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 １１月２０日現在 
 子ども会員：２０４人 
 正 会 員： ３７人 
 参加会員：  ９人 
 賛助会員：２３０人  

３３団体 

 

 

 真剣勝負の 1回戦、大人気ない大人チーム勝利。 

校長なすびの「平成生まれは子どもだ！」の一言

で形勢逆転！2回戦惨敗、3回戦は体力の限界(笑) 

今年は子どもチーム勝利で終わった。お迎えに来

た保護者も加勢、大いに盛り上がった(*^^)v 
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実行委員とかしよるときは 

正直、しんどいなって思ったこともあったけど 

ほんまよかったーーー      by わっこ 

 

書いてあるように、彼女は高校時代、YYYで高学

年キャンプの実行委員をしていました。今、福岡県

立大学大学院看護学研究科助産学領域助産実践形成

コースっていう長い名称の学校で助産師を目指して

勉強しています。きっと、素敵な助産師になること

でしょう。 

こんなことがいっぱいあるから、YYYはやめられ

ない！(笑) 

関わった子どもたちが次々に成長していきます。そ

れを目の当たりにできる、なんて幸せなお仕事なん

でしょう。わっこ！報告ありがとうね(*^^)v 

やっと、山々が色づき始めたな！と思ったら、急

に寒くなってきた今日この頃。みなさんいかがお過

ごしですか？世間は、すでに 12月モード。街中は、

イルミネーションにクリスマスソング。新聞にも今

年の新語・流行語大賞なる活字が躍っています。ホ

ントに 1年がアッと言う間に過ぎていきます。 

あ～恐ろしや、恐ろしや(笑) 

 今回は、今月の初めに福岡から嬉しいメールが届

いたので、ちょっと紹介しますね。 

 

あんね、昨日ね 

院生として 

世にも珍しいマザークラスっていう 

妊婦教室的なやつの 

企画運営担当したんよ 

 

夏キャンの実行委員とか 

YYYでスタッフとか 

経験させてもらっとったけん 

企画書とか司会進行 

めっちゃ褒められたんよ！！！ 

 

ほんと、事務所でいろんな経験させてもらっとって

よかった、って思った！！！！！ 

ミニ 

 かな～り久しぶりに、演劇部の県大会に行ってき

ました。2日間の日程のうち、2日目だけでしたが、

楽しかった～！以前と大きく変わったなと感じた

ことは、ふたつ。 

 ひと～つ、演出が進化しとるー！ホールが新しく

て設備がよかったからかも(東広島くららホール)だけ

ど、商業演劇でもやってるような照明効果が…。客

席からの登場があったところも…。1 日目の上演だ

ったので観れてませんが、なんと殺陣やったところ

も。私らの時には考えられなかった…勇者だ(笑) 相

当稽古してたようで、かっこよかったらしい！ 

 ふた～つ、講師(兼審査員？)の先生が、プロよりの

人？(笑) 講師の 1人は、なんとあの平田オリザの青

年団の演出部にも所属しているという…すごい人

に観てもらえて贅沢すぎる！これはダメあれはち

ょっと、という言い方でなく「僕ならこうするな～」

と言ってたのが、妙に説得力ありました！ 

 他にもいろいろあったけど、まとめて言えば「高

校演劇だってもっと色々やっていいんだよ！」って

空気になったことに進化を感じました。扱う題材に

よっては「それ、高校演劇でやらなくてもいんじゃ

ね？」みたいなことを昔は言われてたんですよ。そ

れが「こんなのもできるよ」とか言われちゃってて

夢がふくらむじゃんねー！部費でできる現役のう

ちに、じゃんじゃんやりなね、高校生！(宇都宮) 
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 今回のおとな塾は、RCCの事業部部長の面出成志

さんをお迎えして地元愛あふれる“あんな事そんな

事”の話を存分にお聞きした。 

 面出さんは音戸出身。ラジオ、ロック、お笑い大

好き少年でいろんなラジオ番組を聞きまくり、バン

ドも経験。大学時代、ミニコミ誌の発行やディスコ

イベント等のサークル活動、フラワーフェスティバ

ルやデパートの催し物バイト等を通していろいろ

なイベントに関わる。RCCで DJを初体験し、放送

局へのあこがれが芽生えたのもこの頃だそうだ。 

 いよいよ就職！憧れの放送局は撃沈したが、今は

亡き駅前の大手デパートそ○うに採用が決まり、そ

の開店準備に携わる。この頃からすでに呉で何かを

生み出していた面出さん、開店当日は本当に感動も

のだったとか。北海道展等の催し物や、呉みなと祭

りにおいてミニ FM局開設のサポートもする。 

平成 8 年、縁あって RCC の中途採用が決まり、

県警報道記者、呉支局長を経てラジオ局に配属。世

良洋子さんや西田のあっちゃんなど、音戸で聞いて

いた有名アナウンサーやパーソナリティーと仕事

をする事に。そ○う時代のつながりで、ヤマスイコ

ーナーの担当になったりと昔の人脈もおおいに役

立つ。この頃の一番の思いは、矢沢永吉さんのそっ

くりサン「矢沢 C吉」で番組を作ろうとしたご縁で

11月 10日 参加者 8名 

読書の秋と言うことで、最近読んだ本を持ち寄っ

てみた。まず安西巧の「広島はすごい」カープをは

じめ広島のいろんな話題が載っている。ホントに今

年のカープはすごくて、ほとんど会話のなかった父

と息子が、カープ観戦をきっかけに話をするように

なったなんて話も聞く。話に花が咲いたのは、朝日

新聞金曜日の「オトナになった女子たちへ」の筆者

の一人、益田ミリの 4コマ漫画「きみの隣りで」（前

作すーちゃんシリーズは映画化もされた）だった。 

森の近くに住んでいる早川さんちの話。交わされる

言葉やエピソードがイイ(^^♪…とてもフィクショ

ンとは思えない！ ほかにも、「介護するからだ」「ユ

マニチュード入門」等々。 

仕事柄いろんな人と会って話する場面の多い話

題豊富な人、只今介護真っ最中の人など、それぞれ

に今の自分に合った本を選んで読んでいるんだな

ぁと思った。自分では手に取らない本と出合って、

秋の楽しみが増えた。          （立間） 

 

ご本人にインタビューでき、何とあの情熱大陸に一

緒に出てしまった事！（凄すぎるぅ!!!） 

 事業部へ変わってからも、被爆 70 周年にジミー

ペイジさんに会えたり、谷村新司さんや南こうせさ 

さんと当時のラジオ番組について話したり、（「この

話ラジオでしてましたよね。」っていうと「よく覚えてるな

～。」と言われ超嬉しかったのだとか）フジコヘミングウ

ェイさんの京都の自宅に招かれたりと次々と big 

name が出てくる。自宅に招かれるなんてこれも面

出さんの人柄の賜物だろう。 

「振り返ってみると、いろいろな事が過去につな

がっており、ありえないと思っていた事が起きてい

る。人はどこでどうつながっているか分からないか

らこそ、子どもに対して制止するのではなく夢を持

てるようにしたい。」そんな面出さんのこれからの

夢は、もっと地域に密着した事をやっていく事。 

この男ますます目が離せない！と情熱大陸風に

終わっておこう（笑）          (山本さ) 
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 ぼちぼち 1 年の終わりが見えてきて、年末調整の時期。いわば 1 年間(1 月～12 月)の税金の精算。だいた

いで引かれていたものを、控除額を正確に計算し直すのです。以前の特集では、控除の種類について主に

調べました。今回は、源泉徴収票の見方を中心に。「会社がやってくれるから～」とか思ってるあなた、所

得税の仕組みがわかれば、増税などのニュースもわかりやすくなりますよ。自分の源泉徴収票と見比べて、

どれくらい所得税を納めているのか、確認してみましょう！ 

 まず所得税は、下の図のよう

な仕組みです。年収から色々な

控除をひいた「課税所得」にか

かるのが所得税。 

①「支払い金額」は、給与(ボ

ーナス含む)…つまり年収のこ

と。↓図の「給与の収入」です。 

②「給与所得控除後の金額」

とは、↓図の「給与所得」のこ

と。オレンジ色の「給与所得控

除」は年収によって金額が違い

ます。この例では「660 万(年収)

×20％+54 万=186 万」です。②

は 660 万(年収)－186 万(控除)＝

474万となります。 

 ③「所得控除の額の合計額」←図の「各種控除」の部分で、1 年間払

った社会保険料、扶養家族、生命保険や地震保険など…に対してのもろ

もろ控除を合計(④＋⑤＋⑥＝270 万)。さらに、所得がある人には一律

38 万の基礎控除があるので、270万＋38万＝308万。 

 ④「扶養家族」特定扶養親族とは 19~22 歳の子ども。老人の欄はわ

かりにくくて、真ん中の 1 が、扶養の老人が 1 人いることをあらわし

ています。点線左の 1 は、そのうち、同居が 1 人ってこと。別居の場

合は 0 です。それぞれ控除額が決まっています。 

 ⑤は、1 年間で払った年金、健康保険、雇用保険などの合計。 

 ⑥は生命保険などの控除額で、保険料に応じて額が決められていま

す。しかし山ほど生命保険をかけていても、控除は上限が 12 万円。 

④＋⑤＋⑥＝270万となります。 

⑦「源泉徴収額」が最終的な所得税。②－③＝166万が課税所得で、

これに所得税率をかけます。166 万だと税率 5%なので、8 万 3000。さ

らに、東日本大震災の特別復興税を足して、8万 4700円となります。 

それぞれの控除額や税率は、国税庁ホームページにくわしく載ってい

ます。難しいことはちょっと…となりがちですが、税率などググっても

すぐわかるので、ひとつずつ計算していけば大丈夫。ピッタリ計算が合

ったらスッキリ！仕組みがわかれば、「税金が高くて…」なんて言って

もカッコがつくかもよ(笑)(宇都宮)  

＊知っておこう源泉徴収票の見方：http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/741747.html 

年収が 103 万円以下という

のが条件。「103 万の壁＝配

偶者」のイメージが強いで

すが、子どもがバイトしま

くって年収 120 万とかだ

と、扶養からはずれるので

注意！( ﾟДﾟ) 
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朝夕冷え込む季節（霜月）になりましたが、皆様

お元気にお過ごしでしょうか。 

私は家族に祝福されながら誕生日を終えること

が出来ました。そのうえ！びくびくしながら後厄を

終えることが出来内心ホットしております。 

そこで、今まで“厄”を調べたことがなかったの

で少し調べてみました。 

色々と起源はあるみたいですが、「人生のうちで

も曲がり角であり、男性の場合は社会的にも責任が

重くなり、それゆえ精神的・肉体的にも疲労などが

多くなる年齢である。女性の場合は子育てあるいは

主婦として非常に多忙な時期でもあり、不慮の事故

やけが、病気なども起こりやすいとしている」と信

用にならない Wiki には載っておりました。まあ昔

からの言い伝えですので、今の成人の年齢感覚とは

違うのだろうと斜め読みをしたところ、“厄明けは

何時なのか？”と疑問を感じ調べたところで目がと

まりました。 

一般的には節分（2月 4日） 

までだそうです。 

 

まだまだ私は 

チワワのように震えながら過ごさなければいけな

いみたいです……。 

今回は、手前味噌になりますが、私の訳した絵本

のことをお話したいと思います。ドールハウスに住

む木の人形のティリーが、メイドとしてこき使われ

る生活がいやになり、自由を求めて飛び出し、ぬい

ぐるみのくまのエドワードの助けを借りて、自分だ

けの家を見つけ、居心地のよい住まいをととのえる

までを描いた『ティリーのねがい』、クリスマスを

一緒に祝うはずのエドワードが来ないことを心配

したティリーが、彼を助けるために奮闘する『ティ

リーのクリスマス』です（ともに、フェイス・ジェイク

ス作 小林いづみ訳 こぐま社）。 

この絵本を訳していたのは、子どもたちが 3歳と

0 歳のころでした。私が自分で訳した「こねこのチ

ョコレート」（『おはなしのろうそく 20』東京子ども図書

館、後に絵本『こねこのチョコレート』こぐま社）を語る

のを聞いたことがあった出版社の編集の方から、訳

してみないかと声をかけていただいたのです。家事

と育児に、自分のすべての時間とエネルギーを費や

していた当時の私には、絵本の翻訳は大きなチャレ

ンジでした。けれども、呉に引っ越してきたばかり

で、友人もほとんどおらず、公園とスーパー以外に

社会との接点もなく、子育てに明け暮れて過ぎてい

く毎日に焦燥を覚えていた私は、本の中でのティリ

ーのせりふ、「ぼうけんなくしてうるものなし」と

いう言葉に力をもらい、やってみることにしたので

した。 

翻訳を始めてからも、何でも自分で決めて生きた

いと願い、「意志あるところに道おのずからひらく」

と、道を切り開いていくこの小さな人形の女の子の

行動力と勇気、「きょうの一針、あしたの十針」と

せっせと働く勤勉さ、友達思いの誠実さなどに、ど

れだけ励まされたことか。成人した子どもたちは、

2 人とも巣立って遠くにいってしまいましたが、彼

らをようやく寝かしつけた後のわずかな時間に、そ

の寝顔を眺めながら、2 冊の絵本に向き合って過ご

した夜夜の思い出は、子育ての日々の中で、特別な

輝きを放って、今も私の中で輝いています。 
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見る修行、長剣修行の後、

クラスごとにわかれ「宝さが

し」。クラスで「3文字の○○」

を決める。体育館じゅうに隠

された文字を集め、テーマに

合う言葉を完成させた。3文字

の海の物、国の名前…夢中で

文字を探し走った。この時作

った言葉が、あとの修行につ

ながり、本当に「宝もの」と

なった。 

チュチュチュン（1年生） 

のを森の中から見事に

探しだした。「最初に触

る人って勇気がいるよ

ねぇ。勇気が試される修

行でもあったんじゃな

い!?」と大人スタッフ。

触り心地のいい豆を、ず

ーっと触っていた子も

いた。 

りんごシャキシャキ（2年生） 

 もうひとつの修行は、グループごとに

ひいた文字がつく物を探して持ってくる

というもの。「わ」をひいて「ワニの子ど

もの骨」と言って枯れ枝を持って来た子

ども。その発想に驚きながらも「そうだ

ね」と言うと嬉しそうにまた探しに走り

だす。バラバラに行動していても、必ず

戻ってきた。「ま」をひいたグループは「ま

るい○○」シリーズを集めていた(笑)ど

こから持ってきたのか、まるいタイヤに

まるい竹。「いっぱいあったね！」と共感

がひろがっていた。 

においの修行。コップの中身をにおいだけで当てた。

「先発でにおうのは、ものすごい恐ろしかったので、子どもたち

に先にやってもらいました(汗)」と大人(笑) 

宝さがしで 3 文字の海の物

「ほたて」を探した時、偶然「ほ」

「た」「た」「て」と集めていた。

その 4 文字を修行中ずっとシャ

ツに貼っていた子が、いつしか

「ほたたて様」とあがめられ(笑)

一致団結のきっかけとなった。 

キャベツじろう（5・6年生） 

触る修行。袋の中のものを触って、と

げとげ・ガザガサの触感だけで、同じも

たまごのきみこ（3・4年生） 
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チュチュチュンクラスは、初めの

修行で見つけた「ぶどう」の 3 文字

が、ここでも暗号になった。「秋の物」

から連想した暗号は他にもあった

が、「ぶどう」が出たとたん、自然と

それに決まったそうだ。きっと家に

帰っても、「ぶどう」を見ると今日の

ことを思い出すに違いない。忘れら

れない特別な「ぶどう」になった。 

テーマ「秋の物」でクラスごと

に暗号を決め、そのヒントを 5

つ、紙に書いた。ほかのクラスの

忍者とジャンケンして、勝ったほ

うは、負けた方からヒントを 1

枚もらえる。ヒントを集め、ほか

のクラスの暗号を当てる、という

修行だった。 

 高学年は「さんま」。「生臭い」「猫」「ま

まま」などのヒントはさすが。5・6 年は

さめてる!?と思ったが、盛り上がっていた。 午後からの忍者修行に付き添う大人スタッフの心をほ

ぐすべく、午前中に事前ワークを毎年行っている。まず

はスタッフ同士のコミュニケーションから。グループに

分かれて同じもの見つけ。お題にそって、みんなでひと

つの物に変身したり、午後からの修行をちょこっと体験

したりするうち、緊張がほぐれていく。 

アフタフバーバンの北島さんは、「今の日本には、『み

んな一緒がいいんだ』という圧力を感じます。チームが

まとまらない、バラバラだった。という大人の感想が時々

ありますが、子どもたちそれぞれが、指令に向かって、

心のままに動いたことを大事に思ってもらいたい。『バラ

バラだけど一緒ということ』を今日は心がけてほしいと

思います。」と言っていた。 

ワークを体験しての感想 

・なじめるかすごく不安

だったけど、ワークを

通して楽しむことがで

きて話すこともできた

のでうれしかった。 

・昔遊んだ時のことを思

い出して楽しかった。 

子どもも大人も、いい顔だった。修行

を通して、誰でも知り合える。突拍子も

ないことを言ったり、思いついたら走り

出したりしても、否定されない。「いい

じゃん！」と認められる。子どもにとっ

てとても大きな経験だ。去年もスタッフ

だった大学生が、「去年 1 年生、今年 6

年生を担当して、子どもの成長がとても

感じられた。」と言っていた。大人にと

っても、持ち帰るものが大きい事業とな

っている。忍者は、来年で 10 回目を迎

える。10年前初めて来た子どもたちは、

大人スタッフになれる年齢。待ってる

よ、忍者卒業生たち(笑) 
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詳しいレシピはおやつのページを見てね☆ 
ポイントはなんといっても、洗い物が少ないこと！ ビニール

袋に入れては混ぜ、入れては混ぜ…途中、ビニール袋に穴が
あいて生地が飛び出すハプニングもあったけど(笑)、あっとい
う間に生地ができた。 レンジでみるみるプワーっとふくれるプ
チケーキ。「ふくれたー！」と大騒ぎ。あとから参戦した子が「生
地から作ったん！？」と驚くぐらい簡単だったよー！ 

次回 12月 17日(土)『女子会☆忘年会』 

女子なら誰でも参加 OK。気軽に申し込んでね！ 

 ハロウィンが終わったと思ったらもう
クリスマス！？ ぼやぼやしてたら、もうイ
ルミネーションの特集してるー! 今年
のクリスマスは週末3連休ってことで、
パーティもデートも盛り上がりそうだけ
ど、日々忙しいのに準備できるの！？ 
 …ということで、「マッキー＆しるこの
おススメおやつ」とコラボ！ パートナー
と、友だちと、もちろんおや子でも、そ
の日に作ってその日にデコってその日
に食べれちゃう「クリスマスプチケー
キ」を考案してもらい、実際にみんなで
作ってみました。 

お楽しみはデコタイム！ クリーム、チョコペン、アラザンなどを使っ
て、かわいいサンタが完成。みんなセンスある～！並べるとパーティ
感出る～♪♪ スタートからデコ終了＆撮影までリアルに 1時間半で
できました。もちろん、味もバッチリ☆「これなら作れる」「こんなに
簡単ならいいね～」との声に、マッキーさんもニッコリ！ そのあとはケ
ーキをほおばりながら JKの恋バナで盛り上がったよー。 
みんなでわいわいしながら、作ってパーティしてねー！ 



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

“もうすぐクリスマス～♪～でも年末で～それどころではないのよ～♪（主婦＆主夫のさけび） 
そこで材料をできるだけ簡単にし、混ぜるのはポリ袋、レンジでチンであっという間に！手作りできる☆マ

フィンをご紹介！今回は、女子会コラボ企画～イラスト↑↑も女子会バージョンよ～♪（マッキー） 

【材料】 ※作りやすい分量 A とさとうは 1回ふるう。 

①B をすべてポリ袋に入れて手で

しっかりもみ合わせる。 

②①に C を入れて、もう一度手で

もむ。 

お菓子づくりって、ヌルヌ
ルのボールたちを洗うのがチ
ョー嫌！！ でも今回のレシピは
そんなの無用よ。作るのも
簡単だけど、片づけも簡単
でいいわぁ～❤ 

あっという間の 

③②に Aを 3回に分けて入れ、粉

っぽさがなくなるまでしっかり混

ぜ合わせる。 

⑥冷ましたら、クリームやイチゴ、アラザンやチョコをトッピングして食べてみよう♪♪ 

⑤レンジ中央に④を並べて 500Ｗで 1 分半～３分あた

ためる。 

④紙のマフィンカップを並べて、カップの底から 1ｃｍくら

いまで③の生地を入れ、ふんわりラップする。 
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最近、私の周りは「食と安全」ブームです。 

大学生になって一人暮らしをはじめてみて、とに

かく「食」は 1 番困る問題です。家に帰っていた頃

は何もしなくても食事は出てきていたけど、今は自

分で作らないといけない。でも、一人分だけ作るの

は面倒だから、レトルトやインスタント、コンビニ

やファストフードですませることはよくあるし、1

日 3 食食べなくなったり、栄養のバランスが偏った

り、バイト後の深夜にご飯を食べることも増えまし

た。そんな生活を続けて早 4 年、体調を崩したり、

太ったりと、身体への悪影響をみんな少しずつ肌で

感じてきているのです。 

そこでこの前、「ファーマーズマーケット」とい

うイベントに連れていってもらいました。無農薬農

家さんが直接野菜を販売してくれる、カラダに優し

いイベントです(＾ω＾) 

見たことない野菜や、形の悪いものを安く売った

り、美味しい食べ方を教えてくれたりします！何よ

り、丁寧に愛情こめて野菜を育ててきたのが目に見

えるのが、とても安心安全で、小さなお子様連れの

方がたくさんいました。 

そこで、無農薬で水なし栄養なしで育つ野菜の話

を聞きました。土に埋めたまま何もせずに育てた野

菜は、栄養を土から一生懸命吸い、たくましく育つ

ので、味が濃く長持ちするそうです。人参などは茹

でるだけで味が口に広がって、今までの概念が崩れ

るそうですよ！気になる…！ 

広島でもファーマーズマーケット、やっているの

でしょうか？もし開催する暁には、是非行ってみて

ください。 

11 月は、結構忙しい月になりました！ 

学校の行事で「私たちが 40 歳になった時に呉の

ためにできること」をテーマに班別のポスターセッ

ションをしました。私の班は「呉市の子どもと地域

の輪を強くすること」をテーマにし、子どもと高齢

者を繋げる、子ども・高校生・大人の全員が楽しめ

る企画をするという 2つの視点から考えたことを発

表しました。子どもと高齢者を繋ぐ企画として、私

たちは習い事の合同授業を提案したのですが「高齢

者と子どもの習い事の目的が不一致」などの課題が

あり、これまでに実施されている例がないので、聞

き手から指摘や質問が多かったです。わたし的に

は、習い事の指導者はお金が稼げるし、高齢者は子

どもと触れ合えて楽しいし、子どもは礼儀や昔の人

の知恵を学べるし、みんなに利点がある企画で良い

と思ったのですが…T^T と、こんな感じで、私の

考えは緊張で半分くらいしか伝えられなかったと

思うし、予想外の質問や

指摘にうまく対応できた

かわかりません。でも将

来仕事についた時に、自

分の企画やアイデアをポ

スターセッションで伝え

ることがきっとあると思

うので、調べた情報をわ

かりやすくまとめること、聞き手からの質問を予想

して情報をたくさん集めておくことが学べてよか

ったです！ 

そしてなんと言っても食欲の秋ですね笑 11 月 11

日はポッキーの日。いろんな種類のポッキーを友達

とシェアして食べました(*^^*) 友達とクレープを

食べたり、大好きなスタバの新作を飲んだりと、食

欲の秋を堪能しております！ 

運動しないと……(ｰｰ;)ですね笑笑 
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今回、目的が 2つあった。 

①自然を満喫する②いろんな地域、世代が繋がる（交流なう）  

心配していた天気は良くなり、鮮やかな紅葉と山と川…自

然を満喫した。交流は…思い返すと、スタッフ Tシャツのお

かげで皆から声かけられた。よかった気がする。でも、中々

名前が覚えられない…どうしたらええんじゃぁ。(上田) 

調理の時間 ブルーシートの上の調理場、小さい子

から大人まで、 シュッシュッと皮むき。ひとつ終わ

った 5 才くらいの子が「次なにしたらええん？」と

ものすごいやる気！ 包丁を使って様々な大きさの

芋たちが出来てきた。お鍋ができたら、お椀を持っ

た人が長蛇の列に。4 人のバス鍋隊が中腰になって

上手に注いでいく。「さすが鍋隊じゃわ～」そんなし

ゃべんないけど、お椀を通して「交流なう」。ふと気

づけば 2巡目の人、おかわりも並んでる(笑) 2杯目、

3杯目…5杯食べたと言う子も。 

現地到着 「はいコレ」ぶっきらぼうに焼き芋券を

配るバス鍋隊の中学生 2人(恥ずかしさ満載な感じ)。広

場に入ったら、たき火がゴーゴーパチパチと燃えて、

かまどもできて(後で思った。かまどの作り方聞いとけばえ

かった) 皆を待っていた。小学生スタッフが崖の方か

ら薪を拾って上がってきて、目が合うと「ニヤッ」

っとした。普段、崖なんか行くことないだろうなぁ、

めっちゃ嬉しそうだった。 

はじまりの会は、中学生 2人が参加者 120 人を前

に司会。そばでドキドキ見ていた私、思わず「ここ

までで質問ありませんか？」と言ってしまった。横

でボソッと「それ俺のセリフじゃ」。しまったーー。

任せればいいのにしゃしゃり出てしまった。やる気

をそいでしまったかなぁ…ごめん。反省でした。 
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食後はゲームタイム 小さい子から大

人まで参加して、菓子食い競争が始まっ

た。が、司会の中学生男子 2 人、よー

いピッの合図が下手！(笑) 並んでる子

はいつ走っていいか分からない。また私

はやきもき(汗）どうしても自分の感覚

で見てしまう。何回かやると慣れてきた

のか、笛の音も学校の先生並みになって

於：二河峡公園 11 月 20 日(日) 

参加者:119 名 

朝、スポ館集合 10 分くらい前から続々参加者が。受付に列が

できる。ワクワク。名札をつけて、さー出発！バス鍋隊を先頭

に、秋みつけをしながらぞろぞろと二河峡へ向かった。途中、

道を曲がるときには、スタッフの小学生女子 2 人が大きな声で

「こちらですよ」と手を振って誘導したり「車がきまーす」と

注意したり。毎年、好評の秋みつけ！「こんなに取れた～」と

落ち葉やどんぐりいっぱいの袋を高々とあげる子、「秋なんか落

ちてないよ」と言ってる子、「大きいどんぐり最後ないかなぁ」

ときょろきょろの子、時間がすごくやさしくのんびり感じた。 

きたぞ！その矢先、「口で取るの難しい

子がおる」と言ってきたから「なんで？」

と思ってたら、前歯が抜けるお年頃だ

～。気がつかなかったわ。2人には「こ

そっと手で取っていいよ、と教えてあげ

たら？」と言ったけど、その子どうやっ

てお菓子とったんかなぁ～。(めくって

中ページもみてね←) 


