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 ２月２０日現在 
 子ども会員：１９９人 
 正 会 員： ３７人 
 参加会員：  ９人 
 賛助会員：２２７人  

３３団体 

 

 

YYY での公演は今年で 2 回目。低めで渋い声の萬斎

さん。最初の解説から、おば様たちは、うっとり～

(⋈◍＞◡＜◍)♡ 

それで何より、子どもにも分かりやす～い‼ 会場は

あっという間に狂言の世界に!! 詳しくは中ページで。 
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2月 9日 参加者 6名 

YYY にとって今年度の一番大きな事業、『野村萬

斎が誘う「狂言」の世界』はお陰様で盛況な舞台鑑

賞会となりました。ありがとうございました。そう

こうしているうちに、桜の開花予想も出始めた今日

この頃ですが、みなさんいかがお過ごしですか？ 

 

2 月 13 日、北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮

労働党委員長の異母兄、金正男(キム・ジョンナム)氏

がマレーシアで殺害されました。詳しいことはわか

りませんが、報道から察するに、お家騒動的なこと

のよう。他の家に生まれていれば、あんな死に方を

しなくてもすんだのに…なんとも理不尽でお気の

毒な話です。虐待で命をなくす子どもたちも…。 

 

そう、どこに生まれるかによって、随分と人生は

かわります。「カエルの子はカエル！」昔からよく

言いますが、親の仕事を引き継ぐ人は、今でも結構

な割合でいらっしゃるようです。そうじゃない場合

もありますけどね。まあ、そういう環境が周りにあ

るってことです。子どもの頃、一度くらいは、お金

持ちの家に生まれたかった♪って思ったことがあ

りませんか？当時、ウチの弟は、田舎の大きな家の

側を通る度に、あの家に養子にいく！って言ってま

したよ(笑) そしたら親の方も、負けずに「あんたは

橋の下で拾ってきた子だからねえ！」だって…めっ

ちゃ昭和だねえ。ウチはそういう環境だったってこ

とです。 

 

格差が広がっている現在、教育を受ける権利も、

生まれに大きく左右されているようです。14日付、

朝日新聞の天声人語によれば、声欄に大阪の高校生

から大学の推薦入試に受かったけど、お金が払えな

くなって入学を取りやめた、との投書があり、「将

来、私に子どもができたら同じ経験をさせたくな

い」と書かれていたこと、その記事に胸が痛んだこ

と、「福祉は社会で支える考えが広がっているのに、

教育は家族の責任のままだ」との教育社会学者、濱

中淳子さんのコメントが紹介されていました。ホン

トにホントにそうだな！って思いました。 

 

どこに生まれても、希望する道がひらける、もち

ろん本人の頑張りも必要ですが、そのための環境整

備をすすめる！それが私たち人生を折り返した者

の役割ではないかと思っています。 

野村萬斎の狂言「附子」では、さとうを「猛毒」

と言い聞かせて食べさせまいとする場面から始ま

る。怖そうなものは子どもも大人もまずは避けたが

るはず。自分の子ども時代や子育て中にもそんなこ

とあったなー。そんなエピソードを集めたいとテー

マにした。 

 

 子どもに指しゃぶりをやめさせようと「なめたら

指がもげるよ」と言ったら思惑どおりやめた、とい

う人。夜の 9時前になると「くじが来る！くじが来

る！はよ―寝なさい」と妖怪でも来るように恐れさ

せて私をふとんに追いやっていた母。「くじ」が何

かわからないまま、漠然と怖がっていたのを思い出

す。どちらも親としては子どものために仕掛けた

「うそ」または「おどし(？)」。プレゼントを隠した

部屋に子どもを入れさせまいと「あそこは荷物がい

っぱいあるから入らんとって」とさりげなく禁止し

たという人も。子どもを喜ばせたいからこその「う

そ」、私も思い当たる。子どもがどう想像してどう

反応するかを、こちらも想像して子育てしてきた気

がするし、私もそう育てられたと思う。 

そして、大きくなるにつれ、事実が分かってきて

また別のことを恐れたり、わくわくしたり…。「そ

こにないものも、イマジネーションで見てくださ

い」と言った萬斎さんの言葉が記憶に残るね、とみ

んながうなずいたアルデンテだった。（立間） 
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夏目漱石と呉？？って感じだけど、意外とゆかり

が深い。元呉市長の小笠原臣也さんは、「漱石と広

島の会」に所属。漱石記念館を設立するため研究に

一役買っているそう。初めは気が進まなかったもの

の、調べると出るわ出るわ…。呉でも漱石とゆかり

の深い人物と品があれこれ出てきて、改めて漱石と

呉の知られざる財産にハマってしまっているのだ

とか(笑) 

 まず、漱石の妻は福山藩士の娘。また、広島には

漱石の友人・教え子が多いとか。中でも、漱石の主

治医“呉秀三”は、精神科の医師として欧州で学び、

日本で最初に「精神疾患の患者は隔離ではなく適切

な治療をすべき」という方針を示した名医。呉氏と

の出会いで鏡子夫人は漱石のDVにもめげず添い遂

げたそう(あくまで個人の選択です)。呉医師会には呉秀

三の記念碑があるそうだが、そんなスゴい人がいた

なんて初耳っ！ 

今売出し中のゆるきゃらとは一味違った“呉氏”

の存在、呉人ならこちらもぜひ知っておきたい。ま

た呉氏の家系には医者・経済学者など優秀で社会に

貢献した人がたくさんいる。 

もう一人、漱石と関係があったのは、二河出身で

洋画家津田青楓の先妻山脇敏子さん。敏子さんは、

はっきり自分の考

えを主張する人

で、その夫婦喧嘩

の激しさは超有

名。漱石の絶筆『明

暗』のモデルにも

なったとか。しば

らくして離婚、後

に再びパリに渡り

服飾デザインの道

で自立できるよう

【日時】3月 23日(木)13:00～15:00 

【会場】ＹＹＹ事務所 

【参加費】800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。 

【 日 時 】3月 7日(火)19:30～21:00 

【 開 場 】ペアーレれんがどおり 

【参加費】1200円(お茶菓子付き) 

オモシロ動画企画制作部 
講師：池田吏志さん 

（広島大学大学院教育学研究科准教授） 

毎年恒例“呉市のお

財布”。市呉の春のセン

バツ出場、ゆるキャラ

PVや映画「この世界の

片隅で」の大ヒットな

ど何かと話題の呉だ

が、今年も来年度の主

要施策について大下課

長にお聞きした。   

引き続き歳出の抑制

を意識しつつ、「若年層

の定着～若者が集いにぎわうまちづくり～」を目指

す。乳幼児等医療費助成拡大、小中学校の空調設置、

新婚子育て世帯の定住支援等、若い世代の暮らしを

支援。シティプロモーションの推進(姉妹都市提携する

台湾にも猛プッシュ！)として旧青山クラブや桜松館を

活用し、中心部の回遊性を高めるなど観光にも力を

入れる。 

 市営プールや体育館の設備整備、駅前地域の再整

備など事業はいっぱい！年々職員数が減る中、ご苦

労様です！私たちも観光しやすい、暮らしやすい呉

市になるようにガンバリましょっ!!(山本さ) 

必死で学び、山脇洋裁学院を設立。その道のリーダ

－・先駆者だったそうだ。小笠原さん曰く、「最近

の NHK連続テレビ小説は女性の社会進出を題材に

したものが当たっている。この人もドラマにすれば

いいのに！どなたか売り込んでみてください(笑)」。 

その他にも漱石の手紙を貼った屏風が見つかっ

たエピソードなど次々…話は尽きない。「漱石は偉

大な思想家、文明評論家でもある。」と人の結びつ

きを調べるにつけ、漱石の生き様や人柄に魅了され

ている小笠原さんの生き生きとした表情に元気を

もらった時間だった。        （山本さ） 
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どーも！鳥取で大学生活を送って

いるゆみです！今回は 2 月上旬の記

録的積雪のことを。 

夏ごろから、「鳥取なのに全然雨降

ってないし、今年は雪めっちゃ降る

よ www」って現地の友だちに言わ

れて身構えていたものの、こんなに降るとは思って

いませんでした(言ってきた子も「こんなに降るなんてね

ぇ…」って w) いやぁ、ほんとにすごいですよ！！一

晩にして膝までズボっ…ってはまる程積もってる

んです！！どこもかしこも真っ白で車道なんてあ

ったもんじゃない…道を通ろうとしている車が悲

鳴上げてました(苦笑) 買い物に行くのも一苦労…

( ;∀;)って感じだったけど、降ってから数日で除雪

車も動き出して少しずつ動きやすくなってきてい

ます。除雪車すごい☆(ただ、歩行者が踏み固めて作った

道が、車道からやってきた雪の山で通れなくなっていたのは

悲しかったですね ww) 

1 月に雪が積もって大学が休みになった時は「や

 

三度の飯より本が好き！あなたに絶

対読んでほしい本をご紹介。大人も子

どもも愛読書が見つかりますよ。 

第 2 回は、宮部みゆきさんの『ステップファザー･

ステップ―屋根から落ちてきたお父さん―』を紹介

します！2012 年にドラマ化されているので、知っ

ている人もいるかな??なんと 20 年間で 100 万部を

売り上げているベストセラーなんです！ 

  キニナルあらすじは…超そっくりな双子、さとし

とただし。両親が同時に駆け落ち!?なんと中学生の、

2 人暮らしなのである。そんな彼らの家にある日、

泥棒が落ちてきた！泥棒は、警察への口止めと引き

換えに、2 人の父親がわりをすることに！｢お父さ

ん｣と呼ばれ、3 人で暮らし始めるのだが…。 

この本のおもしろいところは、まず、双子のしゃ

べり方。1 文を、さとしとただしが分担して読んで

しまう。 

｢気分は｡｣｢どうですか｡｣ 

息ピッタリのしゃべり

は、思わずクスッとなり

ます♪｢お父さん｣はおせ

っかいな双子のせいで、

ご近所で起こる事件やト

ラブルに巻き込まれ…。 

  ユーモアあふれる日常

と、ドキドキ・ワクワク

の事件。笑って泣いて、

最後はほろり。家族の大

切さ、家族の在り方って

何だろう？と考えさせられる場面もあります。 

読んで私が思ったのは、楽しそうな家族だなぁと

いうこと。本当の家族じゃなくても、家族みたいだ

なと思いました。読む前は、父子家庭とか、義父と

かに興味なかったけど、読んだ後、｢あっ、こんな

家族もあるんだ。｣と思いました。 

この本を読んで｢家族にもいろんな形がある｣こ

とを知ってもらえたら、と思います。 

ホームコメディでありながら、ユーモアミステリ

ーでもある☆一粒で二度おいしい、大傑作です！ぜ

ひ読んでみてください♪ 

った www 雪遊びしようぜ！！」って雪だるま作っ

たり、雪合戦したり…「小学生か！」って言いたく

なるくらいにはしゃぎました(^―^* )…が、今回は、

期末試験終盤の、春休みに入るか入らないか…だっ

たし、量も量だったのでみんな迷惑って感じの反

応。「予定立てたのに全部つぶれた…」なんて人も。

この記事を書いているのが 2 月 15 日なのですが、

本当なら終わってるはずの試験が、雪による休講続

きでまだ終わってない人たちもいるみたい…(私が受

けた科目はちょうど雪が降った日だったんですけど、そんな

の関係なく試験は実施されました(^ω^)) 台風にも地震

にも負けないことで有名な私の通う大学も、今年の

雪には負けちゃったくらい、すごかったです(笑) 
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皆さんはインフルエンザ経験者ですか？ 

 インフルエンザは大体 11月～4月まで、ピークは

2・3月。ちょうど今ぐらいかな。今日はインフルエ

ンザ予防について【3つ】書いてみよう。 

 【その 1】一番簡単な予防法はマスク！マスクの

フィルターがウィルスを防ぐんじゃないよ。口元に

出来る多湿の空気がウィルスを近づけない。安くて

一番お勧めの方法だ。 

 【その 2】定番の予防注射。実はすぐには効果が

出ない、打ってから 2 週間後だ。回数は？本当は 2

本打つのがいいみたい。「ブースト効果」といって

免疫力が 3～10倍アップ。 

予防効果は 1回接種で 64%、2回接種で 94%って

いう微妙な数字がインターネットに書いてあった

よ@_@) でも注射は 1 回 3000 円ぐらいするし悩む

よねえ。4人家族だと全員 2回で 24000円じゃん！ 

 【その 3】最終手段はタミフル。予防服用といっ

てあらかじめ飲むことができる。受験生やお年寄り

の場合、家族の数人がインフルエンザになると病院

でお願いできる。10個のタミフルをもらって毎朝 1

個飲んで(10日間だけ)予防できるよ。かく言う僕も今

年はこの予防服用にお世話になりました…☆ 

 ちなみに実費で 6000 円ぐらいかな？背に腹はか

えられない場合にね。 

こんな症状ありませんか？顔色が悪い、髪や爪が

ボロボロ、いつも眠い、頭がボーッとする、動悸や

息切れ、氷や硬いものを大量に食べたくなる、喉の

違和感…それって、鉄分不足かも！ 

鉄は血液中のヘモグロビンになくてはならない

成分のひとつです。ヘモグロビンは体のすみずみま

で酸素を運ぶという大切な役割をしています。 

体内に取り込まれた鉄は、優先的にヘモグロビン

に回され、余ったものはフェリチンに蓄えられま

す。フェリチンとは、主に肝臓、膵臓のような臓器

や骨髄、小腸粘膜などの細胞内に存在する物質。鉄

分を貯める事が出来るので「貯蔵鉄」と呼ばれてい

ます。出血や鉄不足のときは、フェリチンに蓄えら

れた鉄が使われます。日本でのフェリチン基準値

は、男性で 20～250ng/ml、女性 5～120ng/mlとさ

れています。欧米での基準値は 100ng/ml で、それ

以下だと鉄不足と診断され、特に妊娠を希望してい

る女性は鉄分補給をすすめられます。1 回の妊娠出

産でフェリチン 50相当の鉄が使われるからです。 

日本女性の 8 割はフェリチン 30 以下で、そうい

った人が妊娠すると、鉄欠乏性貧血になってしまい

ます。鉄不足は産後うつ病の原因となるとも言われ

ており、第 1子の時は大丈夫でも、第 2子、第 3子

と妊娠出産を繰り返すうちに母胎の鉄が枯渇して

しまい、鉄欠乏性貧血＋産後うつ病を生じやすくな

るというデータもでているそうです。 

世界各国では、鉄欠乏を改善するために、様々な

対策がとられていて、例えば、中国・ベトナム・タ

イでは、鉄を添加した醤油を学校給食に積極的に使

用することを推奨。米国では、小麦粉・とうもろこ

し粉・砂糖・食塩・シリアルなどに、鉄を添加。米

国でよく摂取されるシリアルには、一食分(30 g)あ

たり 1.4 mg の鉄が含まれているそうです。一方、

日本では、対策は特にとられていないとか。 

かくいう私も、昨年末、体調不良で検査したとこ

ろ、フェリチン値 10、ヘモグロビン値 13.4でした。

フェリチンが 10 は低すぎですね。私の場合母が酷

い貧血でしたので、もともと貧血体質で生まれてき

たと思われます。日本の場合、ヘモグロビン値だけ

で、貧血かどうか判断されているケースが多く、フ

ェリチン値を見てくれる医療機関が少ないのも、問

題があります。この続きは次回に。 
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今回も盛況のうちに『野村萬斎が誘う「狂言」の世界』

公演を無事終了した。狂言を観るって、フォーマルな感じ!? 

着物姿の参加者が目を引いた。ホワイエの松の幕の前では

記念撮影!! とっても風情があって良かった。伝統芸能は、

敷居が高く小難しいと思われているようだ(自分もそう思

っていた…)が、萬斎さんが見どころポイント等を交えて丁

寧に解説してくださったし、ストーリーもシンプルで凄く

わかりやすく、面白かった。 

 前回、ホワイエを飾った松の幕は、呉市文化団体

連合会さんからお借りしました。今回もお願いした

ところ、快く OK の返事をもらい、文化ホールとの

事前打合せで、使うことを確認(保管場所は文化ホール

の奈落)。当日、ホールの担当者に「松の幕お願いし

ます。」と伝えた 5 分後。「幕ないですよ」の報告が。

「えー！！ないんですか？」「ありません！」とき

っぱりとした返答に、頭

の中は真っ白！急いで文

化団体連合会の会長に連

絡、幕が無い場合の飾り

つけ準備をしていると、

「見つかりました、持っ

て行きます。」と電話が入り、ひと安心！皆様をお

出迎えすることができました。（福田） 

呉市文化ホール、くれ絆ホールでのコンサートや

講演会、広島市でのコンサートでチラシの挟みこみ

をお願いしました。すると「チラシを見た」と問い

合わせや購入に来られる方が‼ホールに足を運ぶ人

は、関心が高い‼ 

前回の公演後のアンケートの『また観たい！』と

いう多くの声に期待して、11 月 8 日のチケット発売

日を迎えましたが…。「あれ？前回より出足が遅

い？」「案内のはがきは出したよね」「寒い時期だか

ら予定が立たない？」と考えてはみたものの、待っ

ているわけにはいかないと、今までチラシを置いて

もらってるところはもちろん、あちらこちらと街を

回りました。快くチラシをお店に置いてくださると

ころ、貼ってくださるところもありましたが「うち

ではダメだわ。」と断られへこむことも。でも呉の

街にこんな所やお店があったんだと、新たな発見も

ありました。 
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「梟山伏(ふくろやまぶし)」では、梟に

取り憑かれた男に対し、お祓いの呪文を

唱える山伏だが、一向にお祓いが効かず。

次第に男の兄も梟の鳴き声をあげるよう

になり、しまいには山伏までもが梟に…

というオチのお話で、子どもも大人もよ

く笑っていた。 

 

演目「附子(ぶす)」は、小学校の国語の

教科書や中学校の英語の教科書で扱われ

ていて、なじみのある人も多い話。扇で

あおぎながら桶に近づく姿・中身が砂糖

とわかり全部食べてしまう姿、言い訳の

ために秘蔵の掛け軸を破り、茶碗をも割

ってしまう姿など笑いどころ満載で面白

かった。 

附子では「あおげ、あおげ」、梟では「ホ

ーッホー」など同じフレーズが繰り返さ

れ、耳に残った。特に梟の「ホーッホー」

は、動きと鳴き声が頭から離れず、「家に

帰ってからも、子どもが真似してやって

いたよ」といった声を聞いた。全ての演

目が終わって会場を後にする方たちは、

とても満足そうな顔だった。（岡本） 

おもしろかった。梟山伏で、最後はみんな梟になっ

たのがおもしろかった。附子も全部食べたのがおも

しろかった。(中学生) 

子どもの笑い声が聞かれこちらも顔がほころびまし

た。狂言がこんなに笑えるものとは。(30 代女性) 

狂言は難しくかたぐるしいものと感じていました 

が初めて狂言というものにふれ、とても楽しく観さ 

せて頂きました。表現力又声の強弱等聞いていて狂 

言の世界に吸い込まれそうになりました。また観て 

みたいと思いました。(50 代女性) 

たくさんの人に知らせたいと宣伝カーで呉市中をま

わりました。当日、「バス停におったら“当日券あり

ます”って言うとったけん、来ました！」という方が。

心の中でガッツポーズ!! 

 参加者から、「中学生スタッフ

の案内が丁寧でよかった」との

声をいただきました！会場係を

担当した中学生たち。ステージ

下や、ドア横に立ち、お席がわ

からない方に、ご案内しました。

ちょっぴり、お仕事体験になっ

たかも( *´艸｀) 
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今年も行ってきました！冬の一大イベント「雪あ

そび」に。 

 2～3 週間くらい前から体調管理して、「インフル

になるなら 6 日月曜日までにね」と子どもに言い聞

かせ、1 週間前からは天気予報とにらめっこ。そん

な万全の体勢で迎えた当日。天気予報通り県北は前

日から警報が出るくらい大雪。その影響で「やわた」

まであと 20kmという所で通行不可能に。しかし、

バスの運転手さんと YYY のスタッフは瞬時に「こ

こから、めがひらなら行けます！」と。ならば、と

U ターンしてめがひらに。我が子達にも、何事にも

パニクらず的確に判断できる大人になって欲しい

な…いや、こんな経験を積んでるんだからなれるじ

ゃろう。 

 そして「めがひら」に無事到着。場所が変わろう

と、結局雪があれば何の違和感もなく。いつも通り、

ソリを何回も何時間も楽しみ、全体遊びの宝探し

に、親と子ども対抗の雪合戦。大人っていっても、

ついこの間までは子どもだったんだから、ついムキ

になってしまう(笑) 

で、楽しい時間はアッという間で、そろそろ帰る

時間に。そしたら我が子が急に雪の上に寝っ転がっ

てゴロゴロし始めて。「ん？何しよん？」って聞い

たら「もう帰るけん忘れんように身体に雪を染み込

ませよる」って(笑)「絶対、また来年も来ようね」

と約束して帰りました。 

 家に着いて我が子の第一声は「あ～、これでイン

フルになっても大丈夫。スッキリしたあ。」って。

そこ普通「あ～、楽しかったあ」じゃないんかねえ。 

(リポート：長田 美穂) 

今日、はじめてスキーをして

とても楽しかった。そのあと

かまくらを作った。たからさ

がしや雪合せんも楽しかった

‼（凪 8 才） 

 

子どもたちとかまくらを作ったり、雪合

戦を子ども相手に本気になり楽しむこ

とができました。（父） 
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県北は大雪という情報…前日からスキー場やバス会社に道路状況

を確認し、色んなパターンを考えていた。当日朝、再度バス会社に

電話すると、「前日引き返したバスがあったが行ってみないとわか

らない」と言う。迷ったが決行。何せ呉はいい天気、みんな楽しみ

にしているのに中止になんてできない。が、覚悟はしていたものの

191 の手前でアウト！呉に引き返すしかない？!ピ～ンチ(;´Д｀) 

運転手さんと相談し、あちこち連絡してなんとか行先変更 OK！1 時

間遅れで「めがひらスキー場」に。到着すると、ぱーっとまぶしい

くらい晴れたが、しばらくすると一転吹雪に…これぞ山の天気！で

も、みんな関係なし！ソリすべりでコブをジャ～ンプしたり、木の

枝をゆすって積もった雪をどっさりかぶったり。もちろん、スキー

にスノボ、かまくらづくり…と思い思いに楽しんでいた。 

今回、初めての場所で勝手がわからず右往左往。全体遊びもどこ

でしようかと探し回ったけど適当なところは見当たらず。危なくな

いところならいいや「えーい、ここでやっちゃえ！」ってやったけ

ど、どうもそこは入ってはいけない所だったらしい(+_+) 

めがひらはゲレンデまでが遠いし、アイスバーンでつるつる何回

もこけて、また足が折れるかと思った^_^; そんなこんなで、困難も

たくさんあったけど、あちこちで“はじける笑顔”に出会えた。そ

して…何より、みんなが無事に帰れて本当に良かった！！ 

行きのバスではレク担当の小学生たちが大活躍!! 「今日一番楽し

かったのは？」と聞くと「バスレク！」あれ？雪あそびは(笑)？そり

ゃ、自ら打ち合わせがしたいと事務所にやって来て準備してたんだ

から、そうよね。おかげで渋滞も全く気にならず、初参加の人も和

んでたよ。(久保) 

 

中止になった YYY

ふぇすの景品がビン
ゴ＆宝探しで役に立
ちました～Thanks! 

大雪！なかなか見られないような景

色を車窓からながめることができま

した。バスレクで子どもたちもあき

ずにスキー場まで来ることができま

した。念願の初スキーもできて、大

満足。（気づいたら宝さがしが終わっ

ていたのが残念。）（おとな） 

すべったり、ころんだりいろんなこ

とができてうれしくて、たのしかっ

たです。また行きます。（百花 9 才） 
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少しずつ寒さも和らいできましたかね？大学生

は春休み真っ只中です。今回は 1/29～2/7 に卒業旅

行で行ってきたイタリア旅行記を少しばかり。 

タイ航空を使ってトランジットをしたので、結局

往復でほぼ丸一日ずつ飛行機 or 空港にいることに

なり、イタリアでの実質滞在は 8日間でした！ 

最初は生地の分厚いナポリピザで有名な、ナポ

リ！大きなピザが１枚300円とかで売ってて安さに

驚きました。町並みや海はとっても綺麗だったので

すが、すぐそばに貧困のスペイン地区があり、夜は

治安最悪。アジア人の女が出歩くと目をつけられま

す。また、イタリア全体もですが、特にナポリはタ

バコのポイ捨てが多い！！ゴミもそこら中にあっ

て、下向いたらめちゃくちゃ汚いです。南の方はア

ジア人観光客は珍しいようで、中国語や韓国語でゲ

ーム感覚で話しかけられたり、英語が通じなかった

り、困ることもたくさんでした！ 

次にオプションツアーで行ったアマルフィとア

ルベロベッロ、マテーラ！ 

こちらはもう最高…！アマルフィは映画の撮影

地にもなってますね。世界一美しい海岸の呼び声高

いですが、誇張じゃなくて本当にそうだと思いま

す。アルベロベッロはとんがり屋根のおうちが可愛

い伝統的な街でした。両者とも街の壁が真っ白なの

ですが、戦時中光を反射させて敵を撹乱させていた

名残だとか。 

マテーラは洞窟住居が有名ですね！貧困地区と

富裕層で街が二分されていて、とても歴史を感じる

街でした。今は芸術家が住んだりしているみたい

で、音楽や美術があちこちにある素敵な街です。 

次回は後半戦のカプリ島とポンペイ、ローマのお

話をしたいと思います！ 

2 月 14 日といえばバレンタインデー❤今年はフ

ロランタンと生チョコを 35個作りました(^o^)/ 

美味しいかわかりませんが愛情はいっぱい込め

ました笑 

クラスや部活の友達、お世話になっている先生に

渡しました。高校生になってから、みんなからもら

うチョコたちのクオリティが高くてどうしよう？

と不安に思っていましたが、みんなに受け取っても

らえてよかったです！友達にたくさんチョコをも

らえてモテモテになった気分が味わえました笑 全

部美味しくいただきたいと思います！   

バレンタインデーは元々キリスト教の行事です

が、日本でも知らない人がいないくらい浸透してい

ます。私的には日本という多文化社会に生まれて、

日本固有の通過儀礼とキリスト教の行事を同時に

堪能できて幸せだと思っていますし、クリスマスや

バレンタインデーのない 1年は寂しいなぁと感じま

す。でも日本の昔ながらの行事が薄れていっている

ような気もします。他国の行事と日本の行事と、バ

ランスを考えて両方を次の世代へと伝えていきた

いですね！ 
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 2月なのにかるた！？…なーん
て言ってはいけない(笑) 今
回、ある参加者から「カルタ
がやりたい！」と熱烈なメッセ
ージをいただき、バレンタイン
時期なのに、あえてカルタを
やっちゃいました！！ 
 まずは、「銀座いろはかる
た」でウォーミングアップ。銀
座の町名や店名、ゆかりの
人物などをかるたにした、渋
いもの。影絵のオシャレな札
を、スパーン！！と飛ばす昭和
生まれ。強い！！(笑) 

平成生まれも負けじと手を出す。みんな勢いに飲まれたかと思った
けど、終わって数えてみたら、静か～にひそか～に取ってた平成生まれ
が一番だったり( *´艸｀) 
十分ほぐれたところで次は「安浦たんと節かるた」。 
地味～とか思ってゴメンナサイ(笑) たんと節の歌詞を使ったご当地

かるたで、安浦の風景写真が取り札。並べてみると、海、山、観音さま、
海、山、、、、どれがどれじゃろ～？？？(((;◔ᴗ◔;))) なぜか 2 枚ずつある札
も。。。「？」を飛ばしまくりながら、最後までやったよ！ 安浦の人なら、全部
わかるんかな～？？↘↘↘ 

次回 3月 15日(水)ウェディングフォト祭り 

女子なら誰でも参加 OK。気軽に申し込んでね！ 

ラストはやはり、百人一首っしょ！！さすが
現役学生が強かったぁ。初めての人もおっ
たけど、わからんなりに、「これだけは取る！」
って狙い撃ちしてたよΣd(≧ω≦*) 
 今回はできんかったけど、いぬもあるけば
～から始まる「犬棒かるた」も面白そうだっ
た～。やっぱ正月にやりたいな～♪♪次の年
明けをお楽しみに…って、来年のことを言
ってたら鬼に笑われるね！！(*´∀`*) 



- 12 - 

 

 

 

 

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！ 

【文字数】800字前後 

【原稿料】ちょびっと 

【問合せ】TEL 24-5646 

―――ほかに楽しかったことは？ 

 薬師寺の説教が、おやじギャグで笑った！歴史の話とか、シワを合わ

せるから幸せ、みたいな話とか。 

 本物の舞妓さんも見た！ 

 京都で着物も着た！男の子は新選組みたいで、貫禄があった(笑) 着物

は寒かった。首が。足はあったかかったけど。 

 東大寺の大仏は、本物はほんまに大きくて感動した！ 

 

めっちゃ楽しんできたようで、何よりでした(*’▽’) 

―――行先と日程を教えてください。 

1日目が、奈良で、法隆寺薬師寺東大寺。2

日目が、京都でグループ学習、3日目がUSJ

でした。 

 

―――いちばん楽しかったことは？ 

(女子たち)夜寝るとき、友だちと話したこ

と。ホテルでやったトランプとか UNO！

あとバスも。ホテルの風呂も楽しかった。

部屋のメンバー3 人で入って、シャンプー

とか全部入れて泡ぶろにしたり(笑) 

(男子たち)USJ のジュラシックパークで、

先頭になってびしょぬれになったこと(笑) 

その辺のお客さんで仮装しとる人と仲良

くなった。 

―――来年修学旅行に行く後輩に、おススメの場所は？ 

 旅館！！(笑) 

 あと、二年坂・三年坂も。可愛いお店がいっぱいあっ

て、和柄のがま口とか売ってあった。 

 東大寺もよかった。案内してくれた女の人がすごい変

わった人で、面白かったから(笑) 

 USJのスパイダーマンも。おもしろかったー！ 

 あとはホテル。ほかの部屋にいたずらで電話かけて、

ばれて、先生に怒られた(笑) 

2月、呉市内の中学生の多くが修学旅行へ。どんな思い出ができた？？TERAKOYA

に来ている中学生たちに、聞いてみました～。(インタビュー：宇都宮) 


