１２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
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ーズアップされ
ることになり、よ
かったと思いま
す。もちろん、
「死
ね」というのは、
いい表現ではあ
今年も残すところあとわずか。えっ、もう？って り ま せ ん 。 で す
思ってる人も多いのではないでしょうか。ホントに が、字面だけを取
1 年が〝あ″っという間に過ぎていきます。という り 上 げ て 、 あ あ
ことで、この 1 年を振り返ってみたいと思います。 だ ！ こ う だ ！ と
議論することは
ネットで今年の 10 大ニュースを検索してみると、 あ ま り 意 味 が な
◆SMAP（スマップ）の解散騒動
いように思います。彼女の本当に困った、腹が立っ
◆ポケモン GO の世界的流行
た、悔しかった気持ちが乱暴な言葉で表現され、そ
◆次期アメリカ大統領にドナルド・トランプ氏
の声に共感する人の輪が広がり、政治を動かした、
◆小池百合子氏が東京都知事に＆豊洲の盛り土
という事実が評価され、流行語大賞候補に挙げられ
◆「保育園落ちた、日本死ね」論争
たのだと思います。
◆芸能界で相次ぐ覚せい剤逮捕
何にしても、働きたいのに、働かなければ生活で
◆リオ五輪のメダル獲得数は最多 41
きないのに働きに出られないという状況は、小さな
◆大活躍した大谷翔平の二刀流
子どもを抱えている家庭にとって大問題。早急に取
◆日本で起こった相次ぐ地震
り組まれなければならない課題です。
◆多発する高齢者による運転事故
他にも、映画「シンゴジラ」
「君の名は。
」の大ヒッ
ところで、広島は？と言えば、もちろんカープ。
トなどなどが挙げられていました。それらの記事を 25 年も優勝から遠ざかっていたなんて、今年、大騒
見ながら、いつもなら、そんなことあった、あった！ ぎになるまで全然知りませんでした。（笑）初日本
って読み飛ばすところですが、リオ五輪以外は、ほ 一になった当時、高橋慶彦選手のファンだった頃の
ぼ進行形の課題ばかり。これからどうなっていくん 懐かしい記憶が蘇えり、久々に必死になって応援し
でしょ？来年もしっかりアンテナを張っとかなき ました。ありがとうカープ(^^)v
ゃあ、です。
そしてもうひとつ、広島にとっては大きな出来事
がありました。それは、現職の米大統領、オバマ氏
中でも、
「保育園落ちた…」は、12 月 1 日に発表 が広島を訪れたことです。謝罪じゃなくて追悼だ！
された「2016 ユーキャン新語・流行語大賞」でト とか、アメリカ民主党と自民・公明の政治的アピー
ップテン入り。タレント・つるの剛士さんが自身の ルじゃん！とかいろいろ言われましたが、歴史に残
ツイッターで、「なんだか日本人としても親として る事実には違いないし、広島が世界中から注目され
も僕はとても悲しい気持ちになりました。きっとも てよかったです。
っと選ばれるべき言葉や、神ってる流行あったよ
ね。皆さんは如何ですか？」とコメントしたことで
来年も、広島・呉がいいことで賑わいますよう
再度話題に。
に！そして、皆様にとっても幸多き 1 年となります
結論から言えば、待機児童の問題が継続的にクロ ように！…皆様良いお年を！(*^^)v

①大人も楽しめる紙芝居の魅力にせまる
講師：関家ひろみさん（呉かみしばいのつどい代表）
日時：1 月 17 日（火）19:30～

②呉市と漱石の意外なご縁？！

【日時】1 月 12 日(木)13:00～14:30
【会場】つばき会館
【参加費】500 円（おやつ付き♪）

講師：小笠原臣也さん（元呉市長）
日時：1 月 31 日（火）19:30～
【 会 場 】ペアーレれんがどおり 6F 多目的室

※準備の都合上、前日までに事務所へお申込み下さい。

【 参 加 費 】1200 円（要予約）

-2-

4 月の熊本地震、
10 月の阿蘇山の噴火と鳥取地震。
南海トラフ地震の発生も懸念される昨今、皆さん備
えは万全ですか？今回は、元呉市消防局長で現
広島県自主防災アドバイザーの勝宮章さんに、呉の
災害予測や具体的な備えについてクイズも交えな
がらお話を伺った。
5 年前の東日本大震災や 2 年前の広島市の土砂災
害等のデータ、映像を基に地震や土砂災害、火災に
ついて話が進む。なんと広島県は 47 都道府県中、
土砂災害危険個所数 NO1!! げっっ! 私たちそんな
危険な所に住んでるのっ!! 「広島は災害が少ない」
と何の根拠もなく勝手に思い込んでいた自分に気
付く。これは県内の地質の 47%がもろい花崗岩質で
あるため。呉は、土石流が発生しやすい場所が 800
ヶ所、がけ崩れの危険がある場所は 2100 ヶ所もあ
るとか。「呉市が配布したハザードマップに出てい
ます。廃品回収に出してないといいですね。」との
勝宮さんの言葉に思わず苦笑。家のどこかにしまっ
てあるがどこだったか…(―_―)!!
呉市では、申請すれば自己負担 1 万円で耐震診断
をしてくれ、自宅を耐震補強する場合は 30 万を上
限として補填してくれる制度もあるのだとか。毎年
度 30 件ほどの枠だそうだが、空きがある年もある
そうなので、申請してみては!?
また、自分の地域に自主防災組織があるかどうか
聞かれたが、よく分かっていない人が多かった。せ

っかくの制度や取り組みが浸透していないこの現
実。瀬戸内ののんびり気質が裏目に出てるかも…。
勝宮さん曰く、地域の弱点を知って町内一人一人
が危機意識を共有し、日頃から備えておくことが大
切との事。防災グッズも 100 均で揃えられる。セッ
トには使えない物も入っている場合がある。本当に
必要かどうかを考え、自分で揃えるのがオススメと
の事。とにかく「自分だけは大丈夫」との思い込み
をなくし、すぐに行動に移すことが自分を守る秘訣
のようだ。
(山本さ)
新聞紙で簡単にできるスリッパの作り方も教
えてもらいました。危険な物から足を守る事、
子どもたちにも伝えたいですね。こちらの動
画をチェックっ！！
http://防災グッズ.co/mamechisiki/tezukuri/

12 月 8 日 参加者 5 名
12 月なので、今年を振り返ってみようと「一番び
っくりしたこと」をテーマにした。
幼児のお母さんが多い私の職場で聞いてみると、
◆2 歳の子が託児所にいる間に「おしっこ」が言え
るようになった（うちもそうだった） ◆予防注射の直
前まで大泣きだったのに、本番の注射の時はケロリ
って顏だった◆喘息発作で点滴をされそうになり
「お願い、やめてー！」と必死で医者を泣き落とし
（？）
、とうとう飲み薬にしてもらった◆携帯ゲーム
で課金操作をしてしまい、7000 円も請求がきた
(@_@)！（お父さんにこっぴどく叱られたそう。）などな
ど子育て世代の同僚たちからは、子どもについての
話がポンポン飛び出す。20 年前、職場の託児所のお

かげで仕事に復帰できた私は、そんな彼女たちにと
ても共感できるし、今後も応援していきたい。
初めての参加者からは、中学生の娘さんが修学旅
行の積立金や給食費などのやりくりに悩む母を見
て、「自分で弁当作る」と宣言。以来ずっと実行し
ているとか。また、小学生の息子に「疲れてるから、
今夜は母さん 1 人でフロに入りたい」と言ったら、
それまで「何か出そうで怖かったフロ」に１人で入
れるようになったそうだ。
子育て中は、たくさんのびっくりに遭遇する。嬉
しかったり、腹が立ったり、ギョっとさせられたり
…。子どもたちは、着実に成長していく。ちなみに
私のびっくりは 3 年ぶりの運転再開かな？（立間）
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こんにちは！年の瀬でとても忙しくなってきま
した。みなさんはいかがお過ごしですか？
この前、「この世界の片隅に」という映画を見て
きました！呉が舞台の映画だし、のんさん(能年玲
奈)が声優をしたということで、もう見た人も多いの
かな？兵庫では 2～3 箇所でしか上映されていなく
て…見に行くのに少し苦労しました。笑
周りからの評価がとても高くて、絶対泣くと言わ
れていたのでタオルを持って初めて 1 人で映画を見
に行きました！
結果は…大号泣…私の隣の女の子もおじさんも、
劇場中からすすり泣きが聞こえていました。
全編広島弁で進むのですが、ほんとうにキャラク
ターたちの方言に違和感がない！声優さんたちは
どれくらいイントネーションを練習されたのだろ
うと驚くばかりでした( °_° )
それに、地名が懐かしい！神戸で見たからこそ、
「あぁ、ここ知ってる」と涙を誘ったのかも。他に

も呉空襲、原爆な
ど、昔から知識と
してたくさん勉強
してきたことが自
分の中にスーッと
入ってきて、心に
響く映画になって
いました。
そういえば、こ
の映画はクラウドファンディングで資金調達して
制作されたそうです。エンディングでは支援者の名
前がずらり。わたしも協力したかったなぁ！
クラウドファンディングって難しく思うけど、ほ
んとに支援したいプロジェクトにお金を投資する
だけです。私もお笑い芸人兼絵本作家の西野亮廣さ
んの「えんとつ町のプペル展」に投資し、東京に行
ってきました！すごく綺麗でしたよ！次回はこの
プペルのお話でもしようかと思います(＾ω＾)

今年もあと少しですね。来年は受験生だ…。
先日長かった期末試験が終わったので、「お疲れ
様会」と題して友達とカラオケに行ったあと、呉の
イルミネーションを見に行ってきました！思った
よりたくさんのイルミネーションがあってとても
綺麗で試験疲れも癒されました！是非行って見て
ください(*^ω^*)
さて、もうすぐクリスマスですね?? 私は今年も部
活です(T^T) 12 月 26 日のアンサンブルコンテス
トに出ることが決まりました！このコンテストは、 は最後の仕上げ練習です…。クリスマスがつぶれて
楽器ごとにチームを組んでアンサンブルをするの しまうのは悲しいですが、出れないチームの分もし
ですが、1 校 2 チームまでと出れるチーム数が決ま っかり練習して良い結果を持って帰りたいです！
っています。私の学校では出たいというチームが 4
第 40 回広島県アンサンブルコンテスト
チームあったので、校内オーディションがありまし
安佐南区民文化センター12 月 24 日～27 日
た。私のチームは、見事それを勝ち抜いて打楽器 6
誰でも鑑賞できるよ！行ってみて！(*’▽’)
重奏でコンテストに出ることが決まりました！ク
リスマスの次の日が本番ということで、クリスマス
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世の中にはアダルトチルドレンという言葉があ
って、体が大人度 100 点なのに心が大人度 50 点以
下だとそう呼ばれるかも。アダルトチルドレンを適
当に説明すると「子どものころ【無償の愛】を両親
からもらえず、自信のない大人になってしまった人
間」。子どもには何をしても愛される環境が必要ら
しい。だから子どもはみな、根拠のない自信に満ち
溢れていて、笑顔がすばらしい。子ども達の根拠の
ない自信は大切にしたい。
この時期その集大成は「サンタが来るか論争」。
子どもはサンタなんていないのに居ると思ってい
るし、大人はサンタが実は居る
のに居ないと思っている。
イルミネーションはサンタの
迎え火だと思う。これは僕の根
拠のない自信だ。年末は親子で
イルミネーションにクリスマ

スを感じながらサンタの片鱗を探しに行こう。わが
家にはサンタにコーヒーを、トナカイに人参を用意
して置いてある。子どもだって愛を与える存在にな
りたいのだ。
【無償の愛】は別名アガペーとか神の愛と呼ばれ
る。ぼくたち人類はそれをもらって自信をつけて生
きるのだ。イルミネーションの真意はそこにある。
と僕は思い込む。
もうひとつ僕が広めたい愛の日があるからご紹介
しよう。みんなはもう来年のスケジュール帳は用意
してある？
2017 年のイースタ
ーは 4 月 16 日(日)。
メモしておいて、教会
に、卵をもらいに行こ
う♪

ミニ

講師は、静岡県浜松市で、子育て情報サイトの運
営や、講座開催などに取り組む「NPO 法人はまま
つ子育てネットワークぴっぴ」の原田さん。東日本
大震災での事例を紹介しながら、どんな危険がある
のか、親子でどんなことに気をつけたらいいか、発
災から時系列に沿って話していただきました。
被災時においては、女性や小さな子どものこと、
そしてアレルギーや障害など、なかなか配慮されな
いこともあります。また避難所では、年配の男性が
リーダーになることが多く、中には、ナプキンが多
く要るとか、食物アレルギーが命に関わるとかいっ
たことを、知らない方も。原田さんは、「避難所運
営は、若い人がした方がいい。どんどん手を挙げて
ください。
」と言っていました。
また、子育て中の人は「自分は死んでも子どもが
助かれば…」と思いがちですが、「親も生き残らな

乳幼児のいる家庭のための
防災豆ちしき
11 月 27 日(日)10:00～
広島文化学園大学長束キャンパス

ければ、その先子どもを守れない。まずは、生きの
びることが大切」なんだとか。
そしてなるべくなら、避難所に行かずにすむ方が
いいので、備えはあった方が。最近、幼稚園で防災
の話を聞いた坊ちゃまに「どうしてうちには缶詰が
ないの？」と指摘された私、まぁ大丈夫とか思って
たことを反省し、子どもと備蓄始めました(;’∀’)
いざという時、一番力になるのは、人です。物は
貸し借りもできるし、安否確認など、近所で助け合
えることはたくさん。結局、日ごろの付き合いが大
事。「集団生活は自分たちでつくるんですよ」との
言葉に、そうよね～と思ったのでした。(宇都宮)

-5-

2 月 3 日の狂言を主催するにあたり、日本には、どんな伝統芸能があるか調べました。すると、まちづ
くりセンターや地域の会館などで、活動している人がたくさんいる！ってことに今さら気づきました。
そこで今回は、その魅力に迫ろうと、取材に行き、実際に活動されている方からお話を聞きました。

40 代で結成した KS40(琴、
尺八、40 代)という会を経て、50

代から「八人の会」を始めた
皆さん。現在は 70 代で、17
人のメンバーが。
「年代が近い
けん、気持ちが通じ合っとる。
色んな人がいて楽しい。
」との
声。今回で 10 回目となる邦楽
フェスティバルでは、
「根曳の
松」という非常に難しい曲に
トライするそうです。

10 年前、定年を機に師範を取り、自
宅稽古場のほか、ペアーレ、まちづくり
センターなどで教えておられるそう。ホ
テルや学校でお辞儀の仕方を教えるこ
ともあるのだとか。
日本舞踊の沈む動きは、腰に筋肉がつ
き身体がキレイに。大人でも踊れるよう
になるし、お年寄りは転倒防止にも。風
が吹く様、雫が落ちる様など、なんでも
身体で表現します。4～92 歳までの生徒
さんが楽しく踊っています。先生も子ど
もたちに元気をもらっているのだとか。

呉諷会(ごふうかい)は 57 年の歴史があ
る会で、現在 11 人。昭和 52 年ごろ地
謡を始めた本岡さんは、「はまれば面白
いんですよ。」と素敵な笑顔。当時、職
場に同好会があり、上司がいなかった観
世流に入ったのだとか(笑)
月に 1 度東京から、プロの能楽者、
藤波重孝さんを講師に迎えてお稽古を
続けておられます。能はセリフが謡で、
例えるならオペラ。地謡とは、コーラス
のような役割で、シナリオや主人公の心
を謡うのだそうです。
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週に 1 回、6 人でお稽古されているたちば
な会。参加者は川尻、吉浦、和庄、などか
ら来られるそう。PTA で一緒だった人が詩
吟を歌っているのを聞き、いいなと思って
始められた人も。
詩吟は、伴奏にあわせ、漢詩・短歌に節
をつけて歌うもの。百人一首でおなじみの
歌も。呉には 8 つの流派で 26 団体もあり、
大会で選ばれると、武道館の舞台に立てる
そう。
「友達もできるし、病気もせん。」
「健
康にもいい。若くいられる。」と皆さん。

かれこれ 40 年になる着付け教室は、
広島、東広島などにも多数あるとか。呉
には現在、師範が 13 名、20～90 代ま
でと幅広く、
「楽しいから続くんです。
着れるようになったからとすぐ辞める
人はほとんどいません。
」と先生。最も
新しい生徒さんは 80 代で、3 年前、市
の文化祭で見て入ったとか。習っていく
うち、普段着のように着こなせるように
なるそう。邦楽フェスでは、音楽にあわ
せて帯を結ぶパフォーマンスをします。
大人から子どもまで 14～15 人が習っ
ており、
「民謡 M-S-D」という名前で市
民活動も。
昔、三味線は生活の一部で、船の着く
所では、手拍子や鳴り物と共ににぎやか
だったそう。今では舞台でないと聞けな
くなり、技術が必要な敷居の高いもの
に。「もっと気軽に楽しめるようにした
い。楽しいんですよ。」と金谷さん。
子ども向けに、「はみがきの歌」など
もあり、お客さんの年代に合わせてどこ
でも演奏できるそうです。
初めて知ったことが山ほどあった取材でした。詩吟と謡曲って違うの？とか思ってて恥ずかしい！それ
ぞれの道に、奥深さがあって、知れば、「観に行ってみたい」「やってみたい」という気持ちがわきます。
皆さんの若々しさにも驚きでした！楽しいから、心も身体も輝いておられて、こんな風に年を重ねられた
らいいなと思いました。とりあえず、3 月の邦楽フェスを聴きにいかなきゃね！(宇都宮)

-7-

12 月とはいえ、まだま
だ…年末？？とボケボケ
感 た っ ぷ り で す が 、 14
日女子会プロジェクトで
は、忘年会を行いまし
た。5 月から始まったこ
のプロジェクト、出会い
がいっぱいありました。
みんなに、どんな 1 年だ
ったか、来年どんな年に
したいか、発表してもら
いましたよ。
そして、すでに来年の
バレンタインに向け、準
備したーいってことで、
マッキーさんの試作をデ
ザートに食べましたー。
9 月に結婚した参加者は、「マ
ヤ暦と出会えてよかった！」とまだ
まだ、その熱は冷めないよう。ま
た、海外旅行の回で、いろんな国
の話を聞いたことで、ハネムーン
をハワイに決めたそう！ 「海外は
考えてなかったけど、行ってみた
いって思いがふくらんだんよー」と
言ってました。
「特に何もない 1 年でした…」
とか言ってた人も、よく聞いたら、
嵐のコンサートを観に、札幌まで
行ったとかでビックリ。日本シリー
ズにちなんで、カープのユニフォ
ームで乗り込んだんだって(笑)
年明けは福岡だそうで、来年も
全国各地に行く年になりそう。

↑シャンメリーを開けるドキドキ…ポンっ！って無事開いて、ほっ。↑こちらは、クリ
スマスカチューシャ 3 姉妹(笑) 来年も、女子力あげて、いろいろあきらめない、欲
張りライフを楽しもうねーってことで、2016 年ラストの女子会でした。来年もい
ろんなこと、やろーね♪♪♪
↙バレンタインレシピ実食は
ブラウニー。作り方は、右ペ
ージ→見てね！
粉砂糖でハート形、うまく
いくかな…クッキングシート
をは ず し た 瞬間 、 「 お おー
っ！」って(笑) 「スキ」なんて
のも作れるね(笑)
次回 1 月 18 日(水)テーマ未定
女子なら誰でも参加 OK。気軽に申し込んでね！
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チョコレートのおいしい季節。 なぜ冬にはチョコレートがほしくなるのだろう☆(笑)
そんな思いを込めて、たっぷり板チョコ 2 枚を使った、まぜるだけの簡単ふんわりケーキです。(マッキー)

【材料】 ※15 センチ角

【下準備】最初に、♡の粉、さとうを

①耐熱容器に板チョコ 2 枚を割り

1 回ふるう。オーブンを 180℃に
余熱する。型にオーブンペーパー
を敷くか、サラダ油を塗る。

入れて、ラップをかけずに、６００
W レンジで１分半～２分加熱。や
わらかくなったらヘラで混ぜる。

③ ②と、①のチョコレートを混ぜ合

⑤ 型に④の液を流しいれ、表面を

わせる。
④③に♡の粉を入れて、粉っぽさが
なくなるまで混ぜ合わせる。

平らにする。180℃で 25 分焼く。

② ☆の材料を、白っぽくなるまで
混ぜ合わせる。

バレンタインはこれで決
まり！！あ～ら簡単、にできち
ゃうから、年が明けたら早め
に準備できるね。可愛くラッ
ピングしてみて。女子力 UP
間違いなしよ～ (しるこ)
-9-

前号の「しりたがり」で紹介した、助産師を目指している“わっこ”と、産前産後ケアに携わっているヨガインス
トラクターの飯塚さんが、今回、妊婦さんにまつわるお話を寄せてくれました。YYY のミッションのひとつは、子
育て世代を応援すること。そこで今回、プレママ、ママにエールを送るページにしてみました。今後も不定期に
載せていきたいと思います(*’▽’)(宇都宮)

こんにちは(^O^)
突然ですが、みなさん「妊婦教室・母親学級」っ
てどんなイメージですか？うちが行きよる福岡県
立大学大学院では、『世にも珍しいマザークラス』
を運営しています☆
「世にも珍しい…」って何が？と思うじゃん、それ
が参加せんとわからんのよ！からだで感じるクラ
スじゃけん！正式名称は「身体感覚活性化マザーク
ラス」。身体感覚って五感とか皮膚感覚のこと。参
加者にはとにかく感じてもらいます。

当日運営で心がけているのは、参加する妊婦さん
が気持ちいいことだけを感じられるように。なの
で、とびっきりの笑顔でお出迎え。レッスン中は自
分たちも楽しみながら、一方で、立てる音や言葉遣
いにも配慮。終了後には全員で反省会。これが結構
厳しい(泣)！長い（^^;）！でもみんなが真剣だから
こそ、改善点も見え、次に活かせるのです。

このクラスは、妊婦さん自身が本来持っている、
身体の力・産み育てる力を引き出すためのもの。レ
ッスンは 1 年後の同窓会を含め全 6 回。食やアロマ
など身体感覚を刺激する内容が盛りだくさん！毎
レッスン後、参加者は、妊婦を全面的に信頼・受容・
支援する人である「ドゥーラ」とグループメンバー
で、感想・気づきをシェア、それから「氣功」。陣
痛の油の海を泳いだり、漂ったりして、自分の内面 参加者の声
を見つめ胎児と交流。これをやると、みんなお産の ✿ わたしと赤ちゃんの二人だけの時間になれる
マザークラス
とき深い呼吸ができて安産に。不思議やろ！？ラス
トは毎回、
「ゆりかごのうた」をみんなで歌います。 ✿ からだは自分でいい方向に変えてゆける
(同窓会で集まる赤ちゃんはこの歌でぴたーッと泣き止む(° ✿ いつの間にか頭で考えてた。からだが感じる
ままに生きてみよう
A°)！お腹の中でしっかり聴いてるー！驚)
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参加者の中には助産師、経産婦もいらっしゃるの
に、企画運営するのは妊娠も出産もしたことない、
ひよっこのうち。まず言えるのは学生でこんな経験
できるところ他にない！たしかに大変！いかにし
て妊婦さんに自分の身体を感じてもらうか、それも
快の体験を通して。そのために当日までひたすら準
備。それでも当日、予想外のことが起こったり。(笑)
妊婦さんを変えてるのは、妊婦さん自身。これま
で気づいてなかった力がわきあがってくる。マザー
クラスの魔法とでもいうか…。その姿を目のあたり
にして、教科書では絶対学べんことを経験させても
らっとるな！って思います。たくさんの妊婦さんに
この世界をぜひとも感じてもらいたい！いつかこ
の「世にも珍しい…」が、「当たり前」になります
ように！

素敵なご縁があれば、うちも参加する側に！なん
て(´ᵕᴗᵕ`) 来年も関わらせてもらえるけん楽しみ！
機会があれば、ぜひこの世界にお越しください♪
未来の助産師ぴよぴよ“わっこ”でした(^O^)

★「世にも珍しいマザークラス」は佐藤香代教授による FM²（フムフム）ネットワーク
が原点となり 1996 年から行われ、今年で 21 年目。福岡市のみでの開催が、いまでは
田川・北九州にも拡大中！気になる方は香代先生の Facebook をチェック！
➡https://www.facebook.com/kayo.sato.338

妊婦の皆さん、出産に向けての体の準備はどうし
ているだろうか。マタニティ・ヨガや妊婦体操など、
妊婦さんを対象にしたレッスンに日々携わってい
る私は、この頃気になっていることがある。
予定日を過ぎてもお産の兆候がない姪。運動をす
すめたところ、日に 1～2 時間は歩いているという。
いいことだと認めたものの、里帰りしてから家事は
ほとんどしておらず、体を動かすのは、犬との散歩
だけだそうだ。トイレ掃除もすすめてみたが、後日
談によると、取手付きのワイパーモップで床拭きを
したのだとか。
「畳の上に正座する」「横たわる」「起き上がる」
「バスタブの縁を跨いで湯船につかる」「和式トイ
レにしゃがむ」「床に置いたバケツで雑巾を洗い、
四つ這いで床を拭く」これらの動作には、多方向か
らの骨盤周辺の動きが伴う。こうした日本の生活動
作が、出産や産後の回復にとって大変有効であると
述べてくれたのは、フランスの産科医ガスケ。フラ
ンスは、産後の骨盤底筋群のリハビリ先進国だ。

バリアフリー化、電化、西洋化が進み、「動くも
の」＝「動物」である私たちは、以前に比べ、ずい
ぶん動きを省略するようになった。赤ちゃんが産道
を通過する動きに応じ、産婦の身体は動き始める。
背骨、あばら骨、膝、かかと、肩、腕…。動きを省
略した現代の体は、時に赤ちゃんに呼応し辛そうに
見える。また、骨盤の後側にもたれかかる姿勢でパ
ソコンやスマートフォンを長い時間見ている人も
多いのではないだろうか。これが産道の最後の通過
点を広げる大切な尾骨の動きを固めてしまってい
るのではないかと、気になっている。
お産と向き合うことで、ゆっくり、丁寧に、体を
動かすことが、生涯において大切なことだと気づく
瞬間になるといい、と私は思っている。
家事仕事はちょうどいい。生活を整えるためのゆ
っくりした多様な動きは、お産や育児に向かう体を
整え、呼吸とともに心を整える手助けにもなる。
(ひなた助産所 助産師
/ヨガ・インストラクター 飯塚陽子)
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12 月 11 日(日)17:00～阿賀まちづくりセンター調理室で、ウキウキ 2016 年の忘年会＆いも煮会の振り返
りをしました。12 月といえばクリスマス。メインのお鍋と、手作りケーキで豪華にやっちゃいました。バ
ス鍋の小・中学生は、回を重ねるごとに腕が上がり(？)おいしかった！企画、スタッフやりたい、仲間にな
りたい人は事務所まで！(上田・屋敷・久保)

TERAKOYA では、おやつの後のカップや皿の洗い
物当番をじゃんけんで決め、自分たちで片付けます。
2 月に野村萬斎の狂言を主催する YYY では、「日本文化を広めていこ
う！」と考えていて、12 月に入り「百人一首かるた」「坊主めくり」
をやってみました。中学生は「知っとる！」「ぜんぜん分からん」「何
でやるン？」と反応は様々、でも負けたら皿洗いということで真剣勝
負！？正月も家族で、親戚で、やってみてね！(笑)

【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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