そして主
に数学を教えたいと思っているそのため
に三津田高校に入学し、2 年生になって
理系に入りたい。中学校で学んだたくさ
んのことを生かして高校でも頑張ってい
きたい。中学生のときは英語が苦手だっ
たので、高校では英語に関する行事にた
くさん参加し、英語を得意にしていきた
い。
また高校ではバスケットボール部に入
りたい。中学校で身につけた技術をより
上達させていきたい。中学校卒業という
節目をむかえて、これからも様々なこと
に取り組み、いろんなことを身につけて
いこうと思った。

久保介人
3 月 9 日僕は中学校を卒業しました。3 年間あっという間
に過ぎていったけど、メチャクチャ楽しかったです、笑 皆、
医者や弁護士みたいな立派な夢持ってるけど、僕はまだやり
たいことがあんまり見つかってないんですよねー。笑 僕は
…んー何になりたいんだろうなーと思った時、思い浮かんだ
のが、理学療法士や作業療法士みたいなリハビリしたりする
人です。僕、昔骨折した時に、メチャクチャお世話になった
し、助かったので、僕もなってみたいなーと思いました。療
法士ってことは。理系だからなぁ勉強しないといけんなー。

上田 海晴
僕は将来、数学の先生になりたいです。だから高校に入学したら
数学を重点的に勉強しようと思っています。そして、広島大の理学
部の数学科には入り、専門的に学ぼうと思います。しかし、数学じ
ゃない教科に進む可能性があるので、数・英・漢検は高校で 2 級以
上取得できるようにします。
やってみたい事はクライミングです。僕は小学校の時、骨折が治
った後に運動神経生取り戻すために、少しやっていました。ですが
すぐ辞めました。東京オリンピックでボルダリングが追加され、似
たような競技なのでまたやってみようと思いました。
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(P.N)ゆみちゃん
卒業式で卒業証書をもらうと
きに緊張しないよう笑っていた
ら壇上に上がっても笑いっぱな
しで壇上から降りるときには友
だちの顔を見てもっと笑ってし
まったことが後悔で校長の話が
15 分もあった。卒業したのにそ
の実感が全くないからクラスの
ほとんどが泣いてなかった。そ
のあとの打ち上げがすげーたの
しかったのでよかった。

開内伴流
とりあえず日本からは飛び出したい。そこからはそんな
決まってないけどピラミッドを調べ上げてみたいな。多
分、昔の人、自分等より頭いいよ？
あと、火星に移住したい。これ言ったら大体のやつは暗
黒微笑だけど、たまにふつうにがんばれって言ってくれる
人、いて草。内心ガチだからほれるかも。要は頭が使える
仕事をしてみたい。だからってとことんえらい学校に行き
たいわけではない。まあ、ぼちぼちそんな仕事を見つけた
いな。

竹内ひなた
ぼくが将来なりたいもの、就きたい職業
はズバリ、まだ決まっていません。第一、
世の中には、どんな職業があるのかも知ら
ないから、後々良い職業を見つけます。最
高だと思うのは、自分に合っていて、合法
で、週休 2 日以上で、楽で、給料が良くて、
職場環境が良い仕事です。こんな仕事は、
王様ぐらいだと思いますが。
将来やってみたいことは、「ミスタード
ーナツ」でポンデリングを 20 個ほど大人
買いして一気に食べることです。これが今
のぼくのなりたいもの（？）やってみたい
ことです。

後藤千夏
私は、高校生になったら、海外研修に参加したいです！ま
だ一度も海外へいったことがないので、外国の文化を体験し
たり、郷土料理を食べたりしたいです。海外の方といろいろ
話せるように、英語の勉強を頑張ります！もう一つやってみ
たいことは、行事の運営です。特に体育祭が盛んな学校なの
で、盛り上げていきたいなと思います。中学校では、行事の
企画とか全然しなかったので、高校ではやってみようと思い
ます！
やりたいことがいっぱいあって、将来の「夢」がまだ明確
じゃないけど、高校で自分の本当にやりたいことを見つけて、
それを実現できるように頑張ります！
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長田こう大
ぼくの将来の夢は、警察官です。
困っている人がいたら助けてあげたいし、かっこいい
からです。悪い人と戦うのはこわいけど、平和の町を
作りたいです。
ぼくのやってみたいことは、ばく転をすることで
す。小学一年生から体操教室に通い、いろんな技がで
きるようになったけど、ばく転がで
きるまでがんばります。
ばく転のできる警察官が将来い
たら、ぼくだと思ってください！！

横瀬大和

横山祐一朗
将来、機械にかかわれる仕事につき
たいので呉工業で機械についてしっ
かり学びたいと思っています。
前門戸陸
自分がなりたいものは、幼稚園の先生です。昔か
ら小さい子が好きで将来は幼稚園の先生になり、た
くさんの子どもたちを笑顔にしたいです。自分の目
指すものは、誰にでも優しくすることです。人にい
いことをしたらそれだけいいことが返ってくると
思うのでこれからできるように頑張りたいです。高
校に行ってしたいことは、野球といいたいところで
すが、バトミントンに最近はまっているのでバトミ
ントンをしたいと思っています。県大会で優勝でき
るように努力したいです。それと、アルバイトをし
たいと考えています。
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山口蓮華
私は、将来、小学校の先生になり
たいと思っています。重要な 5 教科
より、音楽以外の副教科が全然でき
ないから、ちゃんと教えてあげられ
るか自分でも不安です(笑)。です
が、夢が叶わなきゃ意味がない！！
それなりに頑張ります(σvσ✌)
中学校を卒業したので次は高校
へと進んでいくよ～。勉強がより一
小迫玲奈
私の将来の夢は環境教育指
導者です。この職業は小中学校
などの教育現場や、子供たちが
自然とふれ合うことで、環境に
ついて学んだり、考えたりでき
るように指導をするものです。
私は環境問題が深刻化して
いる今だからこそ、多くの人に
自然のすごさを実感してもら
い、自主的に自然を守りたいと
思ってくれる人材を増やした

層、難しくなったり、テスト範囲が
広くなったり…。早速、赤点を取ら
ないように今のうちから復習・予習
を丁寧にやっておきます。高校でも
全国大会に行きたい！(特にマーチ
ングコンテストで)練習を積み重ね
て、他県で暮らしている同級生のラ
イバルと会場で会って戦いたいで
す。

いです。そして、自然と関わる
ことを好きになってほしいで
す。
また、私は江田島に住んでい
るので、いずれは地元に帰って
自分で自然学校を設立し、子供
に体験をたくさんしに来ても
らえるようなイベントを開催
したいです。そうすることで、
地域発展に貢献したいです。

でぃすかばりぃ
～夜空の月に見つける古典～
最近の私の楽しみは夜空を眺めることです。寒
い！春はまだか！と思っているそこのあなた！寒
い時期は星が綺麗に見えるそうですよ。寒いと思っ
たらむしろ外へ出て空を見上げてみてはいかがで
しょうか。
さて、今回はその夜空の中に古典を見つけたので
す。その日の月はこぼれ落ちそうな程大きく明る
い、満月でした。思わず立ち止まって見入ってしま
うほどに。
満月、古語では確か「望月」って言うんだった、
と考えていると、ある和歌が浮かんできました。
「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の かけた
ることも なしと思へば」
これは藤原道長が自らの権威の高さを誇って詠
んだ歌です。世の中が何でも思い通りになる、なん
て少し羨ましいなぁ、と思ってしまいますよね。

しかし、星も見てみようと目を向けたところで、
ふとある考えがよぎりました。寒い冬だから、暗い
夜だから、星は綺麗に見えるのです。これが、人生
にも当てはまるのだとしたら、どうでしょう？
なかなか思い通りにいかない人生でこそ、星が明
るく見えたりすることってあると思いませんか？
例えば、1 日を終えて伸びをしながら見上げる夜空
の綺麗さだったり、やっとのことで乗り切ったテス
トの後の解放感だったり。道長にも少し味わってみ
てもらいたいとまで思いました。
さすが、古典作品によく出てくる月。現代人の心
にも様々なことを語りかけてくれます。さて、今月
は 21 日に満月が出るようですよ！
月見れば―
あなたはこのあとに何を続けるでしょうか？
(あかり)
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―子ども活動部 和菓子にチャレンジ！―

3 月 10 日(日)
広まちづくりセンター調理室
参加者：41 名と付き添いやらスタッフやらで 52 人
（まちづくりセンターの人に「そんなに沢山の人が入って
たんですか！」って驚かれちゃいました。
）

カブトムシに信号機、踏み切り…柚やキャベツ！
お店では絶対売ってないよね、こんな練り切り(笑)
今年も“こどもワールド全開”
。
この「練り切り」私は「食べれる粘土」と呼んで
いる。だから、小さい子でもできる！耳たぶのよう
な柔らかさの、なめらかな生地をコネコネしている
だけで癒されるわー。そこに色をつけ、形を作る。
この作業、子どもはもちろん大人も楽しい！今回は
大人だけで参加した人も何人かいました！本格的
な和菓子教室と違って自由にできる醍醐味！って
そんな大げさなもんじゃないけど、作品をお互い見
て回った時に、子どもたちの発想の豊かさ・大胆さ
に大人がびっくりしてました。

自分が作ったオリジナル和菓子に銘をつけ、お茶
と一緒に食べると、おいし～い！お母さんにもちょ
っと食べさせてあげて！と言ったら、ほんのチョッ
ピリ、コメ粒ほど口に運んであげてました(笑) 家
族へのおみやげにする子、食べるのがもったいな
い、と全く口をつけず大事そうに持ち帰る子も。そ
の気持ち、わかるわ~。
今回も小・中・高校生がスタッフしましたが、何
回も経験しているスタッフはテキパキ。何でも 3 回
やればある程度できるようになるというのが久保
の持論なので、初スタッフだった子たちは次も来て
ほしいし、新しくスタッフしたい子も是非連絡して
来てくださいね。(子ども活動部 久保直美)
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―中高生企画―まっちゃしん＆なんだこりゃゲーム＆だがしたべほうだいだーよ！

ウキウキ、WAKU×WAKU クラブ,まち塾
TERAKOYA…YYY に関わっている子ども
たちも、それぞれ次のステージに進みます。
祝！進級・進学！ってことで、みんなで楽し
く遊んで今年度を締めくくりました。

内容が楽しめてすごく良い一日でした。ハプ
ニングもふくめてみんなで笑って過ごせまし
た。来て良かった。
今日はすごく楽しかったです。最初の体を使
っての表現ではチア部で習ったことを、生か
してがんばって１位になりました。次の探検
でも、すぐに見つかって１位になれました。ど
っちも勝ててうれしかったです。
知らない人も多く初めて話す人もいて不安で
したが、ゲーム中に沢山の子と仲良くなれま
した。ゲーム内容もとても楽しく、ぜひまた
参加したいと思います。ありがとうございま
した。
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