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 2  1 
 ２月２０日現在 

 子ども会員：１９２人 
 正 会 員 ： ３７人 
 賛 助 会 員 ：２２６人  

３１団体 
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る、十分な睡

眠をとる、メ

ンタル的なも

のも大いに関

係するので、

何かやる気が

おこるような

ことに取り組

くむ！…な

ど、ポジティ

ブになれるこ

とを大々的に

広報して欲し

いものです。 

 

2 月に入り、新型コロナウイルス感染拡大のニュ

ースが毎日トップで報道され、花粉症も出始めたと

いうのに薬局にマスクが無い！まったく無い！今

日この頃。みなさん、いかがお過ごしですか？YYY

の方は、おかげ様で、今年度のメイン事業「野村萬

斎が誘う『狂言』の世界」を盛会のうちに終えるこ

とができ、来年度への弾みがついたところです。あ

りがとうございました。 

 

 ところで、新型コロナウイルス、本当に、大変な

ニュースになっていますよね。連日、ワイドショー

でも取り上げられ、いつの間にか桜を見る会の話題

など耳にすることもなくなってきたように思いま

す。産本さんなら、この状況をどんな風に解説して

くれたでしょう？こんな時こそ、国会で変な法案が

採決されようとしてないか、来年度予算について、

しっかり審議されているか…など、国の動向に注目

しておかないとね…って言うだろうなあ、と一人で

苦笑しています。 

 

 そんな中、気になるのはやっぱり報道の在り方で

す。もちろん、ハイリスクの人はできるだけ慎重に

行動することが求められると思いますが、感染して

も発症してない、あるいは軽傷の人の方が多いこと

やほとんどの人が完治していることについては、あ

まり報道されていません。また予防についても、他

に言いようがないのかもしれませんが、手洗い・う

がい・マスクの着用の励行ばかりを連呼するのでは

なく、抵抗力を落とさないための注意喚起の方にも

っと力をいれるべきだと思います。免疫力が下がら

ないようにするには、きちんと食事をとるようにす

（広島大学大学院 教育学研究科 院生） 

と き：3月 10日(火)19：30～ 

ところ：YYY事務所 

参加費：1200円（お茶菓子つき） 

STEAM 教育の可能性 

STEMからSTEAMへ 

＋ 

 

そして先週、追い打ちをかけるように、GDPが 5

期ぶりに、マイナス成長になったというニュースが

流れました。新型コロナの影響もあり、2 期連続の

マイナスは免れない模様です。18日付ウォールスト

リートジャーナルには、消費増税のタイミングやク

ルーズ船への対応など、安倍政権に対する批判や日

本経済が先行き不透明であるという内容の記事が

掲載されました。それを裏付けるかのように、様々

なイベントが中止になっており、こうなってくる

と、オリンピック、ホントに開催できるの？大丈

夫？という大きな疑念さえ生まれてきます。さら

に、わが呉市においては、2月 7日に日新閉鎖のニ

ュースが飛び込んできたところ。私たちの不安はま

すます大きくなるばかりです。 

そんな気分が凹んだ時には、みなさん要注意です

ぞ！不思議なもので、そういう時に限って、具合が

悪くなったり、不慮の事故に巻き込まれたりするも

のです。Let’s ポジティブ thinking！ 

 

だからといって、「ニンニクを食べるとよい」とか

「ゴマ油を鼻の穴に塗ると予防できる」などの根拠

のない情報に惑わされませんように！ 
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わっこです。私も 26 歳になり、周りは

結婚・妊娠・出産ラッシュがきてしあわせ

をもらっています。 

先日、幼なじみのスペシャルな結婚式に行ってき

ました！なにがスペシャルか読んでいただけます

と(＊¯ ¯)ﾑﾌﾌ 

これがまた特別な幼なじみでありまして♪ 

3 歳から一緒のふたごちゃんで、最近ではみつご

といってもらえるくらいです(照) 

結婚式は感動の連続でありました(；ω；) 

まず、お天気！式当日の予報は雨だったんよ…。 

うちがわりと雨女でして…前日まで雨 80％の予

報。で・す・が、式当日なんか雲の隙間から青空見

え始め、昼からはぽかぽかの晴れ！！その花嫁の名

前に【晴】って漢字が使われとんじゃけど、晴れの

日に晴れさす晴れ女ってすごすぎません？笑 

そのうえ、その結婚式のブライダルプランナーは

なんと花嫁の妹ちゃん。様々なサプライズを仕掛け

ていました！花嫁と一緒に過ごしてきたふたごの

お姉ちゃんが、人前式で誓いの言葉を読み上げると

いう泣かせにくる演出。化粧なんてもはや(笑) 

すでにスペシャルですが、これからはうちにとって

のスペシャル(笑) 

生まれて初めて、友人スピーチを任されました

(>O＜)ｷｬｰ！！ 

今までみた友人スピーチはどれも感動するもの

ばかりで、頼まれたとき「うちなんかにそんな大役

むり！てか絶対泣いて読めん！」って言った(笑) 

しかし当日、自分でも引くくらい泣きながら花嫁

への手紙を読みました(笑) 

伝えたいことを手紙に書けたのはほんの一部だ

ったけど、喜んでもらえましたー(TOT) 

いつも一緒におったら、かしこまって伝えられん

けん、こんな素敵な機会をもらえてよかったなと思

います♥ 

手紙いいね。2 月はバレンタインもあるし手紙で

ぜひ思いを伝えてみては！？笑 

でわでわ、わっこでした！ 

空＠空☆ガ。の 

 礒田先生おとな塾の舞台ウラを少し。実は夫が夜

勤だったので、今回はあきらめるつもりでした。が、

前日にお誘いの電話があり、やっぱり行きたい！あ

～礒田先生の話聞きたい！となって、子どもたちに

交渉。アイスとジュースと見たいテレビ見ていいよ

のフルコンボで上 2 人(小学生)がお留守番をしてく

れることに。最初お嬢は「怖いし、お兄ちゃん意地

悪だから嫌だ」と言ってたのですが、仲良しの友だ

ちとのお泊りも企画します、で説得(笑) おかげで、

末っ子だけ連れて参戦することができました。結果

は言わずもがな、行ってよかった！！子どもに「ど

ーーーーーーしても話を聞きたい大好きな先生が

来るから、お願い！」と頼んだのですが、お嬢が翌

日「お話おもしろかった？よかったね！」って言っ

てくれて、あーもう、よかった！！！用意したご飯

食べて、自分たちで歯磨きすませて、あったかい恰

好してテレビ見てたので、ひと安心。兄さんも意地

悪せず妹とすごしてくれました。ありがとう子ども

たち！礒田先生の話を聞くと、日々の生活に追われ

る中でぬるま湯につかって「こんなもん」となりか

けていたジェンダー意識がシャキーンとなる感じ

がします。おかげで母さん元気でたよ！！ 
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  ―啓発広報部 おとな塾― 2月 4日(火)YYY事務所にて 参加者 8名 

元中国新聞記者、その後広島大学でキャリア教育の非常勤講師

を務められ、YYYのよき理解者であった産本力さんが、1月 27日

肺がんのため旅立たれました。おとな塾では多様なテーマで鋭く

政治に切り込んだ話をしてくださり、「大勢に流されず自分で調

べ、判断する」大切さを伝えてくださいました。この日は「プレゼ

ントしたカズーを好奇心いっぱいで吹く産本さんがかわいかっ

た。」「紹介してくれたおススメの本を必死で読んだ。」など思い出

が次々。みんな尊敬し大好きでした。世の中にただ流されるのでな

く、産本さんのような目線でニュースを読み解けるようになりた

いです。ご冥福を心からお祈りいたします。    (山本さなえ) 

 2月といえば「呉市のおさいふ」。直前に日鉄日新

製鋼の高炉廃止のニュースが流れ、「どうなる！？」

と関心が集まっています。講師は 3回目の登場！呉

市財務部副部長(兼)財政課長の濱田純典さん。 

日新のニュースは市としても寝耳に水だったそ

うです。各新聞社から今回の予算に対応策はもりこ

まれているのか聞かれたそうですが、あのタイミン

グでの対応は難しい！補正予算で考える、との事。 

来年度の予算案は『復興、そして未来を開く予

算』。「おっ！」と思ったのは今回の資料！様式がが

らっと変わっています。これまでの 25件から、160

件と紹介さ

れる施策も

増え、復旧・

復興事業、重

点プロジェ

クト事業、行

財政改革の

取り組みの

3 点に分け

て掲載。これ

産本さんを偲ぶ会 

からは戦略的な広報を目指し国の予算と同じ様式

を取り入れていくそうです。 

市長イチオシ事業が写真入り1枚にまとめられて

いて一目でわかりやすくなっています。しっかり子

育て施策も！“未来を開く”予算の中に「子育て世

帯がイキイキとチャレンジできる環境作りのため」

と明記され、保育の充実や人材確保、子どもの居場

所作り、子育て支援WEB申請等が取り上げられて

います。→→→ 

講師：濱田純典さん 

(呉市財政部副部長兼財政課長) 

2月 14日(金)YYY事務所にて 参加者 12名 
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 中国から帰国された(武漢じゃないよ(笑))礒田先生

の回。久しぶりにシビれました。ウィルスも吹っ飛

ぶ爽快感。最初の話題は、半年住んで先生が分析し

た中国のジェンダー。女性管理職の割合や、男女労

働者数などのデータからみると、日本や韓国よりも

ずいぶん男女平等がすすんでいるように見える中

国。大学の学部長が女性、ということも多いのだそ

う。これは、毛沢東の「婦女能頂半辺天」(婦人は世の

中の半分を支えている)という言葉の影響が大きいので

す。男も女も労働者。一方で、子どもは保育園では

なくジジババがみる文化であり、主に祖母が面倒を

みるので、女性は定年が早いのだとか。急激に近代

化が進んだ現在では、我が子を優秀に育てたい、と

富裕層で専業主婦がうまれています。一人っ子政策

の末、後継ぎである男子が異様に増えたそうです

が、その子たちが大人になる頃に結婚できないオト

コがあふれるという発想はなかったんでしょう

ね！(笑)と先生。 

2 つ目の話題は今はずせない、新型コロナ。先生

が帰国されたのは 2月 4日。すでにダイヤモンドプ

リンセス号から香港で下船した乗客の感染を確認、

下船をストップされていた日です。先生は博多空港

を利用したそうですが、「武漢に行ってません」など

の簡単な 3～4 項目の質問事項に答えるだけで通過

できたのだとか！私たち礒田ファンとしては、おか

げで先生に会えてありがたいことです(笑) すでに

国内にウィルスが入っているにも関わらず、水際対

策してる場合じゃないんじゃない？という先生で

すら「さすがにこれでいいのか？」と思ったほど。

中国出国や韓国を経由した際には、もっと数多くの

項目をチェックされ、署名もさせられたそう。 

かと思えば、感染者が確認されていないウエステ

ルダム号の入港を拒否したり、湖北省と浙江省に滞

在歴のある外国人の入国を拒否したり、鎖国でもす

るのか？といった方針を打ち出している日本政府。 

個人では立ち向かえない大きな恐怖がある時、国

家は団結しますが、それは仲間内以外を排除するこ

とにもつながります。中国では、湖北省出身の人が

住んでいるというだけで、家の扉に板を打ち付けら

れたということが。日本でも、院内感染が疑われた

病院に勤務するスタッフやその家族が、いわれのな

い差別を受けている、と声明が発表されたり、ダイ

ヤモンドプリンセスに治療のため出向いた医療関

係者が、上司から謝罪を求められたりといったこと

が話題になっています。 

先生は「正しく怖がりましょう」と言われていま

した。未知の病気が蔓延するのは恐ろしいですが、

その恐怖を、すでに感染した人や、治療に尽力して

いる人への排除の力に変えてはなりません。自分た

ちでできる防衛策を取りながら、何が正しい情報な

のか目を光らせて、冷静に報道や政府の対応を見な

くてはいけませんね！  (礒田ファン まゆまゅ) 

2月 18日(火)YYY事務所にて 参加者 15名 

呉駅周辺の開発も 3月末から動き始め、次世代モ

ビリティ(自動運転・通信機能など)の導入に向けた調査

研究など、「呉も変わっていくな」と感じました。「リ

ノベーションスクール」なる民間主導の空き地空き

家再生プロジェクト、起業家や女性の創業支援など

民間の活躍を後押しする予算も。安芸灘諸島倉橋島

の生活環境改善、復興ゆるキャラ祭り…etc 

西日本豪雨からの復及復興に 51 億円を計上。復

及予算は来年度で一旦終わり、次の 7年間で災害に

強いまちを作るべく復興に取り組むそう。災害公営

住宅の建設、天応小中一貫校への整備や被災した幼

稚園の耐震化整備、クレアラインの 4車線化、地域

支え合いセンターの見守り相談支援なども継続さ

れます。 

様式が変わってたくさんの取り組みが紹介され

たからか、今回まとめるのがホント難しかった！こ

の事業を全部やるん！？って感じです(笑) どれも

安心安全な生活があってのモノ。しんどい思いをし

た分、もっと安全なまちに再構築できるといいです

ね。ハード面は市や業者にお任せですが、ソフト面

なら！ひとりひとりの気持ち次第でワンダーラン

ドが近づくかも…です(笑)     (山本さなえ) 

学生から透けて見えるジェンダー 
―日本と中国、共通点・相違点― 

講師：礒田朋子さん 

(延辺大学 外国語学院 外籍教員) 
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  ―特集～鑑賞部 こころゆさぶる文化体験事業 2019― 2月 13日(木)19：00～呉信用金庫ホール 

参加者 1,100名 

野村萬斎 
が誘う 

当日は暖かくお天気も良好！高校生の迫力ある

書がみなさんをお出迎え！開場1時間前くらいから

人がチラホラ。着物姿の親子を発見！素敵～！！ 

1100 人のお客様が入場し、まずは、萬斎さんの解

説から。あの低めのトーンの素敵な声に会場のマダ

ムたちは、うっとり✧♡ 初めてでも楽しめるよう

に、わかりやすい言葉での解説は会場を引き込む。

「狂言はあまり舞台道具を使わない、ごっこ遊びに

近いんですよ。例えば右手をトントントンとした

ら、これは何ですか？」会場から「包丁！」と、萬

斎さんニヤリ「違います。右手です。」客席は大爆

笑！！「右手なんですけど、包丁と思っておままご

とするから楽しいんです。桶の上に乗って、柿の木

に登った、ことにします。木になっている柿を落と

そうとエアーで石を投げたり、エアー柿をもぎ取っ

て食べたりします。想像しながら見てくださいね。

首引(くびびき)では、マッチョな…オードリーの春日

みたいな人が出てきます」と。「♪え～い、さらさ～、

えい、さらさ～♪」の掛け声の練習もあり、観客の

心を柔らかくしたところで、はじまり、はじまり。 

一曲目の「柿山伏」では、柿を勝手に食べられた

畑主が木の陰に隠れた山伏をからかい、それに反応

して山伏がしゃべるので二重音声。どっちの言葉を

聞けばいいの～？と思いながら観る。からかいに乗

ってしまう山伏の様がとても面白く、笑ってしまう

人でいっぱい！！ 

二つ目の曲「首引」では萬斎さん演じる親鬼が「え

～ん」と泣く姫鬼に「泣くでない。ととが叱ってや

ろう」と何度も親バカぶりを披露。鬼の親子がまる

で人間っぽく見え、微笑ましく面白かった。男性が

演じているのに姫鬼がなんとも可愛い(⋈◍＞◡＜◍)♡

ピョンピョンと歩く姿に子どももハマっていた♡ 
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3 回目ともなると、頭グルグ

ルの会場づくり。そうだ！最

近、高校生の出入りが多い

YYY。高校生にも観てもらいた

い！何かきっかけができたら

…。書道部の書、会場に飾って

みては？そして書いてくれた

部員と顧問の先生をご招待し

ては…。ということで、高校に

連絡を取ることに！急なお願

いに快くご協力くださった高

校の書道部の皆様と顧問の先

生に、感謝・感謝です。作品の前

で写真を撮る姿もたくさん見ら

れました。ありがとうございま

した。 

鬼と為朝との首引が始まると、解説の時に萬斎さんと練習した掛け

合いはいつ始まる？とソワソワ感が漂う。いよいよ萬斎鬼の「♪え～

い、さらさ～、えい、さらさ～♪」に応える時が！！ みんな大きな声

で大合唱！！会場が一体で楽し～い！！ 

あっという間に終演。「楽しかった。良かったわぁ」の声を頂いた。

生の舞台って、素晴らしい！！役者さんの息遣いを感じる、同じものは

二度とない。もっとたくさんの人に味わってもらいたいと、改めて思っ

た。高校生にも狂言と出会って、楽しんでもらえてよかった。 

今回で 3回目となる万作の会さんの公演。チケット販売出だし好評！

毎日のように問い合わせが！でも手は抜けない！年末年始に人が集ま

る所といえば、神社！と、神社にポスターを掲示してもらったり、遠方

の東広島や廿日市のホールにもポスター掲示・チラシの挟み込みをお

願いしたりと、お知らせ誘い掛けに全力を尽くした！！(鑑賞部 岡本) 
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 過去最高の数だっ

たアンケート。子ども

の感想が多く、みんな

結構びっしり書いて

くれていて、びっくり

しました。一部ご紹介

します。ご来場、ご協

力ありがとうござい

ました！ 

足音がぜんぜん聞こえないのに、急に鳴るのでビッ

クリしました。私は、このホールで太鼓を演奏した

ことがありますが、その時に声を出しても全然声が

響かなかったかったけど、この役者さんは、とても

ホールに響いていて、すごいなーと思いました。そ

の声は、歌のようで上がり下がりがあって、これが

「狂言」ということが分かりました。  (小学生) 

首引が特に面白かった

です。親鬼と姫鬼のや

り取りが、人間らしい

演出を出していまし

た。僕も狂言に興味を

持ったので、色々調べ

ます。ありがとうござ

いました。  (小学生) 

野村萬斎が誘う「狂言」の世界に引き込まれてしま

いました。初めて訪れたのですが、細かい動作一つ

一つにまで、様々な工夫がされていて、本当にそこ

にそのものがあるようで、とても面白かったです。

一人一人の想像力次第で違った物語というか世界

になるというのも、狂言の面白さだと感じました。

古典用語ならではの表現の深みというものを感じ

られて、学校で習った語句などもあり楽しかったで

す。分からない語句もあったけど、楽しめるのもす

ごいと思いました。もっと勉強してまた来たいなと

思いました。本当に良かったです!!!   (高校生) 

「つもり」で色々なこ

とをやっていたのでお

もしろかったです。楽

しかったよ。(小学生) 

おもしろかったです。

畑主しゃべっているの

に山伏が聞いていない

ところがおもしろかっ

た。ひめのかおが面白

かったです。(小学生) 

 

 

E テレで見たときより

まんさいさんの声が生

で聞こえたことがうれ

しかったです。テレビ

に出る人が呉で見るこ

とができてうれしかっ

たです。(小学生) 

 

 

はじめてみておもしろ

かったです。「トトがし

かってやる」というこ

とがおもしろかったで

す。     (小学生) 狂言は初めて観ました

が、とてもおもしろか

ったです。近くで本物

の狂言を観れて感動し

ました。また観たいで

す。子どもにも本物の

舞台を見せれて良かっ

たです。   (おとな) 

初めての狂言でしたが分かりやすく初めてにして

はまりそうです。テレビでお見かけすることの多い

萬斎さんですが、生の萬斎さんも素敵でした。次の

公演もできたら観に来たいものです。(おとな) 

 

 期待した通りの舞台で感激です。萬斎さんの説明、

解説で狂言の世界が分かりやすく、より興味を持っ

て舞台を楽しむことができました。いつも若者が会

場係をしてあいさつしてくれて良かったです。高校

生の書の世界も良かったです。和の世界が出迎えて

くれました。有難うございました。   (おとな) 

今日の観客の方々が年

齢層の幅広いのに驚き

ました。小さな子供さ

んも多数来て楽しんで

いるようでしたね。楽

しかったです。(おとな) 

鬼が怖かったけどお母さんが大丈夫と言ったので

怖くなかったです。えいさーさーの掛け声が楽しか

ったです。大きな声で言いました。（小学生） 
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～勇気をもって声をかける～ 

vol.15 

前回、真っ暗闇を視覚障がい者のアテンドで過ご

す「ダイアログ・イン・ザ・ダーク(以下、DID)」に

参加したお話を書きました。今回は後編です！ 

視覚を奪われてから、怖くてなかなか足が前に進

まない中で、まるで見えているかように過ごす視覚

障がい者の方がどんなに頼もしく感じられたか。こ

の人たちにとっては【見えない】ことが当たり前で、

その中で生活をしているんだなと改めて実感しま

した。 

さて、前回の問い「コミュニケーションで一番大

切なことは何か？」。もちろん、表情やジェスチャー

も大切です。ただ、もっと根本的に、私たちはコミ

ュニケーションが足りていないのかもしれません。

例えば、話し合い 1つ取っても、みんな理解してい

るか確認すること・ゴールを決めること・人任せに

しないこと・疑問はちゃんと解決すること。当たり

前だけど、いざやってみると出来ていないことは多

いです。 

私の住む東京は、駅での視覚障がい者転落事故

が、年に何件かニュースになります。私も、駅など

で白杖を持っている方を週に 1度は見かけます。今

はホーム柵の設置も進んでいるし、東京にはあんな

に人が住んでいる。なのに、どうして事故を防げな

いのでしょうか？ 

障がいを持っている人に話しかけるのは、少し勇

気がいりますよね。だけど、自分が【見えない】体

験をすると、不安になる気持ちがとってもよく分か

ります。 

この研修後、街で白杖を持って立ち止まっている

人がいて、声をかけてみました。結局、その人は餃

子の王将のテイクアウト待ちだったのですが(笑) 

でも、ありがとうと言われて、声をかけてよかった

と思えました。 

DIDは、大阪会場で子どもから大人まで参加する

ことができます。是非体験してみてください！ 

Hey guys!12月のライブでお世話になりました、

Sayoutenの tenです！ 

皆さんディズニーをご存じですか？もちろんご

存じですよね！ディズニーの魅力として忘れては

いけないのがテーマパークです。日本で言うところ

の「東京ディズニーリゾート」ですね。今回はそれ

についてお話しさせていただきます！ 

自分が初めて行ったのは 1歳の時でした。正直な

ところ、覚えてないです。そこから 2年おきくらい

の頻度で連れて行ってもらいました。一番行った時

で、1年に 2回です(家族旅行&修学旅行)。昔から行っ

ているので気付いたらに好きになってました！思

い出補正まで入ってるので、人並み以上です。行き

たすぎて、YouTubeとかで BGMとかを聞いたりし

て行った気分になる時もあります。最近は特に、愛

が酷すぎて、パーク内で流れているアナウンスの動

画や、バスターミナルにバスが着く動画とか見たり

しています。弟には「まじで変態じゃん」と言われ

ますが、知りません。VR ゴーグルを付けてディズ

ニー内一周する動画を見たりしますね。自分は歩い

てないのに画面は歩くから、酔います。ディズニー

ランドで夜 7 時 30 分から始まるエレクトリカルパ

レードというのがあるんですが、その音源が Apple 

MUSIC で配信されているので、ダウンロードして

聞いたりもします。こんなことをしているので、実

際に行けた時には死ぬほど興奮します！ 

もし次機会があったら、おすすめとかを書かせて

いただこうかと思います。Thank u 4 reading!! 

P.S. 地方勢はあの長すぎる 

         待ち時間でさえ恋しい 

(ten from Sayouten) 
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  ―子ども活動部 雪あそび― 2月 9日(日)ユートピアサイオト 参加者 85名 

大暖冬の今シーズン、「雪遊び行けるん？」「あそ

このツアーは中止よ」と何人もに言われ、不安しか

ない。事前顔合わせ会で「とにかく雪乞いしよー」

と声かけた。その成果がまさかの当日！降ったばか

りのふかふかの雪・雪・雪！これぞ一面の銀世界。

ずぼずぼと新雪の中を歩き回ったり、ダイブして人

型を作ったり、何度も何度もソリ滑りしたり…。子

どもたちは大はしゃぎ！しかもポカポカ暖かく、気

持ちいーい！初めて出会った者同士でも、YYYのワ

ッペンを付けていると、一緒にかまくらをつくった

り、かまくらに入れてもらったり、ちょっとずつ仲

良くなっていく様子が微笑ましい。 

今年は、スキー教室やスノボ教室に入る子が多

く、リフトで上まで上がれるくらいに上達する子

も。高校生たちはスノボ！そんな様子を見て「来年

はスキーがやりたい！」と低学年。人がやっている

のを見て自分もやりたくなることってよくある。こ

んな刺激って大事だと思う。 

昼頃、幼稚園の子が「もう 3時？」と聞くので「ま

だまだよ」と言うと「やったー！」とガッツポーズ。

雪を満喫しているのが伝わってきて嬉しい。 

午後からの全体遊びは、高校生みくちゃんの進行

で、バス対抗【お宝雪だるま山】を作ったり掘った

りした。「雪運びと宝埋めを分担しよう！」とか「雪

だるまをあちこちに作って惑わせよう！」と作戦会

議をして、スゴイ協力体制。2 号車はあまりにも団

結して雪山を作ったので雪が硬くて子どもには宝

が掘り起こせないという予想外の展開…。大人の力

を借りてなんとか危機を乗り越えたけど、来年は改

良します～      

最後に子ども対おとなで大雪合戦！大人数での

雪合戦は、放出されるエネルギーが違う。飛び交う

のは冷たい雪玉だけど、戦いは熱かった。 

「かあさん、あしたも ゆき しよーね」2 才のはー

ちゃんが言った。 

雪の世界へのナビゲート役には、みんなのはじけ

る笑顔が一番のご褒美だったよ。     (くぼ) 
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スタッフとしてみんなの写真を撮った陽也です。今

回はとにかく良く行ったなーって感じでした！スキー

場に雪があんまり降ってなくてうーん…大丈夫かな

ーって思ってたんですけど前日から降ったし！しかも

晴れてめっちゃ暖かかった！雪遊びの参加は 3 回目

くらいだけど、こんなに天候に恵まれたのは今年が

初めてでした！ 

全体遊びにはいっぱい参加してくれて、チームで

それぞれ個性のある雪だるまが出来てた！たくさん

雪だるまを作るチームがあったり大きいのを 1つ作る

チームがあったり！あと雪合戦は本当に熱戦を繰り

広げていました！写真を撮っていても、みんながすっ

ごい楽しそうで、それが良かった！ 

高校生スタッフ活躍！ 

「雪遊び、あと何日？」と毎日確認するくらい楽し

みにしている様子でした。かまくらづくりをしてい

るとどんどんメンバーが増えていって自然に仲間

になって一緒に楽しんでつくれて〝いいなぁ～“と

思いました。            (おとな) 

スキー、最初は滑れなかったけどだんだん滑れて

楽しかった。雪ですべり台をつくって知らない子と

遊べて楽しかった。          (19 歳) 

雪がっせんたのしかった！！      (9 才) 

「降ってください！」と神頼みの日々を送り、待ちに

待った雪遊び！！皆さんの日頃の行いにより、神様

は雪を降らせてくれました！ベストコンディショ

ン！！ 

早朝の集合や不慣れな土地にバタバタ、けれど、そ

こには、「雪遊び」でしか体験することのできない楽

しみや面白さ、そして多くの人との出会いがありまし

た。来年も絶対参加したいです！ 

バスレクは、立ち歩けず、いつもの WAKU×WAKU と

は勝手が違いました。マイクの渡し方や景品の配り

方、解答者の当て方に戸惑ったりして参加者にいっぱ

い協力してもらいました。これも次の企画に繋げてい

きます！【▼みくは経験値が１上がった】これからも、

どんどん経験値を貯めるぞー！！     (みく) 

参加者アンケート 
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三度の飯より本が好き！あなたに絶

対読んでほしい本をご紹介。大人も子

どもも愛読書が見つかりますよ。 

高校生が 

マジでおすすめ！ 

ちかちか文庫 コレクション 

ご無沙汰しておりました<(_ _)> 今回は高田郁さ

んの『みをつくし料理帖』を紹介します。年末にテ

レビで放送されていました！見たよ〜っていう方

もおられるかも知れませんね♪ 

舞台は江戸、神田御台所町。澪は「つる家」の女

料理人として腕を振るう。澪は、少女の頃に故郷大

阪で水害に遭い、天涯孤独の身となった。しかし、

そこである人と出会い、料理人としての道を歩むこ

とになった。 

つる家では、上方の味を江戸の人々に受け入れて

貰えなかったり、周囲の店から嫌がらせを受けたり

するなど、苦労が絶えない。それでも澪は、「雲外蒼

天」という言葉を信じ、自分の思う道を真っ直ぐに

進んでいく。 

私がこの本を

読んで思うのは、

澪は本当に強い

女性だな、という

こと。「え、なんで

こんな目に逢う

の？」と思うよう

な出来事が次々

に起こります。そ

れでも、澪は料理

をつくり続けま

す。本当に料理が

好きなんだな、と

今日は、この場を借りて、僕の目標と趣味を語ろ

うと思う。 

まず目標から話してイクゥー。 

目標は、ゲーミング PCを手に入れる事なのだ。

なぜなのかという事について 2つ語っていく。一つ

目、ゲームが好きだからだ。二つ目、ゲームをする

となると、自然に「スペック」や「容量」が求めら

れていくため、PS4にもおとらない、逆にずばぬけ

ている、ゲーミング PCがあると一気に環境がよく

なるのだ。 

みんなも聞いた事があるだろう。「フォートナイ

ト」「APEX」などのなどのバトロワゲー、僕はそれ

らが大好きなのである(ほかにも、「COD」「蛇 6」などの

FPS ゲー)。これまで、PS4 から SWITCH までいろ

んなゲーム機でプレイしてきたが、やはり PS4 で

は PC 勢に負けてしまう。だからこそ自分も PC勢

になってやろうと思ったのである。という風に僕の

目標はこんな感じだ。 

次に趣味を話していこうと思う。 

言うまでもなく、ゲームをすることだ。FPS、バ

トロワなどのゲームを主にやっている。でも元々は

ドハマりするほど好きだったわけではなく、インタ

ーネットで知り合った人と楽しむ程度だった。流れ

で 4人制のアマチュアの大会にでることになり、こ

の事がきっかけで、自分の心に火がついた。その大

会の主催者はプロゲーマーチームの「父ノ背中」と

いう方で、アマチュアとはいえ、めっちゃくちゃ強

い人も出ていた。ネットで知り会った人と 4人のパ

ーティーの中の 1人として参加していた自分は、い

いところにかじりついても、1度にせいぜい 4kill程

度、チームにとっては大戦犯だった。 

それからものすごく練習した。休日にはぶっ通し

で 12 時間＋3 時間する事もよくあった。趣味がゲ

ームになってしまった。でも自分のやりたい事をや

り通すのが 1番と分かった。みんなも、やりたいこ

とをやり通してみてね！！       (ちなつ) 

感じます。自分の生きる道に全力で尽くす姿はとて

もカッコイイです！ 

私も料理が好きなのですが、澪のアイデアとクオ

リティには目を見張るものがあります。読んでみた

ら分かるはずです。つる家に行きたくなります(笑) 

実はこの『みをつくし料理帖』、かな～り長いシリ

ーズです。でも、一気に読んでしまいます！なんと

なんと、今年の秋には映画化も決まっております！

とっても人気。私の友達にも大ファンがいます(^ ̂ )

ぜひ読んでみてくださいねー！！ 


