
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月２０日現在 
 子ども会員：２３０人 
 正 会 員： ３７人 
 参加会員： １０人 
 賛助会員：２３０人  

２９団体 
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春の鍋会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

和菓子にチャレンジ!!・・・・・・・・・・・12 

キャンパス内に沢山のカメた

ちが、勢揃い!! 張り出しの舞

台で、役者と観客の距離も近く、

会場内は大盛り上がり!! 子ど

もも大人も、舞台にくぎ付け!! 

大の大人もプッと笑ってしまう

舞台でした。  byおかもと 
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スと。回転舞台になってるから、大型の装置もグル

グルっと楽々場面転換。壁が揺れたり、崩れたりす

る背景は、プロジェクションマッピングで表現。な

んと言っても一番感激したのは 2幕目、10ｔの水が

滝のように流れるシーン。前々日に Hさんの店に寄

ったら、「絶対水がかかるから、タオル持って行った

方がいいよ」「上着はロッカーに入れてね」「座席に

ビニールポンチョとかビニール袋とか、タオルとか

ちゃんと置いてあるから。ポンチョ着ないと、そう

いう人を目がけて、役者がわざと水を飛ばしたりす

るんよ」と、いろいろ教えて下さいました。言われ

た通り、上着をロッカーに入れ、それなりの心構え

で観ていたのですが、舞台から水が飛んでくるよう

な経験は初めて。みんなと一緒にキャアキャア言い

ながら、遊園地に行ったような気分で、思いっきり

楽しんじゃいました。 

 

 

キラキラした出演者の顔を見てたら、悲しい場面

でもないのに、なんだか泣けちゃって。で、横内謙

介（脚本・演出）の思惑通り、まんまと麦わら一味

に加わってる自分がそこに居ることに気付かされた

のでした。実はわたし、2 月初旬より心の中が☂ザ

ーザーで、歌舞伎が楽しめるかな？って思ってたん

ですが、要らぬ心配でした。観る人の心をグイグイ

惹きこんでいく、改めてエンターテイメントのもつ

力のスゴさを感じました。この幸せな気持ちをちょ

っとでもたくさんの人に知って欲しい！この思いを

胸に来年度も YYY は呉市の子どもたちに素敵な舞

台を届けていきたいと思ってます。 

日に日に暖かくなり、あちこちから桜だよりが聞

こえてくる今日この頃ですが、みなさんいかがお過

ごしですか？今回は先日観に行ってきたスーパー歌

舞伎のことを書いてみようとかと思います。 

 

 

誰もが知っているこのフレーズ、今回ほど、この

言葉の意味を実感したことはなかったように思いま

す。ホント最高！ 

これまで観てきた中で Best One！の舞台でした。  

初めて行った大阪松竹座、初めてのスーパー歌舞

伎鑑賞、演目は「ワンピース」。会場に入り幕を見た

だけで、ワーっ！スゴ(^^)v状態。いつもお世話にな

っている歌舞伎が大好きなHさんにチケットをとっ

て頂いたのですが、なんと前から 3 列目のど真ん中

の席。（いつもは主催者。そんないい席で芝居をみる機会は

ほぼないので、＼(^o^)／ってかんじでした（笑））上演時

間はなんと 4 時間余り。めっちゃ長っ！って思って

ましたが、その思いは始まってすぐに打ち消された

のでした。 

 

 

舞台上には麦わらの一味。白塗りの人もそうじゃ

ない人も入り混じって…衣装もカラフルで華やか。

どのキャラもインパクトがあり、とても魅力的。キ

ャラだけじゃない！動きもテンポがいい！役者たち

は、一人何役もこなしながら、右へ左へ、上がった

り下がったり、また花道を行ったり来たりと大忙し。

極めつけは、猿之助さんの“斜め宙乗り”。まさに、

ライブ、コンサート会場のノリ。2階席、3階席のお

客さんも大喜び。(^^)v 

 

 

水が出たり、火が出たり、スモークにドライアイ

【日時】4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♪） 

※準備の都合上、前日までに事務所へお申込み下さい。 

題名のある音楽会 
～スプリングコンサート 春ら・ら・ら～ 

【演奏者】Celchio（チェルキオ） 

【 日 時 】4月 19日(火)19:30～予定 

【 開 場 】ペアーレれんがどおり本館 

【参加費】1200円 
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る難しさを感じたと同時に強い興味を持ったそう

だ。人懐っこい彼女だが実は人前が大の苦手。大好

きな人に「その声、どうにかならんの？」と言われ

しゃべれなくなった時期もあったとか。でも自分を

必要とし認めてくれる人、いいね！と言ってくれる

人の方に目を向け「努力を忘れない、自分らしさも

忘れない」をモットーにしているそうだ。その芯の

強さ、前向きな言葉にどんどん引き込まれていく。 

 

仕事と子育ての両立！ 

 出産を期に 5年間仕事を離れ、再び戻ってきた彼

女。両立のコツは「子どもと仲良くすること！」。

例えば週 1回、夜に自由な時間をもらう代わりに、

週 1回勉強しなくていい日を設けるとか。心に決め

ているのは、呼ばれたら絶対に返事をすること。簡

単なようで実は難しいこの心がけ。普通の事を丁寧

に取り組む彼女らしさだと感じた。 

  「YYYの活動って面白くて実に有意義！私も子

どもと参加したい！」としーちゃん。子どものため、

呉のために一緒に楽しい事できるといいな、と元気

をもらったおとな塾だった。      （山本さ） 

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                          

3月 10日 参加者 4名 

近頃の私世代の会話は「ここが痛い、ものが見え

にくい、忘れやすくなって…」から始まる。という

ことで今回のアルデンテのテーマとなった。 

「子どもたちに負の財産は残さないぞ」と皆思っ

ている。でもこのまま行くとどんどん医療費使っ

て、私たち生きてるだけで若者にとっては負の遺産

になってしまう？（どうする！？）「我が子には介護

してもらわんよ」って言うけど、自分ちだけの問題

ではない。次の世代のために「生涯現役。ぴんぴん

コロリを目指すのだ。」と思う。が、すでにあちこ

ちガタがきている。参加者のひとりは「今日も行っ

てきたんだけど、ぴんぴん生きるには歯よ、歯！歯

周病は万病のもと！最近ね、美容院に行くみたい

に、半年毎に歯科へメンテに行くわけよ」と言う。

「年を重ねても引きこもらずに外に出かけてどん

どん人に会うようにしたいね」とも。結論は、体の

為にも頭の為にも口が大事。子どもたちには「自分

のことは自分で！しっかり歯磨き」と言ってきた。

人生の後半突入の私たち「自分のことは自分で！」

食べて寝て排泄してそして「口や歯を大切に。女を

磨く！歯を磨く！」そこで、子どもたちに負の財産

を残さないために歯科衛生士の参加者の協力で、意

外と知らない『本格派歯磨きワークショップ』をや

ろうということになった。（立間）←お楽しみに！ 

おとな塾にしーちゃんがやって来た！！ 

緑のエプロンにデニムのオーバーオール、親しみ

やすいニッコリ丸顔。呉市出身の RCC パーソナリ

ティおだしずえさんが、「しーちゃんに会いたい！」

という YYY からの熱烈ラブコールに応え、この日

も、月～木曜日にメインパーソナリティを務める

『おひるーな』の放送終了後に駆けつけてくれた。 

まずは、自身の肉声がマイクを通すと違って聞こ

えること、電波に乗せると更に違うらしく、電話口

でがっかりされたエピソードなど紹介。 

次に、ラジオの魅力について。仕事や家事をしな

がら聴ける、災害時小さな電池とラジカセさえあれ

ば大切な情報が得られると。阪神淡路大震災の時、

いつもの時間、いつのも人が耳慣れた声でしゃべっ

ている事が、被災者の安心や励みになる！と知り、

自分の声がみんなに浸透するまでは何があっても

休まない！との想いで仕事をしているそうだ。 

放送局の社員であるアナウンサーとの違いにつ

いて、彼女的には、人に寄り添う立場にいるのがパ

ーソナリティなんだとか。エプロン姿は彼女の仕事

着、“普通の主婦の私”

を意識し表現するた

め。そのポケットには

風邪予防のアロマス

プレーや喉飴などが

入っている(みんな 1個ず

つもらっちゃいました)。 

 大学時代、サークル

の定期演奏会で司会

を担当、人前でしゃべ
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卒業、卒園の皆さん、おめでとうございます！4 月から

の生活にドキドキ、ワクワクしているでしょうか？今回は、

「夢を語れる若者を増やそう」ということで、今の時点で

なりたいものや、目指すことを語ってもらいました！ 

みんな、次のステージも、応援してるよ！！ 

3 月 12 日、白岳中学校を卒業し、4 月からは高校生です。僕

は弱いけど柔道を 9 年間続けています。僕の行く高校には良い

柔道の先生がいるので柔道部に入って毎日練習出来ることを楽

しみにしています。将来消防士になりたいと願っている僕はしっ

かり体を鍛え、心身ともに大きく成長したいと思っています。夢

に向かって一歩ずつ進んでいくために努力していきます！勉強

は…まぁ…そこそこ怒られない程度に頑張ります…（片岡綺羅） 

4年間福岡の大学に通わせてもらいました¥( ˙▿ ˙ )/とにかく自由な毎

日だった(笑)そうそう、YYY で培ってきた(?)泊まりの荷物コンパクト化

や、Word の知識などはほんま助かった･でも BBQ の火起こしなど、カ

ッコイイ先輩の腕の見せ所をとっちゃうこともあったなぁ(笑) 

一人暮らしで福岡に来て、友達に広島のオススメスポットとかありき

たりなのしか言えんで、じぶん全然地元知らんやんって思った！地元に

帰る度、やっぱいいわーって気づけたのもよい収穫です(=^^=) 

今後は助産師の資格をとりに進学します！自分が社会の何かに貢献

できるかなんて分からんけど、夢を叶えて親孝行はします！（わっこ） 

 4 月から、晴れて大学生になれそうです。僕のこれからの目標は、大学生活

を目一杯エンジョイすることです。大学は高校とは違い、授業は自分で選ばな

ければならないし、全国から人が集まるので交友関係も広くなります。まずは

テンションを上げすぎて初対面の人たちにドン引きされないよう気をつけた

いです。そこから勉強も、まぁボチボチ、自分のペースでがんばれたらなーと

思っています。 

4 月から高校生になります。 

中学の時の友だちと離ればなれにな

るのは寂しいですが、高校になっても

たくさん友だちをつくって、いろんな

事を経験したいです。（まーくん） 

 春からは県外で暮らすことになりそう

です。念願の 1 人暮らしですっ！！楽し

い大学生活を送るためには、まずは家事

をこなせるようにならないと、ですね…

（焦）（後藤遼太郎） 
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今は将来なりたいもの、やっ

てみたいことはまだ決まってい

ないです。 

これから中学生、高校生にな

って沢山色々な事にチャレンジ

して、自分のなりたいもの、夢

中になれそうな事を探したいで

す。 

世界一周とかして、色々な国

に行ってみたい気もしているけ

ど、出来るかな〜。 

とりあえず、中学での世界を

楽しむぞ‼（木村亮太） 

ぼくは、公務員になりたいです。 

理由は、社会が好きだからです。政治に

ついておもしろかったです。 

そのために、勉強を集中してやっていま

す。国のことをしっかり勉強しています。 

みんなで鍋会をしているときに、協力し

てすると楽しかったので、人のためになり

たいと感じました。 

中学校では、勉強と部活をがんばろうと

思います。バスケは、友だちと楽しもうと

思っています。これからもたくさんのこと

に努力しようと思います。（登田凜生） 

 小学校でバスケを始めました。

中学校でもバスケを続けていきま

す。いつかバスケのコーチをして

みたいなと思っています。（K） 

僕は、バスケをやっているので、プロになり

金をがっぽりかせぎたいです。（上田海晴） 
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長いようでとっても早かった 4

年間。ここまで来れたのは、自分の

夢を最後まで応援してくれた家族、

一緒に泣いて笑って成長してきた

仲間、周りの人たちの手厚いサポー

トのお陰。本当に感謝！ 

看護師の夢を持った小学 6 年生

から早 10 年、4 月からは新人ナー

スとしてたくさんの人の力になり

たい。やっと夢が叶う嬉しさと同時

に、人の命を預かることの責任や不

安は隠せないが、22 年間学んでき

たことや体験を生かし、信頼できる

ナースになれるよう、これからがス

タート！（中本ちあき） 

どーも！呉市立白岳

中学校を卒業して 4 月

から呉三津田高校に通

うことになったそーま

です！ 

 僕は小さい頃から英

語が好き（喋れるとは言って

ない）だから将来は英語

で外国人を相手にする

仕事に就きたいと思っ

てます！ 

 でも、それより今は自

分の身の回りのことは

自分でできるようにな

りたいかな、笑 

 高校の 3 年間はあっ

という間に終わるって

みんな言うのでしっか

り気を引き締めて勉強

するぞー！（藤田颯馬） 

 長いようで短い 6 年間が終わり、ほっとしています。 

 私の夢は、図書館の司書になること。本を通じてたくさ

んの人を笑顔にしたいです。そのために今できることは、

いろいろな分野の本を読んで、知識を身につけることと、

コミュニケーション力を高めることです。中学校で、この

ふたつをしっかりやっていきたいです。夢に向かってがん

ばります！（後藤千夏） 

目指すこと！ 

☆卒業しても今まで通り友だちと

仲良く！ 

☆ちがう学校に行く友だち、引っ越

しする友だちとも一生仲良しでい

ること！（賀谷星南） 

あっという間に卒業式が来て…もう JK じゃなくな

るのだと思うと少し寂しい気もするな そんなこんな

で卒業した私の夢は看護師になることです。 

高校 3 年間、バレー部のマネージャーをしました。

運動部なので様々な怪我があり、今まで間近でみたこ

とのないような大きな怪我もありました。試合に出ら

れなくなった選手にどんな声かけをしたらいいのか、

どのように接したらいいのか考えるようになりまし

た。 

次第に、心の面でも体の面でもサポート出来るよう

な人になりたいと思い始めました。それと祖母の病気

が重なり、ますます看護の道に進みたいなと思うよう

になりました。 

春から大学で看護の道に進みます。これからもめげ

ずに勉強を頑張ろうと思います （岡本美緒） 



- 7 - 

 

 

 

 

保育士になりたい！ 

理由は小さい人が好きだから！ 

そのためにがんばっていることは、

人にやさしく接することです。 

（ペンネーム：Are you river？） 

私は小学校を 3 回転校し、5 年生の時に対馬の比田勝小

学校に転校してきました。対馬は自然豊かで、都会ではな

かなかできないことをたくさん体験できました。対馬にし

かいないツシマヤマネコについてレポートしたり、大きな

田んぼで泥だらけになって田植えや稲刈りもしました。ま

た対馬とんちゃん子ぶたいという町おこしの取り組みに

も参加しました。中学校でもこの経験をいかして様々なこ

とにチャレンジしていきたいとおもいます。（菜々） 

 私の夢は奨学金を勝ち取って海外の大学に行くことです！！その

ために高校では英検 1 級を取って、呉のブレマトン交換留学に挑戦し

ます。なんでそこまで留学したいのかというと、中 2 の時のホームス

テイがすごく充実していたからです。楽しいことがあった分それだけ

辛い思いもしました。きっと、呉の交換留学も大学留学も楽しいこと

より辛いことの方が多いと思うけど、乗り越えて帰国した時の達成感

と充実感はハンパないと思います。また、その経験が自分の自信にな

ると思います。そしてその自信を持って国際的な会社に就職し、社会

貢献できる人になりたいです。あと、今まで留学に行かせてもらった

親に、親孝行できる素敵な大人になりたいです！（藤田野々花） 

浪人して入った看護専門学校を卒業した。看護師は小学生か

らの夢で、やっと入れた学校だった。初めての寮暮らし、初め

ての実習。。。多くの人と出会い多くの経験をした。良い出会い

や良い経験ばかりではなかったがいま思うと全部がキラキラ

した思い出だ。一生付き合っていきたいと思える友達や尊敬で

きーちゃんのゆめは、 

かんごしさんです！ 

びょうきでこまっているひとを 

たすけたいです。（林希帆） 

きる先生に出会え、家族の温かさを

知り、たくさん笑いたくさん泣い

た。広島で看護師として再出発す

る。少しは成長できたかな？みんな

に恩返し。（中本ちはる） 
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想定していた会場がすべて埋まっていて、お手

上げ…。「どうする！？」ってことで、新たな会場

探しをすることに。会議で意見を出し合い、「大学

の教室を借りてみるのは？」そこで、呉市内の大

学 2 か所の下見に出発！「作品がカメだし、海も

近くってよくない？」アクセスも OK、車も停め

られるし、案内して下さった先生も気さくでよか

ったし…広島文化学園阿賀キャンパスに決定!! 

初めての会場、何度か下見して飾り付けのイメー

ジも膨らませました。 

当日は、キャンパス入口から、カメの目印が会

場までご案内。参加型の『おどりあそび』で、子

ども達の気分アップ！からの、本編『カメジロー』

はノリノリ。大人もよく笑っていました！終演後

もぬり絵をしたり、中庭で遊んだり、楽しい時間

を過ごせたようで一安心（岡本） 

「会場どーする？」から始まった『カメジロー』。

『盛り上げ大会議』を持ちました。キーワードは

おつかい→はじめて体験→ワクワクドキドキ… 

「4 月、子ども達は入学・進級で次のステージ

に行く。そこに向かって準備している 3 月の鑑賞

だからこそ、何か新しいことに挑戦するきっかけ

になったらいいな。」「大人も一緒に観て、上手に

子どもの背中を押せるようになれたら。」と話し合

いました。またアートスタートということで「は

じめて舞台を観る小さい子どもの居る家族にぜひ

来て！」と勧めました。いかがでしたか？はじめ

ては跳べるチャンス！楽しみですね。（福田） 

1 週間前、いつものスタッフが次々仕事と判

明！声をかけまくって、手伝う人を緊急招集。い

つもとちがう顔ぶれの出動で無事会場準備完了(ス

タッフ若返りかも！)ほっ！（福田） 

3月 5日（土）広島文化学園大学阿賀キャンパス 参加者 170名 
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今回は、お菓子から少し離れて、お茶を主役におやつを楽しんでみましょう。 
紅茶コーディネーターの肩書を持つマッキーの、親子で楽しめる？？紅茶レシピ。フルーツが浮かんでるか

ら、飲みつつ、モグモグ食べてしまう、お茶です。フルーツの香りでリラックス、お腹も心も満たされます。 
※今回は子育てサークル“くれパステル”で行った、紅茶講座のレシピを載せています！（マッキー） 

【材料】 ※１人分 

①用意した果物をスライスして一

口大に切る（バナナは変色する

から、レモン汁をかけるか、使う

直前に切ってネ！） 

②温めたカップへティーパックを入
れ、お湯を注ぎ、１～２分蒸らす。 

パフェやケーキの上にちょこっとのってるミント…いらな
～い！って、結構嫌われ者？実は…。 
☆ペパーミント…消化不良や腹痛の緩和 
☆スペアミント…食欲増進効果や頭をスッキリさせる 
☆アップミント…強壮、健胃作用、消化促進 
☆パイナップルミント…疲労・風邪・頭痛・不眠症・消化

不良・殺菌・におい消し 
…などなど、優れた効果を持っているのだよ！ 

③②と同時に、ジュースを温める。

（沸騰は×！）出たアクはすくう。 

④紅茶とジュースを混ぜ、用意し

た果物も入れ、１～２分蒸らす。 

⑤温めたカップへ④（果物も適量）
を注いだら、お好みでミントを添

えて完成☆ 
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高校を卒業して医療事務の専門学校に入学しま

した！ 

身になっとるかあんまわからんけど、とりあえず

1 年が過ぎ去ろうとしてます。 

けど、病院に行って診療を受けて自分の明細書を

みるのが楽しみになった！笑 

何の点数入っとん？なんでこの点数なんじゃ

ろ？って、わからんとこあったらテキスト開いてみ

たり。学校に持ってって、友達と「これ何の点数だ

と思う？？」とか話したりしてます。笑 

病院行って受付の人らの見る目が変わったか

な？って思う！この病院は笑顔足りんわ～～。と

か、この病院はめっちゃ愛想いいじゃん～～いいね

～～みゆも愛想よく対応してあげよっ！とか、心の

中ではそんなことを思ってます。笑 

病院でも会社でも何処にしたって、受付が最初の

コミュニケーションの場じゃし、そこで相手からみ

られるイメージがつくけん、大事なことだな～～っ

て思ってます。 

これが 1 年間で学んで変わったことです  笑 

まあまあ、あと、まともな文章が書けるようになっ

たな。って思いました！[（・×・）]   (みゆ) 

こんにちは！今回は私のお友達、小原麻悠子さん

にインタビューしてきました(＾ω＾)とてもアクテ

ィブな彼女、とても尊敬できるんです！ 

彼女は、東南アジアに位置するラオスという発展

途上国で学校建設･教育支援をする学生国際協力団

体「CHISE」の代表をしていました。 

みなさんは、海外に行ってみたいな〜って思った

ことありますか？高校までの間は自分で自由に使

えるお金や休みもないし、なかなか日本を飛び出す

勇気って出ないものです。彼女も留学に行きたかっ

たけど機会がなく、ふらーっと見かけた CHISE に

惹かれて入り、運命的にも代表をすることに。 

数ある学生団体の中で CHISE がモットーとして

いたことは「継続支援」です。海外の貧しい村に学

校建設ってテレビとかで見るけど、その後ってどう

なってんだろう？CHISE では学校を建てて終わり

じゃなく、自分たちの手を借りずとも村の教育が自

立するよう支援することが目標なのです。ポンポン

建設するだけの団体も多い中、教育の質を高めてい

くのって重要なことですよね( ˘ω ˘ *) 

かといって、教員免許を持たない学生が勉強は教

えられません。では何をするかというと、歯磨きな

どの「衛生教育」や、体を動かす楽しさを教える「体

育」などです！ちなみに、ボランティア中は通訳さ

んがいてくれるそうなので、日本語しか話せない人

も大丈夫なのだとか！ 

私も何かボランティアやってみたいと思ってい

る間に 4 年生になってしまいました。学生のうちに

いろんな世界を見ることは、価値観を変える良い手

段だと私は思います。自分の反省も踏まえてです

が、何かをする時には一時のためらいよりそれを通

して得られる経験の大きさを鑑みては。これから大

学生になるみなさん、一歩踏み出す勇気を持って後

悔のない大学生活を送ってくださいね(｀ω´) 

（丸屋杏子） 
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1 年ぶりに沖田自治会館でやりました。バス鍋メ

ンバーも進級するし、来年度は鍋隊どうしていくか

意見を聞きたいし…自治会長さんに連絡しなきゃ

と思ってたら、節分の豆まき会で会長さんとバッタ

リ！（運命だゎ！神様が鍋会をやれと言ってるゎ。）今回

も会長さんは快諾してくださり、ワクワク当日を迎

えました。鍋隊メンバーと、誘った友達、さらに高

校生、自治会からは会長さん副会長さんで総勢 27

人。みんな期待してた？！目がキラキラリン。今回

急きょの召集で、事前に役割分担をしていたわけで

もなかったけど「鍋つくろ！洗い物やってーや！」

との声かけに誰もが切れよく動いて、鍋も活動もオ

イシイ会でした。 

私がいいなって思ったのは、朝、自治会館に入っ

てくる時、どの子も家に帰って来たような、安心～

って顔をしてたこと。初参加の子も自然に馴染んで

るし、会長さんたち、サポーターのおとな、子ども

たちが、まるで鍋の具材と出汁が混ざり合ってお互

いいい味を出していくような関係に見えたのです。

学校や家とは一味ちがった、なんかホッとできる居

場所、これからも大事にしていきたいと思いまし

た。終わった後、Rが「次、鍋会いつするん？ピザ

会もやろうや！」だって。あなたも、バス鍋隊に入

隊しませんかね？？(バス鍋隊上田) 

2月 28日(日) 

沖田自治会館 参加者 27名 
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3月 12日(土) 

広まちづくりセンター調理室 

参加者 48名 
担当になって 3回目ですが…イベント前日は緊張

から寝られない人(^_^;)今回も、寝不足で司会進行

しました(汗) 

見本で作ったヒヨコに「アンパンマン作った

の？」と突っ込まれながらも参加のみなさんと楽し

い時間を送ることが出来て良かったです(^-^) 

さて後日。我が家の会話。 

私「来年も和菓子することにしたけど、たまには、

いちご大福にしてみる？」 

娘(小４)「やだよ(-.-)練りきりがいい！色つけ出来る

し、好きな形に作れるから♪ヽ(´▽｀)/」と即答。 

夫「来年は夫婦で司会進行するか？」 

…いつも後方支援、縁の下の力持ちのお父さんです

が、次は表舞台で協力して貰えるかも(゜∇^d)!! 

娘もスタッフ 3回目。参加者を案内する姿が板に

ついてて感心。家族で進化してます～(笑)(石本江美) 

今回の参加者は 2 才～小 6、お父さんの姿も目立

った。やる気満々のエプロン姿。同じテーブルで軽

く自己紹介し、和菓子作り開始！子どもたちの頭に

は作りたいもののイメージが！生地に色をつけ、こ

ねこね、ねりねり。みんな真剣、楽しそう。作品を

見せ合いながら、会話が弾み、さらに発想が拡がる。

たくさん人がいるといい刺激になるね。 

大事に作った和菓子は食べるのがもったいない。

でも食べるととってもおいしかったと大好評。家族

に、と持ち帰った人もいました～。(くぼ) 


