６月２０日現在
子 ども会 員：１８８人
正 会 員： ３６人
参 加 会 員 ： ９人
賛 助 会 員 ：２２８人
３３団体

朝、キャンプ場に向かって
いると雨がザーッ。
ドキッとしたけど、みんなのパワー
で雨雲も逃げて行ったみたい？(笑)
総勢 131 人やる気全開！カレー200 食＆フ
ルーツポンチ 200 食！
作って食べてあそんだよ～(≧◇≦)(くぼ)
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梅雨入りしたというのに、めっちゃいいお天気が
続いている今日この頃。みなさん、いかがお過ごし
ですか？今回はちょっと昔話。
（笑）
先日、女優の野際陽子さんがお亡くなりになりま
した。81 歳だったそうです。そのニュース速報が流
れた時、なんでか私の中で昭和が終わったなあ…っ
ていう思いが湧きあがりました。特に彼女のファン
というわけでもないのに…。野際陽子といえば、私
たち世代にとっては“キーハンター”
。幼稚園～小学
校低学年だった私は、
“8 時だよ！全員集合”の後、
それを見るのが、ちょっぴり大人な気分になれる時
間だったように思います。ですが、なんせ小学校低
学年、全員集合のエンディング、ババンババンバン
バン♪が流れてくるころには自然と瞼がくっついち
ゃうのでした。
そう、私たちが子どもの頃は、ちょっぴり大人な
気分になれる場面が、ちょいちょいありました。父
が仕事帰りに会社の人を家に連れてきて、飲んでる
場面に混ぜてもらったとき、大人のジャワカレーを
味見した途端、口から火がでそうになったとき、喫
茶店で知ったげに、A ランチとか B ランチとか注文
できたとき、コーヒーを飲んでるとき(当時は砂糖もク
リープもたっぷりでしたけどね)、そうそう、小 3 までは
和庄にいたので、亀山神社のお祭りのよごろ、弟は
留守番だったけど、自分だけが連れてってもらえた

ときなどなど。(年のせいかもしれませんが)それらは、
とても懐かしく、ワクワクした子ども時代の記憶で
あり、早く大きくなって、もっと自由に楽しいこと、
いっぱいしたい！って思わせる出来事でもありまし
た。高度経済成長期、イケイケどんどんの時代だっ
たように思います。
今の子どもたちは、大人な気分になれるってこと
があるのでしょうか？早い時期からゲームとかで夜
更かししてる子も増えてるようだし、ファーストフ
ード店やファミレスなど、昔と比べて気軽に行ける
ところがあるから、外食の機会も多いだろうし、親
が会社帰りに、一杯飲んだ流れで、会社の人を連れ
てくるなんて話もあんまり聞かないし…。
40 年後、大人になった子どもたちが、この時代を
めっちゃ楽しかった！って懐かしく思い出すことが
できたなら、今のおとながそれなりにイケてたって
ことでしょ！（笑）今、AC ジャパンの新聞広告も、
キャッチは『ライバルは 1964 年』ですよね。
みんなでカッコイイおとなになろっ！
がんばろう日本！がんばろう！おとな！(^^)v

6 月 8 日 参加者 7 名
日々の暮らしのなかにアクセントをつける一つ
に、四季折々の行事や家族の行事があると思う。記
念日や節季などの催しをテーマに話してみると、子
どもの為と言いながら実は大人の方が本気で楽し
んでいる場合もあるようだ。
既にわが子は 20 歳以上という参加者ばかり。は
じめは思い出話から。家族で過ごすクリスマスや豆
まきは、どう演出しようか工夫を凝らした話も聞け
た。子どもの喜ぶ顔が見たくて、準備に一生懸命に
なったことも。準備も含めて楽しんでいたんだな。
おや子劇場の時代から参加してきた親子キャンプ
や雪遊び、いも煮会…自然の中で気分もゆったり、

皆で遊べば親も子も楽しい！小学校や地域の運動
会、とんどなども、多くの人が集まるとスケールが
大きくなり、楽しさも増幅するようだ。

昨年 146 号でも紹介した宮原地区の
「ホタル祭り」
今年も小学生から高校生までの子どもたちが掃除
や準備に関わったと聞いて行ってみた。ビオトープ
という、人の手が加えられた公園に、日没後続々と
子連れの人達の到着。暗闇にぽーっと光るホタルを
見つけて喜ぶ声や水の音を周りに聞きつつ、優しい
気分に浸れた。地域の人の思いが形になった 6 月の
行事…ずっと続くといいな。(立間)
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おとな塾ではジェンダーの話でお馴染み、礒田朋
子先生に今年もお越しいただいた。昨年度、広島文
化学園大学で開催された連続講座「現代アジアを知
る」の内容をギュッと凝縮、ベトナムでの現地研修
の様子もお聞きした。
呉にもある、エジプトのピラミッドの前にもある
マクドナルド。今は世界中で事業展開する企業が増
え、LINE などの SNS では、世界中の人と意見交
換ができる現代。グローバル化ってすぐにはピンと
来ないけれど、意識していないだけで確実に生活の
あり方は変わってきている。
広島県内には 38,736 人の外国人が住んでおり、
これは 73 人に 1 人の割合だそうだ。隣人や会社の
同僚が外国人ということも、もはや珍しくない。そ
うよね、わが子の同級生にもいたし、お世話になっ
た介護職員さんもそうだった。買い物中に知らない
言語を耳にして「外国の人だ」と気付く機会も増え
た。呉もグローバル化してるんだよね。
ちょっと前までは「国際化社会」と言われていて、
一部のエリートさんだけが、がんばって国家間をつ
ないでいたにすぎない。国際化なんて実感は日常的
にはなく、ほぼ他人事だった。
でも今は、Facebook で外国から友達申請が来る
時代。(まっ、海外の言語が全く解らない私の場合はイタズ
ラですけどね！ぷぷぷ…。) グローバル社会では、もは

や国境はなく、これだけ個人間で膨大なやり取りが
されるようになると共通の基準が必要になる。
アジアに焦点を当ててみる。日本はヨ―ロッパを
中心に考えると東の端、極東に位置する。極東アジ
アと呼ばれるってどうなの？と、アジアの人は思う
だろう。それこそグローバルな新しい基準が要るか
もね。
東アジアは、
①言語の元は漢字 (ベトナム語は漢字そのものを使わ
ないけど、漢字が由来となっている)

②儒教の教えが根付く
③お米を食べる食文化
が共通点。人口 3 億 5 千万人の中国があり、世界で
最も使われている言語は中国語だ。中国語は全く解
らない私も、漢字を見れば何となくの意味はわかる
気がする。これはラッキー…それだけぼんやりでも
意志疎通できる相手が多いってことだもんね。
グローバルな人材になるには、お互いの違いを認
め会う事が大切って話だったが、言うは容易く行う
は…。でも、ベトナムの現地研修の写真を見ながら、
日々の生活の中でも、旅行に行く時のように、その
違いを見つけ認め面白がれたら、けっこう楽しいん
じゃないかな？って感じた。「面白がれる力」って
案外大切だな～って改めて思ったおとな塾だった。
(山本さなえ)

能から学ぶコミュニケーション術
～間の取り方のワークショップ～
講師：丸町年和さん
（画家・申楽能の舞手 ）
【 日 時 】7 月 18 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)

【日時】7 月 6 日(木)13:00～15:00
【会場】呉市生涯学習センター(旧つばき会館)
【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。
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今回は、みんなの好きなもの～お気に入り～を持ち寄
ろうって企画。前回、仕事をテーマにしたところ大盛り上
がりだったので、他にも、もっとみんなのこと知りたいね、
ってことで、しゃべりました～。
まずは、嵐のファン歴 10 年以上の人から！ 去年のドー
ムツアーは札幌まで行ったとか(>_<) その DVD。素手で
いいの！？ とビクビクしながら触り、中のパンフも見せても
らった！ ジャケットがオシャレ！ ＢＧＭがわりに女子会の間
ずっと再生してたけど、これ、ライブ行きたくなるね！ステ
ージで歌って踊る姿は、ファンじゃなくてもカッコイイって
思う！ DVD、CD、それぞれ初回限定版、通常版、とほぼ
全部持ってるということは…部屋どうなってるの！？(笑)
ペンライトもツアーごと新しくなるらしい！ 会場の IC チッ
プ読んだら、曲に合わせてプログラムされた色に自動で
変わるんだって！ 客席の光も込みの演出って、ハイテク！！
近々車を買い替えるという人は、車のタコメーターにず
ーっとはめてた Suzy’s Zoｏのぬいぐるみがお気に入り。後
部座席には、洋服が着せ替えれるダッフィーを乗せてて、
季節ごとに衣替えするんだって♪ もちろん、新しい車が
きたら、その子たちもお引越し！ 他にも、かなり投資して
集めたアクセや、皮カバン、ネイル、お気に入りいっぱい
あるらしい！ ハマれるものが多いっていいなぁ～(*’▽’)
ジグソーパズルをついついやっちゃうって人は、光って
見えるパズルを持参。やっては崩してやっては崩して～
と何度もやりたくなるので、糊づけはしない派。最初にピ
ースを全部だして、端、色ごと、って仕分けてから始める
んだって！何時間でも集中できるそう！
紙芝居にハマっている人は、ミニ紙芝居。この小さいサ
イズのフレームが可愛い！でも 1 ページ紛失中らしく、見つ
かるといいね！
心を満たすもののことをしゃべってる時って、いい顔。嵐
の話題から、みんなの部屋の中見たいねって盛り上がっ
たから、お宅拝見回もやりたいね！(笑)
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次回 7 月 12 日(水)
女子なら誰でも参加 OK。気軽に申し込んでね！

毎回、酒蔵から想いの塊を書き出してゆく、水龍
のお蔵出し。今回も宜しくお願いいたします。
蔵元としては「御中元商戦」が始まる季節で、バ
タバタして参りました。
話は少し戻りまして、GW の少し前。人生初の帯
状疱疹という病になりました。痛い＆辛いとは聞い
ていましたが、なるほど これはスゴイ！と、感心
してしまうほどでした。
何と言っても神経が患部。たまったものではあり
ません。私の場合、脇の下から胴巻きに半周ぐるっ
と痣のように腫れました(肋間神経部分)。身体の内側
から、無数の剣山で刺されるような痛みが延々続き
ます。加えて酷い頭痛を伴いました。
現在は、投薬治療だけですむので、通院の負担は
無いですが、大きな薬を 1 日 3 回、1 週間飲み続け
ます。それでも痛みは 1 ヶ月以上続きました。
現在、ようやく痛みが弱まってきて“低周波治療器

6 月、入院しました！病気では初めてです。50 歳
を手前に病気入院初体験!! 某病院のぷちレポ－ト
を書いてみましたっ！
①入院生活初日
「術後は湯船に浸かれませんよ。ゆっくり入って
下さい。」との看護師さんのお言葉に明るいうちか
らお風呂。体を洗っていざ浴槽へ入ると、えっ、ま
さかの水風呂っ!! 病院では、朝一番に湯を張ってか
らは追い炊きも入れ替えもないそうだ。湯船に浸か
りたい時は遠慮せず…、一番風呂がおススメです。
②手術当日
あさイチの手術室はとっても活気があった。ピン
ク or 青の術服に身を包んだお医者さんと看護師さ
んがテキパキと動いている。まるでどこかの市場の
よう。患者の私は腕のバーコードでピッと身元確認
され、それぞれの手術室に仕分けされ…。もう脳内
は“ドナドナ”が永遠に流れていた…。普段なかな
か見られない手術室。でも余裕がなくて、
「SF 映画
の宇宙船の中っぽいな。」位の記憶しか残んなかっ
た。残念っ!!

の強さ「中」”くらいの痛
みが、若干残っています。
私が闘病期間をどうにか
明るくやり過ごせたの
は、変わらず元気いっぱ
いの子どもたちが いて
くれたからでした。子ど
もたちなりに、いろいろ
気を使い、励ましてくれ
ました。最初は「大人が子どもに励まされ、気をつ
かわれて照れくさい、ミットモナイ」なんて思って
いました。ですが、痛みがピークで眠れない夜が続
き、心が折れた時。
大人とか 親とかいう立場をそっちのけで、子ら
の優しさに素直に甘えてみた。
いつの間にか笑って苦悶のトンネルを乗り切っ
ていました。
年齢や立場に関係なく、人は人をいたわり、手を
差し伸べます。目をつむらず、意地を張らず、とき
には すがって、受け入れることで、信頼関係が生
まれます。子どもの存在が、人として大きく感じる
瞬間を“成長”と呼ぶのかもしれません。

③術後
術後、念のために用意されていた酸素マスク。若
いナースちゃんがねじを回し間違え、シュッと酸素
が漏れた瞬間「あっやべぇ、死ぬわ…。
」とひと言(注
死にません！) 思わず出ちゃったんだろうけど、
「そ
れ、絶対言っちゃダメでしょっ！」とボーっとしな
がらも心の中で突っ込んでしまった(笑)
④入院生活後半
大部屋に移ると自然と他の患者さんの様子も分
かってくる。よく聞いたのは、「家に帰っても世話
をしてくれる身寄りがいない。
」という話。
「子ども
は遠く親戚は疎遠」という人が多い。同年代の人は、
「独身で母親と 2 人暮らし。母が死んでしまうと一
人も身寄りがない。」そうだ。もう看護介護は家族
単位では賄えないと実感する。日頃からとにかく人
との縁を大事にしなければ…。元気な時には気付か
ない事を漏れ聞こえてくる声から教えてもらった。
(山本さなえ)
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6 月 11 日(日)
呉市野外活動センター
参加者：131 人

今回は「子どもの社会参画」というこ
とで小中学生のスタッフ YDK と一緒に
3 月から企画・準備した。まさに子ども
の出番！不手際もたくさんあったが、そ
の分参加者のみなさんとも一緒に作る
キャンプになったと思う。心配だった天
気も回復、大きなケガもなく、1 日楽し
く過ごすことができた。多くの人と関わ
り合えたことに心より感謝！！(くぼ)

一般の参加者が集まる前、「みんなが楽しく過ご
せるようにする」と YDK で目標を確認して、スタ
ートした。始まりの会では、司会の子どもが大勢を
前に元気よく息ぴったり。私がしゃべる時、気を利
かせて資料を持ってくれたけど、裏にカンペが(汗)
今回は班行動。YDK が班番号カードを持ち「2 班
集まれ～」と声を出し、自己紹介をし、作業の説明
をした！みんなやるじゃん！
かまどには人が群がっていて、お父さん達が張り
切って薪をガンガン割っている。そこにしゃがんで
いた YDK 男子 2 人。下見の時は距離があったのに、
嬉しそうにくっついてかまど仲間になっていたの
を見たぞ～。
「班の人が困ってないかみてや」と 1 人に声をかけ

たら「顔がわからん」と。そっか、この大人数で 1
度しか顔合わせしていないけん、覚えれんよね。も
ったいなかった～。それでも、YDK は参加者に声
をかけたり、案内したりしていたそうだ。
カレーができると、事前に作っていた豚と牛のお
面をかぶってみんなの皿に注いだ。
おいしく食べて片付けたら、レク。朝「どーする
ん」と不安がっていた担当の子も難なく“じゃんけ
ん列車”を仕切った。私は“言葉の宝さがし”を説
明したが上手くしゃべれなかった。それでも各班で
宝を集め、とびっきりのいい顔で発表してくれた。
今回、みなさんに、次にどう動くのかを伝えきれ
なかった。何すればいいかわからんのは不安よね。
「みんなが楽しく…」は次も課題だわ。(上田実穂)
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何もかも初めてで「楽しかったー！」で終わった
去年。けど今年は、もっとできたんじゃないかとモ
ヤモヤ…。帰りの車の中、YDK スタッフをした娘 2
人と大反省会。班での活動も楽しかったそうだが、
「薪割りできんかった。次はかまどやりたい‼」と
妹が言うと「うちは司会かな」と姉。思わず「母さ
んはもう 1 回デイキャンプしたいわ」と言ったら、
「うちもー！」…あれ、次のデイキャンプに向けて
になってる(笑) YDK は“やれる・できる・こんど
も！”に変わっていた。
前日の買い出しは、去年の記憶があるからか、ス
ムーズだった。子どもたちとカートを 4 つ走らせ
次々と食材をかごの中へ。みんなに行き渡るように
とか、喜んでくれるかな、とか、去年と比べて子ど
もたちの意識が変化していて、成長を感じた。あと
はフルーツポンチの缶詰…あれ？みかんと桃がプ
ルタブだ！去年、缶切りにはまり、底も開けちゃう
子続出だったのに！楽しみが激減しちゃう！よそ
の店で、見つけた！缶切り使えるやつ！売り場の桃
缶を買い占めたのでした。
当日、真剣に缶切りしていた子どの姿に、ほくそ
笑む私。お父さんお母さんが手取り足取り教えた
り、見て真似てみたりして、子どもも大人も“でき

た”があちこちに見えた。
子どもたちの目覚ましい成長っぷりには足元に
も及ばないが、スタッフを続けていくことで私の
“できた”も少しずつ増やしていきたい。
(栄井友紀子)

薪割・火おこし・飯炊きに飯盒の底磨き！「やっ
たことない！」「昔やった～」と楽しそうな大人。
大人が面白そうにしてると、子どももやりたくな
る。やりたい！という声を今回もあちこちで聞い
すす
た。煤で真っ黒だった鍋をピカピカに磨きあげて誇
らしげな顔。「この子、去年もやったんよ」とお母
さん。使い慣れない缶切りで、やっと開けられた時
の喜びの顏！
人と話すのが苦手な子がいる。オール電化で火を
見たことがない子も増えている。便利すぎる世の中
で、人の出番・子どもの出番が減った。出番が減り、
結果何もできない子にならないよう、敢えて機会を
作っていかなければ、と思う。だから子どもたちの
「やりたい！」気持ちを大事にしたい。(くぼ)
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夏といえば星空映画！YYY のことは知らなくても夏休みの小学校の校庭で
の星空映画会は知っている人がたくさんいます。
「あぁ、あれね！小さい頃行っ
た行った！」若い人たちも「昔観たことがある」と言ってくれます。今月号は
YYY になって 14 年の作品を、振り返ってみました。14 年間で、38,000 人の
呉の子どもたちが参加しています。

映画は校庭での上映です。映画
『放課後ミッドナイターズ』って
知っていますか？(3 人の女の子
が夜の理科室でハチャメチャや
っちゃうアニメ映画) 夜の学校
ってドキドキワクワク！暗くて
怖いけど行ってみたい場所です
よね。大画面に映し出される映画
は印象的！TV や DVD では味わ
えない醍醐味です。友だちはもち
ろん近所のおじさんおばさんに
出会うチャンスです。

最初はお母さんと一
緒についてきて、頼ま
れたから手伝っていた
けれど、何回かやるう
ちに、普段触ることの
ないスクリーンや機材
に興味がわきおもしろ
かった。

もぎりを担当していた小学生、
当時はウロウロして地域担当の
お母さんによく叱られてました
が、今では YYY の高校生理事と
してがんばっています。
-8-

毎年、ほぼ同じ学校で実施していますが、時々ト
ラブルが発生します。フィルムが届かないので他の
映画で待ってもらったり、突然の雨にグランドから
体育館に移動したり。教頭先生から預かっていた校
門の鍵が合わなくて閉められない等、その時はヒヤ
ヒヤ！ドキドキしたけれど、今ではそれもなつかし
い思い出です。

ある年の明立小では、上映開始前の明るい時間
に、子ども会かな？ゆかた姿でゴザをひいてお弁当
を食べている姿を目撃！こんな楽しみ方もあるん
だと感心しました。夏の子ども会行事として取り組
んでもらったりして、色々な楽しみ方をしてもらっ
てます。
毎年恒例、両城小では綿菓子、ポップコーンの屋
台が出ます。地域のコミュニティの場としての役割
も担っているのです。

毎年作品選びに悩みます。内容はもちろん、日没から 9 時
くらいという時間制限もあり、話題になった映画をネットで
検索したり、おもしろそうな作品の DVD を観たりしていま
す。一番の決め手は『観終わった後にすっきりとした気持ち
で家に帰れることです。』…いい夢みろよを通り越して、楽
しい気分で朝をむかえてほしいのです。
今年、15 年目の作品は『アングリーバード』！夏の夜風に
吹かれながらシートに座って観る映画！楽しい時間になる
と思います。小学生の参加はもちろん、小さいお友だちも。
大人だけの参加も大歓迎です。
(鑑賞部長 福田)
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広島を飛び出して 2 年目になりました。徳島県の
大学に通っています、後藤遼太郎です。今日は 5 月
に行われた徳島大学五月祭についてお話ししたい
と思います！
僕は去年 4 月から大学祭を運営するサークルに入
っています。2 年生になったということもあり、五
月祭でのステージ企画の責任者をすることになり
ました。今年のテーマは……「楽しいことがまけま
けいっぱい」！！“まけまけいっぱい”とは徳島の
方言で、器からあふれそうなほど水が入っている状
態のことを言うようです。
実際、ステージは楽しいことがまけまけいっぱい
でした。メインイベントのファッションコンテス
ト、模擬店の宣伝時間を賭けてイントロクイズを行
う企画など、例年よりもすごく盛り上がりました！
僕はというと司会や裏方でバタバタしてましたが、

ステージでずっとお気に入りの曲を流していたの
でテンションは上がりっぱなし。責任者だったから
できたことですね（笑）
一番大変だったのがファッションコンテストの
出場者集めでした。なかなかビラを受け取ってもら
えなかったり、参加が決まった出場者からキャンセ
ルを食らったり…。それでも同じサークルの仲間や
サークル外の友達の協力を受けて、なんとか本番を
迎えることができたことは本当にうれしかったで
す。人間的にも一皮むけたかも！！
11 月には大学祭が待っています。五月祭よりも催
し物が増えるのでもっと大変になることは間違い
ないですが、なんだかちょっとワクワクしてる自分
がいます。今年の徳島大学の大学祭は去年までとは
一味違う形になると思うので楽しみにしていてく
ださいね！それでは( ^_^)/~~~

6 月 9 日、快晴の下、運動会がありました！私に
とって最後の運動会でした。
私の学校は学年対抗の運動会で、ほとんど毎年 3
年生が勝つのですが、なんと残念なことに 2 年生に
負けてしまいました(T-T)とても残念ですが、本当に
楽しかったのでいいことにします。自分自身も最後
の運動会ということで、勝ち負けよりも 3 年間で 1
番楽しい運動会になればいいかな？と思っていた
ので。運動会は幼稚園の頃から今まで毎年ある行事
だったけど大学生になったら無くなってしまいま
す。私は運動が苦手なので嬉しいような寂しいよう
な…、不思議な感じです笑
今年は私は玉入れと長縄と 3 年生全員のフォーク
ダンスに参加しました。玉入れと長縄は高校 3 年間
毎年参加しました。毎年玉入れの籠の高さに驚きま
す笑 長縄は思ったよりきつくて運動不足を思い知
らされました笑 フォークダンスはクラスごとにお

揃いのリボンとネクタイを作って、それをつけて踊
ります。そのリボンを久しぶりに自分で縫って作り
ました。思いのほか楽しくて時間があったら裁縫を
したいなぁと思っています。 後輩に踊っているの
を見られるのは恥ずかしかったですが、絶対このメ
ンバーで踊ることはこれから先ないだろうと思う
とやってよかったなと思いました。と、こんな感じ
で最後の運動会を終えました。いろんな意味でとて
もインパクトの強い運動会でした。
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空＠空☆ガ。の

年明け、人生初の PTA コーラスの発表会を聞き
に行った私(164 号参照)ですが、幼稚園のママ友と
のご縁で、今年度、小学校の PTA コーラスのピア
ノ伴奏をやることになりました。
春、小学生の兄弟がいるママ友から連絡が。「今
年度、PTA 文化部の部長になっちゃった！(笑)」ま
だうちには小学生がいないので、新聞やらネットや
らで話題の PTA 活動はまったく実感がないんだけ
ど、部長って大変なんかな？と思ったわけです。よ
く聞いてみたら、そこの学校の文化部は、メインで
やることがコーラスとのこと。そしたら「まゆちゃ
んち、ピアノあったよね？伴奏頼んでいい？」とご
指名いただいたのでした(笑) どこの学校もどうや
ら、伴走や指揮、合唱指導をする人を探すのが大変
だそう。てっきり音楽の先生がやるのかと思ってま
したが、先生はどうも最後の手段らしい。なるべく
自分らで探すんだって。学校の先生、忙しそうだも
んね(^-^; わが子のピアノの先生にお願いするケー
スも多いそうですが、練習日程を合わせるのが難し
かったり、先生に頼みにくい…とかもあったり、難
航するそうです。
というわけで関わることになり、一緒に曲選び。
1 校あたり、持ち時間が 8 分。出入り 3 分ぐらい、

5 分程度で歌を構成するんだって。このたび、部長
になったその人は、歌いたい歌があったらしい。
「去
年は平部員だったのよ。でも自分がやりたい曲があ
ったから、今年は部長に手挙げたんよ～」と。
なるほど！やりたいことやろうと思ったら、テッ
ペンになるのが早いじゃんね(笑) 劇団立ち上げた
ときのことを思い出しました。自分のやりたい本を

やりたい演出で作りたいけん、劇団つくる、って言
いよったわ。そろそろ公演もやりたいな～。
そうとなれば楽譜探し。構成がちょうどいいやつ
あるんかなって思ってたけど、今はネットで楽譜も
ダウンロードできるのね！しかもコンビニのコピ
ー機で。やってみたら簡単すぎて、調子に乗って星
野源の「恋」とかダウンロードしちゃったよ(現在家
でひそかに練習中笑)。他校が以前歌ったコーラス動画
も Youtube に載ってるし、パートごとの音源と楽譜
がセットで買える専用サイトもあったりで、便利
～。何事も勉強になるわ～(笑)

曲決めは、メイン(？)の数人でしたのですが、オ
ール英詞の歌ってこともあり、難しいんじゃない、
って声もありました。そこは勢いで「これでいこ！」
と言い切り(笑) メロディーが割と簡単だったし、映
画の曲で、誰でも聞いたことあったので、希望の曲
で落ち着きました。文化部全体の本チャンの練習は
夏休み明けから。なんだけど、みんなに納得して歌
ってもらうために、歌ってみたらこんな感じよ、っ
てアピールするために今はメインの人たちで練習
中。私も週 1 の練習に参加。音楽室のグランドピア
ノ触れるだけでなんか得した気分だわ(笑)
つい先日、子育て系サイトで「ママ友って必要？」
という記事があがってました。PTA もママ友も賛否
両論あるけど、やりたいことがあって、一緒にやれ
る人がおるっていうのは、日々が楽しくなる気がし
ます。私は、今おもしろい人といっぱい出会えてて、
母同士で遊んだりもできてるから、おってよかった
なママ友、と思えてます。こういう出会いがあるな
ら、PTA もやっていいかなって思えるね！来年は坊
ちゃまが小学生。ちょっと楽しみだったり♪
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げたらキリがないほどドキッとすることが多いで
す!!でも、｢ぼくら｣の強い団結力と行動力で、ピン
チを脱出します。するどいアイデアと並外れた観察
力に、私はすごい！と思いました。
怪盗たちを捕まえられるのか??そして、盗まれた
お宝は取り返せるのか??読みはじめると、止まらな
くなると思います！
『ぼくら』シリーズは、現在 36 巻まで刊行され
ていて、さらに『新･ぼくらシリーズ』というのも

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。

こんにちは！ちかちかです。毎日暑いですが、体
調を崩していませんか？今回は、夏らしい冒険の物
語を紹介します。大人気『ぼくら』シリーズの第 10
巻、
『ぼくらの怪盗戦争』作者は宗田理さんです♪
夏休み、英治を初めとする 16 人は、幽霊船が出
るという死の島でキャンプをすることに!?そこで洞
窟を発見｡中に入ると国際的怪盗団、ピンクチータ
ーに出くわす。なんと、ピンクチーターの船こそが、
幽霊船の正体だったのだ!!久美子たちがピンクチー
ターに捕まってしまって…怪盗たちとの大戦争の
始まり!!
この本は、本当にスリル満点です。何度も拳銃
で撃たれそうになるし、仲間が人質にされるし…挙

あります。超人気シリ
ーズなので、知ってい
る人も多いと思いま
す！シリーズもので
すが、一応どの巻から
読んでも大丈夫だと
思います。ちなみに、
1 巻は、映画にもなっ
た『ぼくらの七日間戦
争』です♪
どの本もとっても
おもしろいので、ぜひ
読んでみてください!!

バスではるばる山口県山口市へ！住まいの夢工
場は、人生の一大イベントである家づくりについ
て、耐震や防犯の設備などを実際に体験しながら学
ぶところ。
その日は見学者がなんと 400 人！20 以上の班に
分かれて、各施設を入れ替わり立ち代わり。班ごと
の行動ダイヤを組む人すごいわ…(笑)
震度 7 の地震における免震システムの効果を体感
したり、泥棒に入られにくい仕組みを見たり。家 1
軒をまるごとカットした施設では、鉄骨や基礎の様
子が丸わかり。耐震の秘密を教えてもらいました！
家って高いなーと思ってましたが、見えない部分
にお金がかかってるのねと、納得。敷地内にはキッ
ズスペースもあり、チビたちは楽しく遊べたみた
い。昼食のビュッフェでは、子ども用に弁当もあっ
てウロチョロさせずに安心(^-^; 細かい配慮がたく
さんあって、楽しくすごせました！(宇都宮)

【文字数】800 字前後
【原稿料】ちょびっと
【問合せ】TEL 24-5646

＊ちなみに個人では見学できません( ;∀;) 各展示場や、HP で
バスツアーが企画されているみたいですよ！

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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