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いの人数で

買い出しリ

ストを作成。

もちろん、常

に予算と照

らし合わせ

ながら…。 
 
ルーティ

ンで回す事

業とは全く

勝手が違い

ます。これま

で経験した

ことが無い

4年ぶりに高学年キャンプに行ってきました。台
風 10 号の影響が心配されましたが、ギリギリセー
フ！子どもたちと一緒に楽しんだ 1泊 2日、詳しい
ことは 6～7ページを見てね！ 

 
昨年は豪雨で中止。その前の 2年間は、企画する

ぞ！との志を持つ中高生が残念ながら現れず、ホン

トにホントに久しぶりのキャンプ。初めて参加する

小・中学生に初めて企画する高校生、初めてサポー

ターを担当する青年も…。初めてづくしのキャンプ

は、実行委員ビギナーたちの頑張りで、参加した子

どもたちから楽しかった！来年もまた来たい！な

どの感想をゲット、素敵な思い出をたくさんつくっ

て幕を下ろしたのでした。 
 
これまでの YYY キャンプでは、おや子劇場時代

から長年培われてきた伝統？のようなものが粛々

と引き継がれておりました。別にそうしなければな

らないというきまりは何もないのですが、自分たち

が参加して楽しかったキャンプのイメージで実行

委員会がすすんでいくので、受付の仕方や班の名前

の決め方、肝試し＆ファイヤーなどの夜のイベン

ト、夕食のメニューなど何らかの形で前年のものが

踏襲されてきたわけです。それが、4年前にぷっつ
り途絶えたのです。経験者 0からのスタートです。 
企画をすすめると一口に言っても、そう簡単な事

ではありません、企画書に予算書、どのような内容

で展開させていくのか？途中にどんなイベントを

盛り込むか？準備物はどうする？事務所にあるも

ので済ませる or 新たに買ってくる？食事メニュー
を決めたら参加人数が確定していなくてもだいた

【日 時】9 月 3 日(火)19:30～21:00
【場 所】YYY事務所 
【参加費】1200円(材料費・おやつ付) 

講 師 ： 富村 憲貴さん 

（呉工業高等専門学校人文社会学系分野准教授） 

英語で歌ってみませんか 

カーペンターズ  「遥かなる影」 （Close To You） 

子どもたちに水をむけていくわけですから。押した

り、引いたり、引っ張り込んだり…（笑）すると彼

らは自分らなりに、いろんな意見を出してくるので

すが、安易に出てきたものはほぼ却下。というのも、

これくらいでいいじゃん！みたいに練られていな

い企画には、愛情が芽生えないからです。計画がす

すむにつれて、自分たちがそこにはまっていく…と

いう感覚というかプロセスを体験することが、その

後の自分探しの大きな手がかりとなり、事業をやり

遂げた時の大きな達成感に繋がっていく…子ども

参画をすすめる意図はそこにあります。付き合う大

人の力量も問われます。まだまだ力不足ではありま

すが…（笑） 
 
今回のキャンプ、嬉しかったことが大きく 2つあ
ります。一つは、参加した小・中学生も企画した高

校生もサポートしている青年・大人もみんないい顔

してたなっていうこと。そしてもう一つ、実行委員

の誰かさんが「キャンプ、行かず嫌いだった！すご

く楽しかった！なんで今まで行かんかったんじゃ

ろ！」ってエンディングでスピーチしたこと。めっ

ちゃ嬉しかったわぁ！ 
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―啓発広報部おとな塾― 8月 20日(火)YYY事務所 参加者 14名 

TAIKEN デコパージュ！ 
ストレス fullの暑～い夏！リフレッシュするには何かに没頭するのが一

番！今回は“真夏の夜にデコパージュ”に挑戦した皆さんの様子をご紹介

します。講師はデコパージュを始めて 30 年！三越で個展を開いたり公民
館で講師もされている喜多村眞澄さん。 
デコパージュとは、好きな柄の紙を、小物や衣類に貼り付ける技法の事。

洋風なイメージですが、実は 17 世紀にイタリアの家具職人が日本の漆工
芸を真似て作ったのが始まりなんだとか！秘かに日本の伝統文化と繋が

ってたんですね！ちょっと嬉しいトリビアです。 

講師：喜多村眞澄さん 

(デコパージュ講師) 

今は、扱いやすくバリエーションも豊富なペーパ

ーナプキンを使うのが主流なのだとか。とにかく選

ぶのが楽しいっ！ちょっと地味かな～と思ったらお

隣の柄をわけてもらったり、みんなで助け合い？な

がら制作しました～。作業に集中し出来上がった時

の達成感は格別！作品にその人らしさが出ているの

もおもしろいですね。この日は夏休みという事もあ

り、親子で参加された方も。夏休みのよい思い出に

なったかな！？          (山本さなえ) 

「子ども企画クラブ(仮)」改め「秘密結社ビター＆すいーつ」。6月にデイキ
ャンプを企画、実施したけど、実は飯ごうでご飯を炊けるかイマイチ自信がな

い。自分たちだけでできるようになりたい！と火起こし会をすることに！ 
薪割りして、かまどに木を組みマッチを何本も擦ってみる。新聞紙に火はつ

くものの薪が燃えるようにするって難しい。木の向きを変えたりうちわであお

いだり、あれこれやってみる。パチパチと木が燃え始めると「よっしゃー！」。

ご飯がぐつぐつ炊ける音を聞き、火から降ろすタイミングもバッチリ！みんな

で一斉に飯ごうの蓋をあける瞬間、息をのむ！「きれいに炊けとる！これ、私

が炊いたやつかもしれん！」と自画自賛(笑) レトルトカレーでも、めっちゃお
いしい！みんなで、野外で食べるからかね～？いやいや自分たちで炊いたご飯

だから愛がある。 
ご飯を食べた後は、さすがスタッフ経験者、かまども流しもきれいに片づけ

ました。最初から最後までご飯を炊く経験をし、みんな満足そうないい顔。で

も、一緒に参加した母さんたちが子ども以上に楽しんどったわ～。 
「子どもスタッフしてみたい」、「ビター＆すいーつに入りたい」っていう人

は YYYの事務所に連絡してね。子どもを応援したい大人も。 
また、次の企画をするよ！                   (くぼ) 

秘密の火起こし会 
in つつじヶ丘キャンプ場 

7月28日参加者18人 
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タイの観光は、三大寺院に行きました。ワッ

ト・ポーに行くのにタクシーを使ったのですが、

「今の時間、ワット・ポーはイベントをしてい

て入れないから先にワット・アルンに連れて行

ってあげる」と言われました。初めはとても親

切な運転手と思っていたのですが、ネットで軽

く調べてみるとそのような情報は嘘だというこ

とがわかりました。先にそっちに行くと運賃が

高くなるので、ワット・ポーに行ってもらうよ

うに必死にお願いしました(笑) 無事ワット・ポ
ーに着き、有名な寝釈迦仏を見ることができま

した。これは釈迦の最期の姿だそうです。高さ

15m、長さ 46mの釈迦仏は壮大で、足の裏にも
細かい装飾が施されていました。    
 次に行ったのはワット・アルンで、ワット・ポ

ーのそばの港から小さなジェットに乗って川を

渡ると、歩いて行ける距離でした。ワット・アル

ンは白をベースに花や草のような模様が細かく

描かれた大きな塔のようなものが壮大でした。その

後ワット・プラケオに行きました。金色の塔がいか

にもタイ！という感じで感動しました。 
タイの気温は 37℃。肌も焼けるような痛みを感じ

る暑さで、マンゴーのスムージーを飲んだり、アイ

スを食べたりしながら涼まないとしんどいくらい

でしたが、美味しいものが食べられてよかったで

す。夕方には軽くトムヤムクンヌードルとカニミソ

のようなものが乗ったご飯を食べました。どちらも

おいしかったんですが、トムヤムクンは私には辛す

ぎて、辛いものが得意な友人にほとんど食べてもら

いました(笑) 夜はホテル近くのショッピングモー
ルを探索し、夜ごはんにタイチャーハンを食べまし

たがクセがなくとても美味しかったです！ 
 
翌日は待ちに待ったコンサート！4000 人くらい

入る会場で、番号順に入場する座席がない「スタン

ディング」でした。推しがよくいる右側ではなく、

左側のエリアが割り当てられました。メインステー

ジの端の方は最前列が空いている、サブステージは

2列くらい埋まってる、といった状況の中で悩みな
がらもサインボールがもらえる可能性があるサブ

ステージ近くに場所取りしました。公演中は押し合

いがあったりと少ししんどい部分もありましたが、

いろんなメンバーを近くで見ることができてとて

も盛り上がりました！ 
サインボールを投げる

曲で推しが私の左の方に

向かってボールを投げて

いたので、推しの名前を呼

びながら私も私も！と手

を上げました。すると目が

合い、しばらく止まってこちらに照準を合わせて投

げてくれました！が、私の運動神経がなさすぎて全

く触れることができず…。他の人の手に渡ってしま

ったと嘆いていたら友人の手の中に！！友人があ

げるよと言ってくれ、無事に推しのサインボールを

ゲット！とても幸せな気持ちになりました。帰国す

るまで綺麗な状態で持って帰れるか不安でしたが、

どうにか持ち帰り、今ではケースの中で保管してい

ます(笑) 
2週連続で海外に行くことはなかなかないと思い
ますが、今回思い切って行動して新しい経験がたく

さんできて本当によかったです！これで9ヶ国行っ
たことになるので目指せ 10 ヶ国の勢いです。ちな
みに今年の目標は 3ヶ国旅行することでしたが、韓
国・アメリカ・タイと、半年のうちに達成できてし

まいました(笑) これからも仕事とプライベート両
方充実させられるように頑張りたいと思います！ 

(byまめしば) 
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29年前の 7月、買い物ついでに「一度くらい生で
見てみようかな」と軽い気持ちで球場に足を運んだ

瞬間に心を掴まれた。それはH3年夏の広島県大会 
準決勝、広陵高校(同年春選抜大会優勝)VS広島工業。
グランド内での高レベルのプレーとトーナメント

による負けたら終わりという独特の緊張感もさる

ことながら、スタンドで応援する控え部員達のキレ

キレのパフォーマンスに釘付けとなった。この子達

は、プレイヤ―として甲子園出場を夢見て入部して

いるはず。そんな気持ちを抑えて、応援を自分の役

割と捉え、見事に全うしている姿に感銘した。その

一方、これまでの全てが中途半端で、何事もやり抜

いていない自分に気づき恥ずかしく感じてしまっ

た。この試合の観戦が、自分の生き方や考え方を見

直すターニングポイントとなった。 

≪高校野球の観戦歴とコレクション等≫ 

広島県大会、甲子園大会の観戦歴は 29 年。県大
会だけで春夏秋含めて 450試合以上を観てきた。こ
の間の甲子園大会、県大会の試合のテレビ中継と熱

闘甲子園など、関連の特集番組は殆ど収録してい

る。さらに、雑誌に大会展望や各大会の特集号、ド

ラフト注目の選手特集、広島県大会選手名鑑がある

が、それらを約 30 年分収集。中には高校生時代の
イチロー始めカープの新井さん等、かなりのお宝映

像や掲載雑誌など多数ある。つづく… (平田耕造) 

あっという間に大学最後の

夏。忙しい日々を過ごしてます。 
3年の後期から始まった、1年

かけての看護実習が今年の 7 月
にやっと終了しました！本当に

長くてしんどかった日々でし

た。始まる前は、どんなものか漠然としか分かって

いなかったので、不安が膨らむばかりでした。やっ

てみると、大変だと思うこともあったけど、患者さ

んから感謝の言葉を貰ったり、笑顔を見れたりした

時は、微力ながらも力になれたのかなとやりがいを

感じることができました。でも、もう二度と実習は

したくないです笑 
実習が終わると、就活がやってきました。私は保

健室の先生を目指して、教員採用試験を受けまし

た。他県はマークシート式がほとんどなのですが、

広島県は独特で全て筆記。倍率も高いけどとにかく

頑張るしかないと思い勉強しました。いよいよ試験

当日。問題用紙を開いた瞬間「終わったな」と感じ

ました笑 それなりに勉強したつもりではいたけれ
ど、やはり全然勉強が足りてませんでした。もっと

しとけば良かったと今更ながら後悔してます。そう

は言っても、試験が終わったら開放感がすごかった

です。養護教諭のみならず倍率は高いみたいだった

し、難しい試験を乗り越えて働いていらっしゃる先

生たちは本当にすごいと改めて感じました。先生へ

の道はまだまだ遠いですが、これからも頑張ってい

こうと思います。 
次に待っていたのは卒論。私は文献研究で不登校

について研究をしようと考えていました。題材は決

めたし、文献も集めたのですが、研究ってどうすれ

ばいいの？3年生の講義で習ったけどもう忘れてる
し、終わらないかも？！とピンチでした。とにかく、

先輩の論文を参考にして、カタカタとパソコンに打

ち込みまくりました。ゼミの仲間と頑張ったのと、

なんとか形にして提出すれば良いだろう精神で、1
週間で完成しました！先生から「内容はこれでいい

し形になってるからいいよ。でも岡本さんならもっ

と書けると思うんだけどなぁ。薄いコンソメスープ

みたいなんだよなぁ」と褒められてるのかディスら

れているのか分からないコメントを頂きました笑 

だけど私は、「内容と形がいいならもういいです！

もう何もしません！」と終了宣言をしました笑 や
ってみればなんやかんや終わるもんだなと感じま

した。研究ももうやりたくないな〜 
何はともあれやっとひと段落しました。残り少な

い学生生活、国試もあるから勉強は続きますが満喫

したいと思います。           (みお) 

 

高校野球①～私がのめりこむまで～ 

ラジオに呼んで 

いただくことも☆ 
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ど う ぶ つ の 山 おいでよ！ 

～百獣の王への道～ 

―特集 高学年キャンプ― 

高学年キャンプは、今年 4 年ぶりの復活にして、

先例は古く、実行委員でもキャンプ経験者はわずか

2 名という危機的状況下で始まりました。何がどれ

程いるのか全くの手探りで、例えば食事のメニュー

がやっと決まっても、普段食材の量など考えたこと

もないメンバーたち、買い出しリストを作成するの

も四苦八苦。レクリエーションも参加者が小学校高

学年～中高生ということで、いつもの WAKU×

WAKU とは勝手が違い、決めるのに時間がかかり

ました。キャンプらしい遊びとは？…テーマ｢どう

ぶつの山｣に合う遊びとは？…紆余曲折の末、「バー

ゲン」と「しっぽとり」に決定。より楽しくなるよ

うにルールを工夫したり、準備物を考えたりしまし

た。少し進んでは停滞…を繰り返しながら、どうに

か前日までの準備完了。しかしながら、満足な準備

ができていないとの自覚があった私は、不安な気持

ちでいっぱいでした。 
1 日目、不安は的中。タイムスケジュールが大幅

にずれ込んだり、進行がぎこちなくなってしまった

り、様々なところで大人スタッフに助けて頂いたり

…と。想定外に対応できない自分が浮き彫りにな

り、明日のことがますます心配になりました。 
迎えた 2 日目、台風の影響で曇り空、風が強くな

っていました。しかし、悪天候とは対象的に私の心

は段々と明るくなっていきました。それは、キャン

プのアンケートとして絵日記形式の紙を参加者に

配ると、思いの外、皆が楽しんでくれていたことが

よく分かったからです。「もっと描きたい」「友だち

が増えた」など嬉しい言葉がたくさんあり、不本意

に思えた昨日も、こんなに楽しんでくれる人がいた

のか…と前向きに捉えることができました。 
その後、また雨が降り出し、「しっぽとり」が急遽

「ジェスチャー伝言ゲーム」になるという想定外

が。でも私の心はもう揺らぎません。その時、その

瞬間しか歩めないのが人間、たとえ予定通りにいか

なくても今を歩んでいくしかないのです。そうして

臨んだゲームは大盛況に終わりました。 
拙い運営となってしまいましたが、最後まで支え

て下さった大人スタッフの方々、参加者として応援

して下さった皆さんに実行委員一同感謝していま

す！本当にありがとうございました！  (あかり) 

8月 13・14日野呂山キャンプ場 参加者 50名 
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色んなハプニングがありましたが、上手く繋げるこ

とが出来たのでよかったです。なにより、参加者や、ス

タッフの皆さんも楽しめていた事がとても嬉しかった

です。私も、みんなとご飯を作ったり話したり、遊んで

寝て、楽しくて、良い思い出になりました！  (まい) 

 初めての経験がたくさんありました。実

行委員だったこと、1 泊 2 日だったこと、大

規模な企画をしたこと etc……。とても大

変でした。過去に実行委員だった先輩は 2

泊3日で企画しているのですごいなぁと思

いました。         （上田海晴） 

初の実行委員、ヒヤヒヤしました(笑)台風に追われ時

間に追われ…けどあっという間だった！バーゲンめちゃ

くちゃ盛り上がったし！ファイヤー時間のびるほど遊んだ

し！しっぽとりが流れたのは残念だったけど…ジェスチャ

ーゲームはみんな楽しそうにしてた！みんなで頑張れ

た！仲良くなれた！ご飯美味しかったし！来年も是非や

りたいなぁ！              （はるや） 
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大人数で食事の支度をしたり、レクリエーションしたりする

のも、久しぶりのことだったので、企画を立てている段階から

そわそわしていました w 

ファイヤーの時、予期していないことが多く起こり、慌ただ

しかったのでは...と思いましたが、大人や高校生に助けても

らい、最終的にはみなさん夏の楽しかった思い出の 1 つにな

っているのでは？きっとなってますよね！！また呉氏ダンス

をみんなで踊りたいです！キャンプ最高〜〜！！！ (Miku) 

楽しかった！第一声がこんな風になるほど

新しく、素晴らしい経験をさせてもらいました

〜。僕は小さいときから、いも煮会や雪遊びに

は参加していましたが、キャンプには一度も行

きませんでした。見ず知らずの人と生活する

のがイヤだとか、キャンプ自体を楽しくないと

嫌ってたからかなと思います。 

でも、小・中・高校生と仲良くなれたり、自然

の中でみんなと生活する楽しさを感じること

ができました。参加した皆さんにもそう感じて

もらえたのではないかと思います。実際、初め

てここで出会った人が積極的に声をかけてき

てくれたことが個人的に驚き、嬉しかったで

す。こんなに楽しいものになんで参加しなかっ

たのだと昔の自分を恨んでます。笑  

新しいことを経験せずに立ち止まっている

のでなく、色んなことに参加したり、挑戦した

りすることで色んな世界が見えてくるのかな

ぁと感じ、この企画は自分にとって大きな一歩

であったと思います。流行の言葉で言えば

「人生は冒険や！」(少し古いかな笑)って感じ

です。笑 

来年は受験生だけどできればまた企画、参

加をしたいなと思います！    (松本和馬) 
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初めてサポート側にまわってのキャンプ！高校生

が企画するのを見ていて、自分が実行委員をしとっ

た時より、「こうがいいんじゃないか、これが面白そ

う」など、意見がよく出て話し合いもスムーズだった

のがすごいと思った。楽しそうに集まっていてこっち

も楽しかった。 

最初のバーゲンってゲーム。思ったより本気でやっ

ていて見とって面白かった。感想書く時に、「これ 2枚

目！」「もう 1 枚書く」という声が聞こえて、何枚も書

きたくなるくらい楽しかったんだなーと思った。 

最後のイベントしっぽとり！でも雨が降ってきたの

でビジターセンターに移動。そこで別のゲームを用意

して臨機応変に対応しとるのを見て感心。自分だった

ら出来んかっただろうなー（笑） 

当日、うまくフォローできたかどうかは分からんけ

ど、大人のサポートがあって成り立っているんだと感

じた。大人スゲー！自分が高校生の時は見えてなか

ったこと少し見えた気がする。当時サポートしてくれ

とった大人の方々にも感謝！！！！    (彩香) 
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  ―特集 終わらない夏フェス― 8月 4日(日)安井ビル 5F 参加者＆出演者 60名 

あつ～～～い！！夏っぽい、盛り上がるこ

とやろ！！ってことで、このごろ色んなつな

がりで事務所にやってくる高校生たちが、な

んとバンド組んで出演。YYYの夏フェス、開
催しました～。みんな初めてのライブハウス

で緊張気味…。練習の成果を披露できたかな。 
ゲスト出演は、東京で活動中のベムスター。

ゆる～いトークとさわやかな曲の数々で楽し

ませてもらいました。 

 

3 ヶ月前にベースを始めたばかりで、こんな

のがライブなんかに出てもいいのかなぁと思い

つつ、楽しみながら演奏することができました。

他のバンドのように服装を揃えての参加ではあ

りませんでしたが(笑)、このバンドの結束力はと

ても強靭なものなので、楽器を奏でる面白さを

知った僕達でこれからもずっと練習していこう

と思いました。次の出番は、三津田高校の文化

祭です。ちょっとだけ上達した僕たちの演奏を

ぜひ聴きに来てください！(松本和馬) 

 

関係者の方やお客さん、ありがとうござい

ます！色々なことが初めででした、人前で歌

うことも、MCをすることも。 

前日まで MC 何言おうとか悩んでたのを思

い出します笑笑 ほかの高校生バンドの人とも

話せて、刺激にもなりました。 

ステージにあがったときは本当に心臓バク

バクでしたが、曲に入るとそこには緊張はな

くて、あるのは今まで経験したことの無い高

揚感でした。 

失敗してもいいから出来ることをやろうと

取り組みました。（沖見正広） 

 

友達と 2 人フェスに参加しました！練習期間が 1 ヶ

月もなく、2 人で 3 回しか合わせてない状況で頑張り

ました。笑 それでも大きなアクシデントはなく、無事に

終わることが出来ました。よかったです…笑 すごく緊

張して歌詞が飛んだり、真顔になったり、喋れんくなっ

たけど、楽しかったです！私は軽音部に所属していて、

歌うのでとてもいい経験となりまし文化祭でも人前で

人で練習して、もっと良い2た！またの機会に備えて

ものを作ろうと思います！（まい） 



- 11 - 
 

 
 
 

 
人生初ライブで緊張して 上手く弾

けなかったけど、みんなと楽しくバ

ンドができたのでとても楽しかった

です！！！ (きむ) 

初めてライブハウスで演奏と

MC をするから、すごく不安だ

ったけど、楽しく演奏、MC でき

ました！！もっと練習して、来

年も出たいです！！(あや) 

ドラム始めてまだ2ヶ月位と

未熟な中やらせていただい

て不安でいっぱいでした

が、とても楽しく演奏させて

頂きました(o^^o) (ひー) 

ベムスター三森と荒井翔太朗によるアコースティックユニッ

ト。今回初めての呉で、2 日前には広のカッフェバにて演奏、
前日は土曜夜市でライブ、この日は昼の部・夜の部と出演し、

呉ツアー満喫していただきました！ギターやウクレレのジャカ

ジャカにぎやかで、ノリやすいテンポ、ちょっと南国気分にな

れるステージでした(^^)/また呉に来てね！ 

初ライブで全然上手くいかなかったけど…曲か

ぶりとか色々あったけど！とにかく楽しかった

です！(*^^*)出来ればまたやりたいです！めち

ゃくちゃやりたいです！ (*^^*)(はる) 
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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！ 

募
集 

【文字数】800字前後 
【原稿料】ちょびっと 
【問合せ】TEL 24-5646 

プールで夏休み満喫です☆ 

(金行家＆岡光家) 

お台場にて屋形船からの花

火。もう二度とこんな機会は

ないと思う、暑い暑い夏の夜

でした。     (みゆき) 

 

大好きなももかおねーちゃん

と銭洗弁財天でお金洗って金

運 UP(*'ω'*) 

鎌倉大仏は超でかかった！ 

来年は 6 人の従兄弟と遊びた

いです。   (若松めい) 

 

ポテチ食べてるところ

を娘に激写され、ヒゲま

でつけられた笑ところ。 

(サマー) 

キャンプ用に寝袋を買った

ものの試着です♪(心咲) 

台風 10号が上陸との予報。昨年

の災害を思い出し、備えのために

キャリーカートを牽いて買い物

へ。人の生活は自然の手の内にあ

ると改めて思います。(冨村) 

映画館デビュー！ポケモン、

天気の子、みたよ！ 

(とうま＆ねね＆よう) 


