
- 1 - 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 呉こども NPOセンターYYY 広報誌 2020.11.25 発行 \200 

 １１月２０日現在 
 子ども会員：１５３人 
 正 会 員 ： ３５人 
 賛 助 会 員 ：２４１人  

３２団体 
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楽しかったことうれしかったことは 3 つあります。 

広しまの「ろ」をさがしたとき、岩がえいごでロックの

やつと、ろーるケーキと 6 年生の兄がおもしろかったで

す。さいごのチャンバラが一ばん楽しかったです。 

さいしょの 10 びょうでにんじゃにへんしんするってな

すびが言ったけど 10びょうでできなかったのがおもしろ

かったです。たからさがしがむずかしかったけど、さいご

までけがせずにできて、まきものがもらえて、かえりも楽

しくかえれてうれしかったです。(小 2 ねね) 
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いうことで、できるだけの感染防止対策を講じなが

ら、慎重に活動再開。その後、デイキャンプに星空

映画会、ザ・スタッカーツ公演…と様子を見ながら、

少しずつ取り組みを広げました。 

 

おとなスタッフがそれぞれ担当している企画に

ついての報告をした後、いよいよ彼らが取り組んだ

「〒737-SCHOOL ふぇすちばる」の報告です。理

事会前に結構がんばって振り返ってもらいました。

というのも、昨年(2019年度)は、4つものイベント

を企画し、周囲の大人の協力を得ながら、それなり

にやり切った感があった彼等ですが、今回はちょっ

と様子が違っていたからです。初めて企画に携わっ

たメンバーや役割の中で、学びがあった者は、それ

なりに満足げでしたが、中心メンバーは、よかった

と言いながらも顔が笑っていません。なぜ気持ちよ

く終えることができなかったのでしょうか？その

問いを自身に投げかけ、納得がいく理由を手に入

れ、それを言語化してみる、それこそが、実は大き

な成果なのです。よく、来た人が楽しいと言ってく

れた、喜んでくれてよかった…というのを一番の成

果にあげたりしますが、それは継続的に企画を進め

11月に入り、気持ちのいいお天気が続いている一

方で、連日のように新型コロナウイルス感染拡大の

ニュースが流れている今日この頃。みなさんいかが

お過ごしですか？YYYの方は、毎年恒例の「忍者ま

ちを走る」、高校生企画「〒737-SCHOOLふぇすち

ばる」、子どもたちから大人気の「秋のかわらでいも

にかい」と秋のイベントを無事に終えたところで

す。今回は、その合間に開催した理事会について簡

単に報告してみたいと思います。 

 

YYY の理事会は、半期に 1 度おこなわれます。

18日の理事会では、上半期の振り返りと下半期、来

年度に向けての方向性が示されました。 

その理事会ですが、自慢したいことがあります。

他団体からも羨ましがられること間違いなし。それ

は、YYYの理事会には高校生の参加があるというこ

とです。そもそも YYYは子ども NPO、意思決定の

場に子どもがいるのは当たり前！という考え方。な

ので高校生理事もおりますし、理事じゃなくても、

企画運営に携わっている高校生は、オブザーバーと

して理事会に参加、発言もします。いいでしょ！ 

 

本題の上半期の振り返りですが、コロナ自粛やコ

ロナ対策に多くの時間を費やしました。ってことに

つきます。学校が休みの 4～5 月は、県の休業要請

に協力し、YYYも活動休止。5月中旬、休校が解除

になってからのスタートでした。5月中は理事会に

総会の準備。マスク着用に検温、アルコール消毒、

3 密を避けながら、無事に開催。6 月に入り、政府

のガイドラインに沿って、イベントは可能になった

ものの、屋内なら 50人、屋外は 100人、定員の 50％

以内との条件つき。う～ん、すぐに取り組めそうな

のは、WAKU×WAKU クラブとおとな塾だけ。と

ている者にとっては、言わずもがなって

ところです。むしろ、自分にとって痛い部

分とも真摯に向き合い、課題を明確にし、

その解決策＝アイディアをいくつも考え

ること、それがエンパワメントにつなが

るのです。頑張れ～高校生！伸びしろい

っぱいじゃん！そして、彼らの振り返り

に付き合いながら、私たち大人はその 100

倍くらい振り返りをします。こっちもま

だまだ伸びしろあるじゃろ！（笑） 
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10月 31日(土)生涯学習センター 参加者 17名  

 

 

今月の講師はアフタフバーバン前理事長、北さん

こと北島尚志さん。今年の 4 月、なんと 10 年計画

で後任にバトンを渡したのだとか。今回は、このコ

ロナ禍で北さんが感じた様々なこと、子どもの育

ち・いのちの問題について語られた。 

 

 

初めてオンラインで探検隊をした時の事。遊びで

使う「青」の鉢巻き。色あせて水色や紫っぽくなっ

ていて子どもたちは「青じゃない」と。このことを

受けてスタッフから「間違いがないように準備しな

いと」との声。北さんは、遊びに”間違わないように”

なんてない、と話す。子どもと遊び合う“響関者”

になれば「色んな青があるね」でいいじゃない、と。

また「子どもが勝手なことをする、どこまで許せば

よいのか」との保護者の声も、それは余裕がなかっ

たり世間体だったりという大人側の問題であって、

子どもに命の危険がなければ大丈夫、と返す。 

よく保育園や幼稚園でみられる子ども同士の「い

れて」「いいよ」にも違和感があると話す。「コミュ

ニケーションは決められた形はなく、子ども同士の

関係の中で、学んでいけばよいこと。あだな禁止な

んて、もってのほか。言われたくない名前はあると

思うが、その人が呼んでほしい名前で呼べばいい。」

北さんは、子どもには問題を解決する力が備わって

いるので、その力を信じてサポートする事が重要だ

と話していた。 

―啓発広報部おとな塾― 

 

 

3 月くらいから休校・休園になり、色々なイベン

トが中止になった。ある子ども劇場では、毎年恒例

のキャンプをするかどうかでもめたそう。両極端の

意見があり調整に苦慮していた時、子ども達が組織

する団体の団長秘密会議に助けられたという。子ど

も団長たちは忍者修行をするために、①敵を知る②

知恵をしぼる③伝達する、を実行。コロナ禍でどう

すれば「とことん」楽しむことができるのかを自分

達で考え企画を実行した。そのことが、劇場のキャ

ンプを決行するきっかけの一つになったそうだ。 

「このコロナは、とてつもなく大きな体験で、子

ども達に反動がどの位来るのか予想もできない。子

どもはどんな状態であれ遊びを通して学んでいく。

リスクを負いながら、これまでの活動で積み重ねて

きた大切なものを簡単に手放さない。3 歳を経験し

ないと 4歳にはなれないんです。」と北さん。 

この話を聞いて、「とことん」遊ぶことで、子ども

たちの可能性が広がることを感じ、遊びの大切さを

知った。子どもは考える力・コミュニケーション能

力をもち、どうサポートするかによって育ちに変化

をもたらす。私も娘とのかかわり方を考えた。私が

前にでて引っ張るのではなく、彼女の伴走者や協力

者になっていけたらと思う。      (近藤愛) 

講師：北島尚志さん 

(アフタフバーバン前理事長) 

コロナ禍～北さんの雑感～ 

いのちといのちの問題 

子ども会や習い事も中止や休止になっているなか、子

どもたちが主体となり『遊び』を守ろうとした熱意と行

動力に関心させられました。 

忍者当日のワークでは大人と子どもが一緒に「遊ぶ」

って何だろうということ、よくわからなくても興味をも

って子どもについて行ってみる、という話が強く印象に

残りました。企画を与える・与えられるという一方通行

ではなく、一緒に関わるなかで遊びが面白くなっていく。

小さいころ「お兄さんお姉さんたちに遊んでもらったな」

と思っていた私にとって目から鱗でした。今回感じたこ

とをWAKU×WAKUでも大事にしたいです。  (なつ) 

～高校生の感想～ 
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 先月のやんちき通信に寄稿された高校生の記事で、BLMについて書かれたものがありました。読んでみ

て、もしかして偏った認識があるのでは？と思われるような内容であり、掲載するか悩みに悩みました。

しかしその高校生が何かしらのメディアから何らかの情報を得て、そう感じたってことは事実。これは、

自分自身がちゃんと説明できるようになるためにも、調べなくては…！と特集することにしました。 

―特集 BLMって他人事！？― 

B lack L ives M atter 

ブラックライブズマターは、黒人に対する暴力や

構造的な人種差別の撤廃を訴える、国際的な積極行

動主義の運動とされています。特に白人警官による

無抵抗な黒人への暴力や殺害、人種による犯罪者に

対する不平等な取り扱いへの不満を訴えています。 

今年 5月 25日、アメリカで黒人のジョージ・フロ

イド氏が白人警察官に首を 8 分 46 秒押さえつけら

れ、その後死亡する事件が発生しました。その時撮

影された動画が世界中に拡散され、BLM運動が全米

に広がりました。 

 

日本では 8 月、テニスの大会中だった大坂なおみ

選手が翌日の試合を「プレーしない」と表明したこ

とが大々的に報道され、関心を持った人も多いので

は。大坂選手が行動したきっかけは、ウィスコンシ

ン州で 8 月 23 日に起こった事件からのアメリカの

スポーツの動き。車に乗り込もうとした黒人男性の

ジェイコブ・ブレイク氏が、白人警官に背後から至

近距離で 7発銃撃された動画がSNSに拡散すると、

5 月下旬以来継続していた BLM 抗議デモが再び各

地で行われ、NBAの 6チームや、WNBA(女子プロ

バスケットボール)、MLS(プロサッカー)、MLB(プ

ロ野球)などに所属する複数のチームが、予定されて

いた試合を「ボイコット」したのです。メディアで

は「棄権」と報道されましたが、大坂選手は試合前

日に女子テニス協会に相談し、協会は彼女を支持、

試合を 1日延期することを彼女に伝え、表明された

ものであり、試合の相手も全面的にこの行動を支持

したとのこと。海外メディアでは「ストライキ」と

いう表現に変わっています。 

さらにこの夏、大坂選手は全米オープンに出場し

た際、人物の名前が書かれたマスクをつけ登場。ア

メリカで警察の人種差別的な暴力の被害に遭った

黒人犠牲者たちの名前です。 

どんなデモなの？－大坂なおみ選手も声を上げた！－ 

 ジョージ・フロイド氏の事件を機に、アメリカで

はこれまでにない規模で抗議活動が広がっていま

す。5 月の終わり頃、一部過激化した暴徒が世界的

ニュースになります。日本でもこのあたりのニュー

スを見て「BLM=暴動」と思った人もいるのでは。

フロイド氏の弟、テレンス・フロイド氏は 6月 1日、 

兄が死亡した場所を初めて訪れ、拡声器を握りなが

ら「暴力的な方法ではなく平和的な解決をしよう」

と強い口調で訴えかけました。一番怒りを感じてい

るのは自分だとした上で、破壊行為を続ける人へ政

治への参加で社会を変えること訴えました。オバマ

前大統領も「警察やアメリカ社会により高いモラル

を求めるなら、私たち自身がそれを体現していない

と」と SNSに投稿。 

 6 月はじめごろより、平和的なデモの様子が相次

いで拡散されるようになります。詩の朗読をした

り、路上で人々が膝をついたり、平和的に行進した

りといった各地の様子がアップされていきました。 

 その後、暴徒と抗議活動の参加者は別人だという

声だったり、暴徒を指揮していたのは地元外の白人

であったという声があがっています。実際のところ

はわかりません。しかし当初の、暴動が大きく取り

上げられていた報道は、その後、大規模な平和的デ

モの中継など、活動そのものをそのまま伝える、と

いう風に変化しているそうです。略奪ばかりにフォ

ーカスすると、大半の抗議運動は平和的に行われて

いるという事実が見えなくなってしまうと伝えて

いる現地メディアもあります。 

デモと暴動 
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＊ウィキペディア「ブラックライブズマター」 

＊現代ビジネス「大坂なおみ選手の「棄権」とは何だったのか、日本で報じられない「抗議の背景」」 

＊NHK「Black Lives Matter が意味するもの」 

＊fnmml.tv「【特集 Black Lives Matter Vol.1】BLMとは何か | その背景とアメリカの 400年にわたる制度的人種差別の歴史」 

＊ニューズウィーク日本版「BLM運動＝「全ての命が大事」ではない 日本に伝わらない複雑さ」 

＊BBC NEWS JAPAN「日本の人種差別問題、「Black Lives Matter」で浮き彫りに」 

「大坂なおみ選手がマスクでアピールする、米黒人犠牲者たち」 

＊note「「Black Lives Matter？あ、暴動の話？」と思っている人へ」 

 こうした事件が起こるたびに、BLM 運動は各地

で広がっていきました。北米に黒人が初めて連れて

こられて 400年。最初の 250年間は奴隷でした。奴

隷解放からはまだ 150年であり、奴隷だった期間の

方がまだまだ長いのです。奴隷制の終焉後も激しい

差別が続き、黒人たちは人権を勝ち取るための公民

権運動を 1950～60 年代にかけて行いました。黒人

運動のリーダーとして活動したキング牧師のスピ

ーチを英語の教科書で見たことのある人も多いの

では。1964 年にようやく公民権法が制定されまし

た。今からわずか 56年前です。 

私たちは、日本で暮らしていて、道すがら突然肌

の色で警察官に銃を向けられたりすることはあり

ません。アメリカでは黒人というだけで、安心して

コンビニにも行けないといいます。命がいつ突然、

危険にさらされるか分からない、そんな不安を抱え

ているのだそうです。 

トレイボン・マーティン氏という黒人の高校生が夜、フードをかぶって飲み

物とお菓子を買って帰る時、自警団の男性に不審者と見なされて射殺され

る。(フロリダ州) 

自警団の男性が無罪となる。このことについて、人権活動家のアリシア・ガ

ルザという黒人女性が“Black people. I love you. I love us. Our lives 

matter, Black lives matter”というコメントを SNSに投稿。この最後の部

分が# Black Lives Matter として拡散されていく。 

煙草販売における脱税を疑われたエリック・ガーナーが警察官と押し問答に

なり、彼はその事実はないと主張、警察官が逮捕にあたって絞め技を使用し

たために彼が死亡する事件が起きる。(ニューヨーク)ニューヨーク市警察の

指針によれば、絞め技の使用は禁止されている。 

路上で当時 18歳のマイケル・ブラウンが警官に射殺され、遺体が炎天下の

車道に 4 時間放置される事件が起きた。(ミズーリ州ファーガソン) すぐに

は CNNで放送されなかったが、地元の若い黒人政治家や、著名な活動家が、

地元民がブラウン射殺に対する警察への抗議のマーチを行なったこと、昼間

の平和的だったマーチが夜に暴動となりコンビニなどが襲われたこと、警察

は催涙ガスやゴム弾を暴徒以外の人々にも向けたこと、装甲車が投入された

ことなどが SNSで拡散された。 

フィランド・カスティリョという青年が、恋人と、その 4歳の娘を乗せて車

を運転していたところ、テールランプの故障が理由で警官に停められる。彼

が許可を取って拳銃を所持していることを告げたうえで免許証を取ろうと

手を動かした際に発砲され、射殺された。同乗していた恋人がその始終を撮

影、SNSにアップしている。(ミネソタ州セント・アンソニー) 

2012 年 2 月 
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2014 年 8 月 

 

 

 

 

 

 

2016 年 7 月 

ブラックライブズマターの起こりと広がり 

日本に暮らす黒人は、そこまでの命の危険を感じ

ることは少ないかもしれません。しかし、2015年に

ミス日本に選ばれた宮本エリアナさんは「日本代表

にふさわしくない」とネットで攻撃されました。こ

のたび声を上げた大坂選手も、心無い声を投げられ

ています。また黒人だけでなく、中国や韓国の人に

差別的なことを言う人はあなたのまわりにもいる

のではないでしょうか。 

今回調べた中で、先月の高校生が感じたように、

「暴動をよしとする BLM」というような記事も多

くありました。SNSでも、様々な立場の人がこの運

動について賛否の声をあげています。日本に生きる

私たちも、中国韓国、部落やアイヌ民族、女性や障

がい者といった、自分の中に少なからずある差別的

な意識を見つめ、大坂選手のようにひとりの人間と

してどう考えるか突き詰めていく必要があるよう

に思います。まずは大人の私たちから。 (まゆまゅ) 
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  ―こころゆさぶる文化体験事業 2020 忍者まちを走る― 

はじめてのスタッフ。午前は、スタッフで遊んだ

りして、ぼくは、宝さがしを作るとき、みているだ

けでたいくつだから、本部チームとして、新聞紙を

丸めたボールを使って、マーカーで宝の絵をかき、

それを体育館の色々なところにかくして、宝さがし

を作りました。その名は「かくされた、宝をさがし

だせ」です。それで宝の絵がかかれた新聞紙をぜん

ぶ同じチームがみつけたので、びっくりしました。 

遊びが終わって、11時 30分ごろスタッフみんな

で北さんからのお話があって、よく分からなかった

けど、と中から勉強になることやなっとくしたとこ

ろもあったので、よく考えながら聞きました。 

お話が終わってお昼ごはんを終えて、1 時 30 分

すぎて受けつけを始めるとき、さんか者があまりに

もたくさんいたので、「こんなに！」といってこしが

ぬけてしまいました。みんなが体育館に集まったと

き、とびらからこっそりのぞいたらみんなが楽しん

でいるのでよかったと思い、ほっとしました。 

そして、小学校の小さい庭に集まって、それぞれ

のしれいがでて、1 年生は体育館、2 年生は教室ふ

たつ、3 年生は小さい庭、4 年生以上は校庭で、宝

さがしを作りました。ぼくは、はじめてスタッフを

やったので、まだ、北さんに全部の組の様子を知ら

せることしかできなかったので、くやしいなと思い

ました。いつか子どものもとについてもいいスタッ

フになれるようになりたいと思いました。 

 

小 1 から参加していたのに、「俺は今年は忍者やらん」と

言った小 3 が、事務局にまざってスタッフを務めました。今

回は、そんな彼の目で見たレポートでお届けします。忍者を

始めて 10 年以上。こんな子どもの関わり方もあるのか！っ

て感じ。何年やっても新しい発見があるこの事業、やめられ

ません！                 (まゆまゅ) 

忍 者 

30分に 1回、 

手を洗ったり 

うがいしたり 

消毒したよ！ 

「ろ」がつくものを探

せ…「ろ…6 年生の

お兄ちゃん！」 

11月 1日(日)こつぼふれあい広場 参加者約 70名 

 

修行は「はちまき」「スズランテープ」「ビニール袋」「風

呂敷」のどれかひとつ使って、各チームで宝さがしを作り、

他のチームに解いてもらうというもの。隠したり、わなを

作ったり。仕掛けを作る時の集中してる顔が印象的！ 
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宝さがしが終わって、いよいよまちにまった、大

人対子どものチャンバラがっせん。ぼくは子どもだ

けど、大人スタッフなので、さいしょは、大人チー

ムにいたけど、大人の数があまりにも多かったの

で、高校生までは、子どもチームに入ることになっ

たので、がっかりして、心の中で(え～！)といって

しまいました。 

チャンバラがっせんがはじまったとき、ぼくは、

はたを守る方だったので、足は、すわっていてしな

なかったけど、人と人のあいだがあいていたので、

そこからはたをとられて、1 回せんは、負けてしま

いました。けれど、しょげずに 2回せんをやったら、

だましのふろしきとまちがえた人がいたので、心の

中で(やったー！みんなで考えたわなにかかったぞ

ー！)とさけびました。2回せんは、子どものかちだ

ったので、みんなでいっしょに「やったー！！」と

さけびました。このちょうしで 3回せんは、なんと

たったの 30秒。ぼくは、心の中で(いそがないとひ

きわけになっちゃうよ！！)といって、いそいで相手

のはたをとったらそこで終りょう。あともう一いき

のところだったのにと、がっかりしていると、また

わなにかかった人がいたので(え～！！)と思って、

よろこびました。1 回せんは、負けてくやしかった

けど、2、3回せんにかったし、みんなでどたばただ

ったので楽しかったし、みんながえがおでまんぞく

そうなかおをしていたので、ぼくもまんぞくです。 

さいごの、7 つそろえたら、いいことがあるとい

う、まきもののひょうしょう式があって、ぼくは大

人スタッフなので、なしかと思っていたとき、4・5・

6 年生たんとうの大人忍者がまきものをくれたの

で、やさしくて、いい人だなと思いました。来年も

大人スタッフにさんかして、はやく子どものもとに

つけるいちにんまえの、大人忍者になりたいなと思

いました。            (小 3 とうま) 

命名「ごきぶりホイホイ」 

空まで届く長剣！ 
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  ―中高生企画 737SCHOOL ふぇすちばる― 

「書道パフォーマンスって迫力あるよね！ただそれ

じゃ学校と同じだからちょっと違うようにしてみたい

な～」って話した結果、宮原高校と三津田高校の合同で

書道パフォーマンスをお願いする事になりました！と

はいえ、何がいるの？どんな風にするの？など分から

ないことでいっぱいで、紙のサイズは、展示の方法は、

考えたもののまとまらず…変更点が毎日のように出

て、企画をする時はその事を調べてからではないとい

けないということがわかりました。当日は書道部さん

それぞれすごい演出で音楽に合わせて「起志快生」を書

いてくださいました！やっぱり大きい字だと迫力がす

ごかった！自分たちが考えた字ということもあって嬉

しかったです！ 

このイベントをする上での覚悟は十分に出来ていま

せんでした。これまでの企画はなんとか上手くいった

という手応えがあったので、どうにかなるという甘い

考えと根拠の無い自信が自分の中であったことが原因

だと思います。このままではもったいないと感じたの

で絶対！次に！生かします！       (はるや) 

 ある学校では、ステージ発表のみで模擬店ができなかっ

たり、文化部の発表のみで個人の発表ができなかったりな

ど、全員が満足のいく文化祭ができませんでした。それを

「しかたない」で終わらせたくないと思い、できなかった

模擬店や個人の発表などをするイベントを企画、実行しま

した！               (実行委員一同) 

11月 3日(祝・月)集いの広場 参加者約 100名 

正直、成功させることが出来るのかな、と思ってしまう

こともありましたが、最後まであきらめずにみんなと協力

して頑張ったことで、楽しいものにできたんじゃないかな

あ、と達成感を感じています。        (みつき) 
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ゲームブースのスタッフ、ステージでのダンスや

パフォーマンスを自分の通う学校から約 20 人にお

願いしました！多くが快く引き受けてくれて、ほか

の子を誘ってくれた子もいました。イベントをより

よくしようとアイディアを出し合ったり、事務所で

一緒に準備をしたりしました。それが今回わたしは

一番うれしかったです！ 

ゲームブースの PICK-UP-Challenge では、100

本以上のリボンを用意し、紐くじの要領で引くこと

に。どんどんスケールが大きくなり、作成時間も長

くなりましたが、その分一番の愛着があります。 

各ブースの詳細を決めるのが遅く、逆算が不十分

で、当日までのタイムスケジュールを疎かにしてし

まい、余裕を持って準備が出来なかったこと。企画

者全員が内容を把握できておらず、当日のイメージ

が不鮮明であったこと…。挙げればキリがなく、臍

を噛むこともしばしばありました。しかし、この企

画でこれだけの後悔ができたことで、これから先、

あらゆる物事を多面的に見る思考が身についたの

ではないかと思います。          (みく) 

私は三津田の書道部の方々との仲介役を務めた

のですが、うまく伝わっていないこともあり、持っ

ている資料も有効活用出来なかったので説明する

順番や資料を工夫するべきだと感じました。一番学

んだことはメモを取ることの大切さです。メモに残

すことで、打ち合わせで書道部の意見を細かく説明

することができ、パフォーマンスをより良いものに

することができました。反省点として、打ち合わせ

の内容が開催が近くなるまで中途半端だったこと、

内容を皆と共有していなかったこと、ブースの質や

配置場所が良くなかったこと、などたくさんありま

す。これらを改善してよりよいイベントを行いたい

です。      (海晴) 

 

とても楽しくいい経験になりまし

た。「他校の子と交流する機会がなか

ったからできてよかった。」「自分の好

きなことを披露する場があってよか

った。」と参加者から言われて、「つな

がる」をテーマに取り組んだので、そ

こは成功したなと思いました。(なつ) 
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  ―子ども活動部 秋のかわらでいもにかい― 11月 22日(日)二河峡公園 参加者約 100名 

今年もいも煮会ができて本当に良かった～。例年

とは違い、コロナ対策でマスク着用、検温し、密を

避けるためにスポーツ会館に集まった順に出発。着

いた時「思った以上に体力が落ちてます～」と苦笑

していたお母さんも。久しぶりの外での活動のよう

で、子どもたちは子犬のように駆け回る。たきぎを

集めてくるなんてきっと初めてなんだろう。「こん

なの取った～」と嬉しそうな顔。ごぼうのささがき

を怪しい手つきで切っていた小学生も、大人にコツ

を教えてもらったり、隣で上手に切っている中学生

の真似をしたりしてだんだんうまくなっていく。ど

の様子も見ていて嬉しくなる。コロナ時じゃなくて

も、こんな機会ってなかなかないと自負している。

感染対策で白玉団子は断念したけど、みんなの力で

おいし～い芋煮(豚汁)ができた。いつもは野菜嫌い

の子なのにメッチャ食べてます、という声や 4杯お

替りしたという声も。大鍋 3つは空っぽ。 

今年はお父さんたちがかまどを掘り、火おこしか

ら最後の火の始末までやる中で楽しそうに話をし

ているのも良かったし、全員が焼き芋包み体験した

のも良かった。スタッフが何気なく持って行ってい

たラジオ体操の曲が流れると、みんなが体操をし始

めるという。すごい！国民的体操(笑) 体がほぐれて

すっきり。ほかにも子どもスタッフが準備した「ド

ングリ釣り」や「森の美術館」、河原に降りて遊ぶお

や子もいて、ここでしかできないこともやってい

た。定番の「菓子食い競争」はやっぱり盛り上がり、

こんな時じゃないと参加できない！と大人も童心

に戻ってました。 

今回の合言葉「サイコーの一日にしよう！」が実

現できたんじゃないかな。 

かわらでいもにかい 
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「秋のかわらでいもにかい」。私は 25年ほどこの

活動に携わっている。今年、コロナ禍にあっても、

いや、その最中だからこそ、どうにか実施したいと

思った。なぜなんだろう。 

この活動は、いろんな地域の様々な年齢の人たち

が二河峡に集い、芋煮(豚汁)や焼き芋を作って食べ

て遊ぶ、というシンプルなもの。わかりやすい。目

的がわかりやすいので、知らない者どうしでも不思

議と仲間意識が生まれてくる気がする。 

また秋の二河峡は、紅葉と紅い橋が青空に映え、

川のせせらぎが BGM、ドングリがたくさん落ちて

いて…という魅力的な所。呉市の景勝地だと言って

もいい。が、少人数で公園に行くと、薄暗くてちょ

っと寂しい。それなのに、いもにかいの日は賑やか

で、子どもと大人のいい顔で溢れる特別な場所にな

る。同じ場所なのに、本当に不思議。 

11月 22日は「ただいま～」「お帰り」「久しぶり

～」そんな言葉も聞かれた。引っ越したけどみんな

に会いにきた家族。会員じゃないけど、この活動が

好きで毎年のように参加するという親子。去年は親

と、今年は子どもだけで友達と挑戦した小学生。10

代の頃 YYY のキャンプで一緒に活動していて今や

わが子を連れての 30 代たち。忍者やデイキャンプ

が楽しかったから来たという声も。さながら同窓会

の様だった。そんな所って大事だと思う。今年初め

て参加した人もまたこの同窓会の輪に入ってくれ

ると嬉しいな～(^^♪ 

さらに、この活動を通して子どもたちの成長を実

感する。初めは参加者として楽しんでいた子が、次

は「みんなに楽しんでもらいたい」とこどもスタッ

フになったり、さらにそれをサポートする高校生に

なったりして、それぞれが活躍していく。それがと

ても嬉しい。 

コロナで人との接触を控えなければいけないと

言われてはいるが、子どもが人と関わることの重要

さをひしひしと感じているからこそ、この活動を止

めにはできなかったのだ。 

 

都留文科大学の大田堯元学長が「電気ガス水道が

ライフラインと言われるが、あれはパイプライン

だ。本当のライフラインとは人とのつながりだ。」と

言われたことが、思い出された。     (くぼ) 

黙々と鍋洗い 
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10 月 31 日、私の家で友達とハロウィンパーティ

ーをしました。 

10 月中旬ごろ、することに決めてから、みんな、

ウキウキわくわくしていました。何度か別の友達と

ハロウィンパーティーをしたことがある私は、今年

は今までで一番人が多いんだからと張り切って、一

番長く一緒にいる友達と、1 週間ぐらい前から準備

をしていました。準備といっても、ちょっとした小

物を飾り付けたりするだけで、残りは当日にやろう

と話し合っていました。 

そして当日、私と友達で時間がない！と言いなが

ら、なんとかみんなが来る前に準備を済ませまし

た。みんな仮装をすると言っていたので私は楽しみ

にしながら、準備を進めていきました。私は好きな

キャラクターの恰好をしようとウィッグも買って

いましたが面倒くさくなって服だけ着ていました。 

あーだこーだ言って、準備が終わったころみんな

が来ました。みんなには奥の部屋で仮装をしてもら

いました。待っている間に、私はウィッグを使って

驚かせてやろうと思い、ウィッグの下にかぶるもの

とウィッグをかぶって準備しました。みんなも準備

が終わり、「入っていいよー」と言われたので、「は

ーい」と返事をしながら、「ばあっ！」と貞子みたい

にして、驚かせました。そしたらみんな笑って、私

も笑っていました。 

準備が整ったら、パーティーの始まりです。まず

は、ゲームをしました。今大人気の“あつまれどう

ぶつの森”で、みんなの島を回りながらゲームのハ

ロウィンイベントで使う｢あめ」を買ったりしまし

た。しかし、すぐに飽きてしまい別のゲームをする

ことにしました。けれどまた、そう時間が経たない

うちにゲームに飽きて、おしゃべりが始まりまし

た。ほとんどが愚痴で、もう愚痴の言い合いみたい

になっていました。少し時間が経った頃には、それ

ぞれやりたいことをやりました。私は、準備を一緒

にした友達と、ピクミンというゲームの体験版を

「ピクミンかわいいー」とか「こっち手伝ってー」

とか言って協力しながら進めていきました。そのう

ち時間は過ぎてあっという間に帰る時間になりま

した。ですが私と友達は、みんなが帰った後も少し

だけピクミンをしていました。ピクミンを終わらせ

て、私たちは飾り付けを「楽しかったねー」と言い

ながらかたづけました。玄関で友達を送りながら、

「あつ森のイベント楽しもうね」と言って、私のハ

ロウィンパーティーは終わりました。  （伊藤) 

ハロウィンパーティー 

と一緒に 

～あんな結び方やこんな結び方ロープワーク～ 

わいわいアカデミー第 4回 

と き ：12月 19日(土)13：00～ 

ところ：つばき会館 508号室 

参加費：500円(おやつ・保険込) 

対 象 ：小 4～中学生 

定 員 ：10名 

縄をあやつる 
第 1 回～第 3 回はいもにかいの

スタッフとして、現地の下見、買い

出しワークや遊びのしかけづくり

などを実施しました。 

アカデミーに参加して、きみもキ

ッズリーダーになろう！ 

事務所に電話してみてね！ 


