１２月２０日現在
子 ども会 員：２３４人
正 会 員： ３８人
参 加 会 員 ： １０人
賛 助 会 員 ：２２９人
２２団体

大きなクリスマスツリーと幽霊屋敷が、みんなをお出迎え♪
舞台は怖い場面ありコミカルな場面あり。めっちゃ面白かった♡
終演後は役者がホワイエに出てきて送り出し！
人気者シュリーカー夫妻やホノーリアとパチリ！記念撮影に
盛り上がった（おかもと）
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今年も残すところあとわずか。忘年会やクリスマ
ス、イルミネーションのキラキラ効果など、ウキウ
キした気分にもなるこの季節ですが、みなさんいか
がお過ごしですか？
振り返ってみると、公私ともに、上がったり下が
ったり…と忙しかったこの 1 年。みなさんにとって
はどんな年だったのでしょうか？火山が次々に噴
火したり、フランスでテロがあったり…と心配事も
たくさんありました。また、今後の日本の方向性を
決めてしまうような法案がいくつも採択されまし
た。その中で、特に気になったのは次の 3 つ。
1 つ目は、18 歳選挙権
18 歳から選挙で投票できるようにする改正公職
選挙法が成立。来夏の参院選から実施されるそう。
YYY も「子ども参画」って、ずーっとミッション
に掲げてますが、何の準備もなく導入されること
に、「えっ？」ってかんじ！○○党以外は関係ない
んじゃないの？…って皮肉さえ言いたくなる。高校
生に、どうやってアプローチするつもりなんでし
ょ。社会の先生、めっちゃたいへんだわ（笑）
2 つ目、安全保障関連法の成立
集団的自衛権の限定的な行使を可能にする安全
保障関連法が成立。自衛隊による米軍への支援につ
いて地理的制約をなくし、公海など日本の領域外で
の活動を全面的に認めるもの。国会議事堂周辺で
は、反対デモが連日行われました。
前からメディアは、お国の味方！って思ってはい
たものの、今回の報道の在り方にはビックリ(*_*)

あれほど大勢の人が集まってたのに、ほぼほぼ報道
されなかった、どういうこと？SNS がなかったら、
みんな知らなかったのでは？戦時中、国民に真実は
知らされてなかった！って、こういうことだったん
だ。確信がもてましたよね、みなさん！！
3 つ目 マイナンバー制度スタート
政府は共通番号制度関連法を施行、国内に住む全
ての人に１２桁の番号を割り振るマイナンバー制
度が始まっちゃいました。
一本化するってことは確かにコストの削減にも
つながるし、便利にもなるでしょうよ。一方、リス
クが大きいことも容易に想像できるし、既にいろい
ろ起きてるじゃん！何かあった時には全滅よ(笑)
人口減少社会に生きる私たちは、次世代の負担を
できるだけ軽くするように努めたいもの。そのため
には、さまざまな角度から物事を捉え直し、メリッ
ト・デメリットの情報を共有し、できるだけ立場の
違う人の意見を反映させた社会システムを再構築
することが求められます。
ここで最も重要なのは、それがすべての人の幸せ
に繋がる！という視点でつくられること。その意気
込みこそが大切なんだと思います。でしょ？
一年のしめくくり。ちょこっと真剣に語ってみま
した。それではみなさま、良いお年を！(^^)v

ちょっと芯のあるおとなをめざして―

― 子どものまわり研究会

12 月 10 日 参加者 8 名
何もかも世話が必要な赤ちゃん時代、ある程度見
守っていればいい年代、そして逆にこちらが助けて
もらう年代へと子どもたちは成長していく。その過
程で私たち大人は、どんな風に子どもと関わったら
いいか、ずっと悩み続けている。たぶん、子育てし
ている者にとっては普遍的な課題だと思う。
「それしちゃ危ないよ」「だから言ったじゃない」
など、幼い子に向けたよく耳にするフレーズ。とこ
ろが、結婚しない若者層が増え、20 歳過ぎても家か
ら出ない子どもに「その格好じゃ寒くない？上着き

たら？」「今夜何食べたい？」などと、つい言って
しまうという親世代の話をよく聞く。私もその一
人。参加者からは、子どもに「ウザいと思われたく
はないけど目の前にいるとつい言ってしまうし、世
話も焼いてしまう」「もう少しドライに付き合いた
い」などの声もあがった。
結局のところ、手や口の出し加減ではないかと思
う。とすれば、「自分で決めてやってみんさい。必
要な時には相談には乗るけどね。」くらいが程よい
距離なのではないだろうか。（立間）
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いま、他人に何かを「おすすめする」こと、また他人か
ら何かを「おすすめされる」ことが難しい時代になって
きていると感じます。
私は、誰かが心から好きなことや好きなものについて
語っている姿が好きです。このミーティングは、集まった
私たちがおすすめしたいものを、お互いに気兼ねせず、
思う存分おすすめし合い、そのこと自体を楽しもうとい
う趣旨で開催いたします。（言いだしっぺ寺内大輔）

やり方は単純！プレゼンターが 1 人ずつ、持ち
時間を使って、全力でおすすめするだけ！質問の受
歓談の時間は、「これだけは！」って続きを話す
プレゼンター＆「それはどういうこと？」って質問
する参加者で盛り上がっていました。短い時間だっ

付はなし(笑)最後に歓談の
時間が設けてあるので、聞
きたい人はそこで！
今回のプレゼンターは 7
人！それぞれ何をおすすめ
したのか、勝手にタイトル
をつけてみました！
①寺内大輔さん
「こよなく愛する『うさこちゃ

たけど、多岐に渡る内容
で、聞いてるうちに「自
分もやってみたいな～」
って気持ちになりまし
た。興味のあることは人
それぞれ。ってことは、
出会う人の数だけ新たな
オススメと出会えるって
ことじゃん！？(^O^)

ん』絵本」
②川村真央さん
「AKB48～行ってる人しか知らない、握手会の話～」
③山本和子さん「めっちゃ共感
♪♪福山雅治の歌」
④熊川祐輔さん「幅広い世代
に愛される、ゆずの魅力」
⑤ 福田聖 子さん 「『 ダイアル
ア ゴースト』の見どころ」
⑥立間照章さん「私とハーレーの出会い・歩み」
⑦三宅珠穂さん「絶対音感を信用しない。みんな誤解し
ている音感のヒミツ」

みんな何しゃべったん？っ
て興味がわいた方、次はあな
たがプレゼンター！第 2 弾を
開催しましょう！（笑）聞き
たい人も、おとな塾で新たな
出会いをしてみては！？
(宇都宮)

おすすめする皆さん、とても楽
しそうでエネルギーを感じまし
た。
「ミッフィー」と「うさこちゃ
ん」には実は違いがあるとか、
AKB のファンって女子もいるん
だ～とか、たくさん「へぇ～」が
あって面白かったです。

中学校給食について
※詳しくは調整中

【日時】1 月 14 日(木)13:00～14:30
【会場】つばき会館
【参加費】500 円（おやつ付き♪）

【 日 時 】1 月 19 日(火)19:30～予定
【 開 場 】ペアーレれんがどおり別館
【参加費】1200 円

※準備の都合上、前日までに事務所へお申込み下さい。
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世間では映画『スター・ウォーズ』最新作が公開され、オープニング興行収入
は全世界で 642 億円にもなったとか。(日本では妖怪ウォッチが上回ったらしい/笑) ま
だ見ぬ宇宙を映像化するってコトだけでもスゴイよね。
12 月 14 日、Yahoo のトップに、「はやぶさ 2 スイングバイ成功」というニュ
ースが。最初のはやぶさが地球に帰還したのは 2010 年。えっ！？そんな前だっ
け？と思いましたが（笑）はやぶさ 2 が 2014 年の 12 月に打ち上げられていた
ことにもビックリ。知らなかった(◎o◎)日本の宇宙事業にもっと注目しとかなく
っちゃ！ということで、はやぶさ＆スイングバイのこと、調べてみました！

はやぶさは、2003 年に打ち上げられ、2005 年夏に小惑星イトカワに到
着。その表面を観測し、土砂、微粒子などのサンプル採集に挑戦。2010 年
に地球に帰還しました。その距離なんと、60 億 km。世界で初めて、地球
重力圏外の天体のサンプルリターンに成功したのです！
ちなみに、イトカワの物質を採集した後、通信が途絶えたり、各所に故
障が出たりと、大変な旅だったらしい(^_^;)

はやぶさを改良して作られた、はやぶさ 2。目的は同じくサンプルリターンで、今
度の行き先は、小惑星リュウグウ。リュウグウは、C 型小惑星といって、表面物質に、
太陽系が生まれた約 46 億年前の水や有機物が、今でも残っていると考えられていま
す。サンプルが持ち帰られれば、地球の水はどこから来たのか、私たちのような生命
をつくっている有機物はどこでできたのか、などが明らかになるかも！？

スイングバイは、地球の引力を使って、はやぶさ
の方向転換＆加速をするというもの。引力だけで
は、向きを変えるしかできませんが、地球の公転の
力も使って加速(減速も)できます。
め～っちゃ単純にすると、右図のようなイメージ
(笑)ほとんど燃料を使わずに、軌道と速度が変えら
れるとか。燃料の節約にもなるし、その分、より多
くの機器を搭載することができる
んです。小さい機体に積まれた限ら
れたエネルギーで、より遠くまで飛
ぶためのアイディア。考えついた
人、スゴイわぁ。

このために、はやぶさ 2 は 12
月 3 日、地球に最接近。実は日
本からも観測できたそう！見た
かったなぁ。

ニュースでの取り上げられ方が地味な気もしま
すが、裏で日々ものすごく精密な計算をしてる人が
いるんですよね。この頁を作るため、地球の公転や
自転、太陽系など資料を読んで、どんな風に書いた
らわかりやすいか、まわりに相談してたら、ある 19
歳男子が「えっ、地球って傾いてるんですか？」っ

て仰天発言。地軸は 23.4°傾いとるって理科で習っ
たじゃろ！(笑) 「これ勉強して意味あるんかな？」
って思ったかもだけど、宇宙や生命については、ま
だわかっていないことばかり。それだけロマンもあ
るよね！たまには夜空を見上げて、色んな謎に思い
をはせてみては？
(宇都宮)
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歳を重ねれば重ねるほど一年が過ぎるのを早く
感じます。と同時に、例年より暖かいせいか年の瀬
を感じにくい 12 月（師走）
、皆様はいかがお過ごし
でしょうか？私は仕事・忘年会等で“大変忙しく”
過ごしております。
子ども達はといいますと、真冬なのに頭の中が
“お花畑”でございまして、
これから始まる“クリスマ
ス”
“冬休み”
“お正月”の三
大イベントに心ウキウキし
ております。しかし寒暖の差
が激しい日々に体調を崩し、
熱はないものの咳が続いて
いる毎日です。ちなみに私も
ただいま“マスク”をし、咳

今回は、私がこのところ毎日している「あによべ
体操」をご紹介します。これは名古屋の歯科医師の
佐藤青児先生が考案された体操です。
やり方は…
①「あー」大きく口を開けます。
②「にー」大げさに、に～～～っと口角をしっかり
上げて。
③「よー」ぎゅっとすぼめる。
④「べー」下顎を軽く前に出してからべーっていい
ながらべろ～んて舌を出します。

をしながら原稿を書いており
ます。
少し前の話にはなるのです
が、日本写真判定株式会社さ
ん主催の“広島サイクルクラ
ブ発足記念壮行会”に長男と
長男の友人家族とで江田島に
行ってきました。走行距離約
40km のサイクリング。途中、
“徳永豆腐店”で大豆うどん
を食べ、アップダウンの道を一日かけて走ってきま
した。自転車は日頃、移動手段として愛用していま
すが、スポーツとしてのイベント参加は初めてでし
て、長男の体力で果たして 40km 走れるか心配でし
た。息を切らし、肩で呼吸しながら上り坂と格闘し
てがんばっている姿を後ろからみていると、親とし
て感慨深かったです。ゴール後には“めっちゃたの
しかった！また連れて行って”と笑顔で言っており
ました。ずいぶんたくましくなるものです。色んな
経験をすることは良いですね！次回はどのイベン
トに参加しようかな～。

呼吸だといわれて
います。口呼吸は、
「乾燥する・唾液
が減る・口から
様々な病原菌をと
りこんで風邪をひ

きやすくなる・免疫力が下がりアレルギー疾患にな
りやすくなる・咀嚼（そしゃく）や嚥下機能（えん
げきのう）が低下する、…」とマイナスな事いっぱ
いです。
あによべ体操は、舌の位置を整えることにもつな
口の動きは大げさなくらいが効果大。1 日 30 セッ がります。舌の位置って、どこがいいか知っていま
トが目安です。最初のうちは、ちょっと疲れるので、 すか？口を閉じているとき、本来は上あごにぴたり
徐々に増やして
とついている状態がいいんです。舌が前歯の後ろに
いってください。 ついていたり、舌の両側に歯形がつく人は舌の位置
この体操、何が
が下がっています。舌の位置が、唾液の分泌、歯槽
よいかといえば、 膿漏（しそうのうろう）、虫歯の状態にまで影響す
口呼吸から鼻呼
るんだそうです。何より嬉しいのは、免疫力が UP
吸にかえてくれ
すること。そして、女性に嬉しい小顔効果や、リフ
ることです。今、 トアップの効果も♪♪♪脳の活性化にもなるそう
20 代の 90％は口
です。お試しを♪
-5-

やっと追いついた！
by Fuku
この作品との出会いは 5 年前。うりんこの HP にあ
った『幽霊派遣会社』というタイトルが目に入った。

さあ開演！個性豊かな登場人物（33 役を 10 人の役者が
演ずる）が、一瞬と思わせる速さで衣装替えし登場する。
目が離せない。コミカルな場面や緊迫する場面が目の

原作本があることを知り早速読んでみた。これを舞台
にするって？どんな装置？観てみたいという思いが湧
き上がった。鑑賞作品の候補として提案したけれど、
その年は『パイレーツオブ花山田小学校』に。
今年度“エンターティメントに出会う”のコンセプ
トのもと「子どもが楽しめ、大人も満足できる作品
を！」ということでゴーストが再浮上し、決定！京都

前で繰り広げられる。またシンプルな舞台装置一つで、
孤児院・修道院・幽霊派遣会社のオフィス・大きな屋
敷が見えた。（さすが山崎清介演出！）
孤児院で育った少年オリヴァー、財産を狙う従姉兄、
人のいい幽霊一家…テンポのいいセリフまわしに、会
場全体が笑ったり、ドキドキしたり、しーんとなった
り、生の舞台ならではの迫力を味わった。弱々しかっ

で高校の演劇鑑賞会があると聞き下見。
「やっぱいいじ
ゃん！呉の高校生にぜひ観せたい！」そこで今回、市
内の私立高校に声をかけ、希望者に招待券を出した。

たオリヴァーが、幽霊一家と関わりながら成長してい
く姿に、すっきりとした気持ちで帰れる、そんな作品
だった(企画して良かった！)。

会場づくり見える化計画
YYY 名物会場づくり。何週間も前から考えた。T さ
んと話し、イメージはモヤッと、わかったようでうま
く表現できない。なんせ絵心がない。このままではみ
んなに伝えられない。そこで T さんに模型を作っても
らった。
「お化けも配置しよ！」「お化けといえば、く
れタウンみにのキャラクターがおったね」と昔のファ
イルを探し、アムロくん(くれタウンみに 2011)復活！
当日、会場で模型を見ながら、みんなで「ああだ、
こうだ」言って、足したり引いたり。月にビルが見え
るという新アイデアも。些細なところもみんなの意見
でよりよくなっていく。舞台と一緒だぁと感じた。

全力 PR…力及ばず…でもポスター・ラジオ大好評！
今回は広報に力を入れた。チラシ・ポスターのデザ
イン、キャッチコピーなどなど。9 月の『萬斎狂言』
の会場で予告動画を流し、指定席を先行販売。ラジオ
の CM に加え、ラジオ番組『おひるーな』に代表がゲ
スト出演して PR。それから、クリスマスプレゼント
に “チケットラッピング”作戦、お誘い DM、etc…。
当日はクリスマス前の日曜。いつもより開演時間を
30 分早め「文化ホールで舞台観て、イルミネーション
観て、食事をして」というおしゃれプランを提案、
「本
格的な舞台劇で絶対おもしろいんで観にきて！！」と
誘ったが、参加者伸びず、財政的には残念。でも楽し
かったので○。（F）
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舞台に出ていない間 の方が忙しいのよ～！！
これ、鬼の演出プランなんです。役者が舞台裏
に下がった時「はぁ～っ」って休憩してしまうと、
それが舞台全体のゆるみ感につながることもある
んですよ。
『一つの作品として、みんなで最後まで
同じ緊張感でやりきるために、舞台に出ていない
間、役者を暇にしない！』っていう狙いのプラン
だったんです(笑)。だから裏にいる間は、ず～～っ
と着替えてる(笑)。出たり入ったりの度に着替えた
り、もう使わなくなったものを片づけたり、とに
かく一息もつけません。
着替えの練習もしました。
「できた！」って言っ
たら、
「それは明るいからですよ」とか言われて(笑)
確かに、明るい舞台から、暗いセット裏に入ると、
最初のうちは衣装がどれがどれだかわからなく
て。他の役者の衣装を持ってっちゃったり。
「それ
私の衣装～～～！」とかも、ありました(笑)だから
手伝う時以外は、基本、他の人の衣装は触らない！
(笑)みんな、自分で管理する！っていうのが、スム
ーズにいくコツですかね(笑)
(エリック役の村井美奈さん談)

皆さんとても素敵でした。も
っと大人を連れてくれば良
かったです。物語も楽しくお
もしろかったです。今年のし
めくくりに良い時間を過ごす
ことができました。

生きている人間オリバー達
と、死んでも尚家族を大切
に思うウィルキンソン一家の
気持ちやことばの表現の仕
方が斬新でした。とても楽し
めました。

久しぶりに舞台をみました。１人１人のキャラクタ
ーが決まっており、はくしん的な演技にびっくり
しました。笑いあり、シリアスありとありましたが、と
ても面白かったです。
とても楽しかったです。
うりんこの人達とても演
技が上手でした。私も
死んだらゆうれいにな
りたいと思いました。

私が生まれたころに
は戦争がなかったか
ら分から ない け どこ
わいものだと思い知
らされました。

とてもおもしろかった。本
で読んだ時よりも内容が
分かりやすかったし、お
もしろかった。
あかいどれすのきたおん
なのひとがあいしゃどうを
してすごくおもしろかった
です

最前列で観てたので役者さんの表情や息づかい等細かい所もよく
わかり内容もドキドキワクワクしてめっちゃおもしろかった。今度は友
人にももっとアピールしたい
約 2 時間ノンストップで、しかも 10 人ですごい!!って思いました。役
によって声のトーンやしゃべり方を変えて衣しょうもかわっていて面
白かったです！

呉こども NPO センターYYY～こころゆさぶる文化体験事業 2015～

舞台劇『カメジローおつかいにいく』劇団そらのゆめ
カメのこどもカメジロ―は、お母さんからカメじいちゃんの
お誕生日プレゼントを届けるおつかいをたのまれました。
カメジローのはじめての冒険。海の中には不思議な生き物が
いっぱい。深い海へ迷いこんで!?無事におつかいはできるか？
♪「ゆっくりでもいいんだよ」はじめてのおつかいはドキドキ、ちょっとワクワク。見知らぬ世界との出会いは期待と不
安で胸いっぱい。「ゆっくりでも自分らしくていいんだ」と、子どもの成長を願って創られたお芝居です。♪♪♪
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声優になるため専門学校に入
ってはや 2 年…！！
去年、先輩の卒業公演を手伝わせてもらった時、
先輩達はかっこよくて輝いていていました。公演
後、先輩はもちろん、同級生も何人か泣いていまし
た。それを見て「自分たちも後輩を泣かせられるく
らいいいものを作りたい！」と思う反面、自分たち
はこうなれるのだろうか、と思いました。でもまだ
まだずっと先…と思っていたら…。
あっという間に、気づけば自分たちの卒業公演。
自分は「青竜国の国王」の役を演じました。緊張し
たけどすっごい楽しくて、終わったあとは、ホッと
したのと、終わってしまった淋しさと、ついにここ
まできたんだなっていう気持ちとが一気にきて、何
ともいえない感じでした。
練習期間はみんなで協力してセリフや動きを考
え、練習し、小道具の剣やマッチを作ったり、衣装
にする服を探し、さらにそれに手を加えて思うよう

な衣装に仕上げたり。時には思いが違って言い合っ
たり、ぶつかったり。大変だったけど、今思えば楽
しかったです。
本番中に小道具の剣が壊れるトラブルがあった
りもしたけど、みんながサイコーだったと言える舞
台が出来てすっごくよかったです。1 年生も泣いて
くれてたらしい（よっしゃー！）。
授業はもう数えるほどしかなく、4 月からは東京
に行く人、研究生になる人、就職、とバラバラな道
を歩んでいきます。長いようで短い 2 年間でした。
1 年でやめてしまった人たちもいた、いろんな人
がいた、でもみんなサイコーの仲間でした。
次はプロダクションのオーディション！
ここからが本番！とても厳しい世界ですが、全力
で頑張っていきます！
（スミショー）

いよいよ来年！

みなさんは、全国高等学校総合文化祭を知ってい
ますか？全都道府県で順番に行われる、高校の文化
部の祭典です。47 年に 1 度しか回ってこず、なんと
来年は広島県で『ひろしま総文』が行われます！
1 年前から生徒実行委員の 1 期生が募集され、準
備にとりかかっています。今年の 6 月には 2 期生も
加わり、現在、総勢 67 名、先生方も含めると総勢
86 名で、来年の本大会へ向け頑張っています。
視察のため、1 期生は全員、昨年 8 月の茨城県本
大会、11 月の滋賀県のプレ大会へ。今年 8 月には、
2 期生全員と 1 期生のステージ出演者 5 名が、滋賀
県の本大会へ行きました。
茨城・滋賀の生徒実行委員、先生方と交流を深め、
良いところや問題点などを見つけ、広島の委員会で
行きづまると、先輩である茨城・滋賀の方に相談す
る…というよう
に、連携を取って
います。
最初は総文な
んて見たことも

聞いたこともなくて、47 年に 1 度だから、記念にな
るかなぁ？くらいの軽い気持ちで委員会に入りま
した。
1 年以上たった今では、来場する方を感動させた
い、忘れられない大会にしたい、高校生でもこんな
に大きなことがやり遂げられるんだ！ってことを
分かってもらいたい…そんな気持ちで取り組んで
います。
滋賀の本大会で、突然の大雨でパレードが出来な
くなるという事態が起きました。ずっと準備してき
たパレード委員、全体の委員長は悔しくて泣いてい
ました。楽しいことだけじゃない。辛いこともある
んだっていうのは、頭では分かっていたけど、突然
雨が降る、ということは考えていなくて…。パレー
ド委員の頑張りが無駄にならないように、雨の対処
法も考えないと…など色んな可能性を考える機会
になりました。年が明けたら、いよいよ『ひろしま
総文』本番へ向かって加速します。どうすれば 1 人
でも多くの人を感動させることができるのか、考え
ながらやっていきます (清水ヶ丘高校 西浦妃乃)
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“もうい～くつ寝ると～♪”
あー早い！年越しの準備にココロもやもやのこの時期。来年もパッと花咲く良い一年になるように、揚げ
もちレシピをご紹介します。
年始、固くなったおもちで困った時、パッと揚げて、冷蔵庫もスッキリ☆子どもたちも大好きなしょうゆ味
で、おせんべいのような味わいです。（マッキー）

【材料】 ※おもちは丸でも角でもＯＫ
パッと花咲く

①固くなったおもちを 2～３センチ
くらいの角切りに切ります。

② 揚げ油を用意。１７０℃に熱して、
切ったおもちを入れる。

③おもちが浮き上がり、パッとはじ
けるようにふくらんだら、うっすら
キツネ色になるまで揚げる。

④ 油をきり、熱いうちにしょうゆを
ふりかければＯＫ！

お醤油の香ばしさと
お餅 の カリ カリ感 が
たまらなぁ～い❤
（しるこ）

このおもち、小学生のころ、
年始に必ずかがみ開きをし
た、絵画教室の先生が作る定
番メニュー。絵を描くことそっ
ちのけで、こんがり揚げたての
味を口いっぱい、ほおばってい
ましたネ！
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ことは一度もな
いし、家に帰りた
くない友達の話
を聞くと別次元
の話のように聞
こえるのです。
世の中にはき
12 月 12 日、大阪で開催されたドリカムのライブ
っ
と私の知らな
に家族 3 人で参戦してきました！…という話をする
と、一様に「家族でライブ行くなんて仲がいいんだ い色んな家族の形があるのだろうと思います。何が
ね～」と言われます。でも私としてはこの言葉、違 幸せかは私のものさしで測るわけにはいかないけ
和感。私は家族とライブに行くのも 3 度目で、これ れど、でも私に「家族と仲良くないから羨ましい」
が「普通」だと思って 20 年間すごしてきた訳です。 と言う子は少なくとも、仲良くなりたいのになれて
あまりに仲良しだと言われるものだから私はびっ いない分、不幸せだと思うのです。ちょうど中高生
くりしてしまって、「みんなはそんなに家族と仲良 くらいで反抗期が来るんですかね？親の皆さんも
くないの？」と聞きたくなりました。私にはあまり 子どもに反発されると口を出したくなるのでは、と
大きな反抗期もなかったけど、勿論けんかをしたこ 思います。よくある例が「勉強しなさい。」でも、
ともあります。でも親が嫌いだなんて本気で思った それは私の経験上、大体関係を悪化させます。笑
こんにちは！すっかり寒くなってきましたね～。
呉に住む母から「こっちは日中ちょっと雪が降った
よ」と連絡が来て、暖冬と言われつつも遂に冬が来
たな…！と感じております。さて、今回は「仲の良
い我が家」のお話を少し(＾ω＾)

我が親の尊敬すべき点は、私のことを全面的に信
用してくれた点にあると思います。あえて勉強のこ
とには何も触れてきませんでした。出来るって信じ
てるからとさらっと言われたほうが、圧倒的にやる
気が出るし、角も立たないのではないですか？
まとめとしては、どうか親の皆様は子どものことを
信じて見守ってくれたらな、というギリ子ども代表
（20 歳はもう厳しいか。笑）の意見でした！
（丸屋杏子）

今どきアラサーは結婚したくない？草食系？

く：結婚してえなあ～って。最近思うんですが。
Ｚ：急にどうした！？
く：同級生の結婚式に行ったのがキッカケなんじゃ
けど、なんかわからんけど感動して涙が止まら
なくてさ…。式の後しばらく幸せな気持ちで過
ごせたんよね。
Ｚ：くーたんそんな泣くような人間じゃなかったよ
ね。まあ俺ら 28 歳じゃし、意識はするよね！
でも正直まだまだ遊びたいかな（笑）
く：あのね。「まだ遊びたい」ってモテるやつの言
葉だから！モテんやつが言ってもむなしいだ
けじゃけんね。そもそも Z くんそんな遊んでな
いじゃん。
Ｚ：そうなんよ。じゃけん遊びたいんよ～。仕事忙
しいときは遊ぶ余裕なかったけど、時間が作れ

るようになったら反動で遊びたい欲求が…。
く：気持ちはわかるけどね。でもひやかしはいらん
けんね。俺は真剣で斬り合う覚悟は持っとる
よ。
Ｚ：恋人と斬り合いするって例えも変じゃろ。てか
それはそれで重くない？俺は正直、結婚って実
感わかんし、30 過ぎくらいでできたらいいなっ
て感じよ。
く：あと 2 年しかないじゃん！結婚するまでを逆算
したらもう遅いかもしれんよ。付き合ってから
入籍までの期間は平均で 3 年ってゼ○シィにも
書いて…。
Ｚ：調べすぎじゃろ！（笑）まあ俺は地道に合コン
行って出会いを探すわ。知り合いも増えるし
ね。まずはそこからじゃね。
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空＠空☆ガ。の

忍者でおなじみの北さ
んを講師に親子で遊ぶイ
ベントに、坊ちゃまとお嬢
と共に参加！公園で遊び
ました。かくれんぼで、樹
やベンチになりきったり、
忍者の時のように「ざらざ
らのまる」といった指令に
合うものを探したり、葉っ
ぱを集めて色や大きさを比べっこしたり！
その日はとっても寒く、その上、広島までのバス
旅でお疲れ？だった坊ちゃまは、途中で「見とく～」
と座りこみ(^^;) お嬢はビビって抱っこ虫。参加者
は 2 歳～6 歳までと幅があり、
同じように途中で抜ける子も数
人いましたが、無理に遊びに戻
らなくてもいい、ゆる感はあっ
たのかな(笑)『初めましての家族
とも仲良く～』にはなれません

でしたが、普段の外遊びに楽しめそうなヒントをた
くさんもらいました(^^)ちなみに坊ちゃまは、バ
ス・JR・路面電車(人生初！)…に乗っただけで十分楽
しかったみたい。
ただ始まりの寄付金贈呈式。スーツのおじさんが
ズラリと並んでの報告・感謝・協力のお願い・企業
の社会貢献の紹介…って意図はわかるんですけど
ネ。さらにおじさん達の記念撮影は、そこでしなく
てよくない？って心の中でツッコんだのでした(笑)

私 1 人で子ども 2 人連れての初、広島！
帰り、駅に着くとすぐに快速が。「ラッキー！早く
帰れる！」て乗ったけど、快速って最初に座れなか
ったら、呉に着くまで座れないのよね…。子ども連
れだと、各駅停車の方が、どっかで座るチャンスが
あっていいなぁってことがわかったのでした！さ
さいなことだけど、色々発見があるわぁ(^O^)

12 月 6 日には、地域子育て支援拠点研修の司会を
担当させていただきました。
これは、子育てひろばを中心とした「利用
者 支 援 事 業 」に つ い て 考 え よ う ！ と い う 研 修 。
全国の事例報告、パネルディスカッション、
厚 労 省 の 方 、大 学 の 先 生 の 講 演 が あ り ま し た 。
11 月、12 月と司会をさせていただくご縁が。11 月、
利用者支援ってコンシェルみたいなもんか
夢コン表彰式。主におじさま達で運営されている事業。
と思ってましたが、
「 支 援 」の 連 呼 を 聞 い て る
12 月の子育て支援拠点研修は、主におば…失礼、お姉
うちに、ちょっと違和感も。お国の資料には
さま達で運営されている事業(笑)
「 子 ど も・保 護 者 の 置 か れ て い る 環 境 に 応 じ 、
11 月の男性陣は、表彰者・受賞者の立ち位置やマイ
保護者の選択に基づき、多様な施設・事業か
ク位置、掲示物の場所などキッチリ数値化・図面化さ
ら良質かつ適切な教育・保育、子育て支援を
れていたのが印象的。かたや女性陣は、割と型にこだ
総 合 的 に 提 供 す る 体 制 を 確 保 す る 。」っ て 書 か
わらないのか、しゃべってる途中にマイク直しに行っ
れてるけど、そんなドライな感じじゃなかっ
たりとフリーダム。パネラー同士「何をしゃべるの
た よ ？ (笑 )
か？」に重点を置いていたのが印象的。
いっそ介護のケアマネみたいに、利用者支
この男女差、すごいなー！…どっちがイイとかない
援の専門職員が、子育て支援の必要度をレベ
けど、男女共同うんぬん語るまでもなく、それぞれ気
ル分けするとか？そんで、ちゃんと給料もら
づくトコ気付かないトコが違うからこそ、混じり合っ
える仕事にしたらどう？？なーんて。
て色んなことに取り組むって、大事なんじゃわーって、
研修の超ごっっつい資料、見たい方、声掛
なんか妙に納得したのでした（笑）
けてね。見せるよ～☆彡
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チケットをもぎって会場
に入ると、真正面にゴース
ト城がばーんと！…今回の
ホワイエはクリスマスゴー
ストイルミネーション☆★
原作の表紙も参考にしなが
ら、演じる側も観る側もテ
ンションが上がるようなお
出迎えにしようと、模型も
作って試行錯誤。
記念に写真を撮る親子も
多く、思い出づくりの手助
けができたかな♪♪

【文字数】800 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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