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  ９月２０日現在 
 子ども会員：１８９人 
 正 会 員： ３６人 
 参加会員：  ７人 
 賛助会員：２２８人  

３３団体 

 

 

今月は・・〇×■※ 

拡大号１６ページだよ！ 
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【日時】10月 5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。 

いよいよ秋本番。朝晩めっきり涼しくなった今日

この頃ですが、みなさんいかがお過ごしですか？秋

は短いながら過ごしやすい気候。思いっきり秋を満

喫しましょうね。＼(◎o◎)／！ 

ということで、9月のmyイベントを 2つ報告。 

 

その 1つは、ここ数年、この時期に高校生と一緒

に行っている幼稚園訪問。家庭科の授業の一環です

が、今年も生徒たちは園児にいっぱい遊んでもらっ

て、楽しそうでした。この授業における彼らのミッ

ションは、園児たちと①室内で遊ぶ ②一緒に給食

を食べる ③お外で遊ぶ ④絵本の読み語りの 4つ。

いつもは「めんどくさい！」が口癖の彼等ですが、

園児たちの誘いかけには、ニコニコしながら応えて

いました。どうやら、園児たちからの「あ・そ・ぼ！」

コールは、めんどくさいを楽しい気分に変えちゃう

魔法のようです。もちろん、上手くかかわれない生

徒もいましたが、後で感想を読ませてもらうと、そ

れなりに感じたことがたくさんあったようで、企画

したコチラとしても嬉しい気持ちになりました。 

 

もう 1つのイベントは、前号でお知らせした Kids

パラダイス。2日間でのべ 300人のおや子が参加。

YYY スタッフは準備も合わせ、とても happy な 3

日間を過ごしました。中でも昼の部、ダンボールで

ひみつ基地をつくろう！は、YYYの十八番と言って

もいいほどの企画。参加者は外れナシのくじを引い

たようなもの。面白いに決まってます(笑) 実際、小

さな子どもから大人まで思い思いにいろんな基地

をつくって、楽しんでました。見ていて気づいたこ

とがあります。それは、最初はなんとなく、人のを

まねて作っていた子が、徐々にオリジナリティーを

発揮していくこと。遊びがどんどん発展していきま

す。笑っちゃうのは、みんな囲いから作るんです。

家で言うと、塀と

か壁とかってか

んじですかね。本

能なのか刷り込

みなのかはわか

りませんが、自分

の陣地を確保す

るってことなん

でしょうね。で、

囲いがある程度

できてきたら、机

とかイスとかベ

ッドとか家具の

“住みたいまち”を考える 
呉市長選目前！ 私たちの住みたいまちって？を考え

る WSです。 

 
【 日 時 】10月 17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) 

ようなものを作るんです。さらに、テレビとか食べ

物とか…表札とか看板とか作っていた子もいまし

たよ。（詳しくは 6～9 ページを見て下さい。）とに

かく、み~んな、笑顔でした。 

 

そんな子どもたちの笑顔を観ながら、頭の中に浮

かんだのは、安倍首相の国連総会で演説。内容はみ

なさんすでにご承知のとおり、全体の 8割が北朝鮮

問題だったようで、「対話による問題解決の試みは

無に帰した」と断言、圧力強化を訴えられたのだと

か。それを耳にした時、とても怖い気持ちになりま

した。わざわざ、北朝鮮を煽るような発言をなんで

言うんじゃろ、この人は。マジでそう思いました。 

この状況下での衆院選。武力行使ではなく、みん

なが対話のテーブルに着けるようにするにはどう

したらいいのでしょう？この子たちがずーっと元

気で笑っていられる環境を守るためにも、よーく考

えて、投票に行きたいものです。(*^^)v 

 

P.S 幼稚園訪問の日、お弁当を忘れてきていた生徒

に、セブンで買

ってたお弁当を

譲ったら、こん

な可愛いお弁当

がかえってきま

した。昔話みた

いでしょ？(笑) 
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秋は月がきれいに見える季節。せっかくだから

YYY らしく!??? 名月を愛でながらお茶会しよ！と

いうことで、9 月のおとな塾は優雅にお茶を楽しん

だ(笑) 講師は、毎回おとな塾にご夫婦で仲良く参加

してくださる山崎宗和さん。 

この日はあいにくの雨。でもお部屋には月のタペ

ストリー、秋の茶花、色紙、受付には有志でアレン

ジメントフラワーが飾られバッチリ秋を演出。お茶

のお道具も菊をあしらった茶碗、中には呉市制 100

周年を記念しての入船山記念館が描かれた物も…。

(この茶碗、ちょっと洋風な挿絵でとってもかわいい♡) 

ちょっと緊張気味の山崎さん、話すよりも早速、

いっぷくたててくださった。参加者の中には茶道を

学んだことのある人が結構いて(そういう年代なのか

な)「そうそう、そんなんやってたよね。」「忘れたね

ぇ～。」とお点前を思い出す人も。 

菊の花に見立てたお茶菓子をいただき、作法は二

の次でおいしいお茶をいただく。抹茶ってこんな機

会がないと飲めないもんね。ほろ苦さがおいしい！ 

今回はお薄をいただい

たが、お茶はお濃用を

使っているとの事。そ

こからお濃も飲んでみ

たい!と急遽お濃の部

へ。(茶会では最初にお濃

をいただき、次にお薄を頂

くのが定番なんだって。)  

9 月 14 日 参加者 4 名 

お濃は、みんなでひとつの茶碗を回しちょっとず

ついただくもの。ここで自分が飲んで次の人に茶碗

を渡す時の茶碗の拭き方をピンポイントで伝授し

ていただく。「エッ、どうなん?こうするん？」とわ

ちゃわちゃ話しながら、あちこちで笑い声が…。 

その後は、自分でお点前をして飲んだり、お茶の

道具を見せて頂いたり、最初の緊張感はどこへや

ら、あっという間に YYY らしくにぎやかでざっく

ばらんなお茶会に。お月見の事はすっかり頭になか

ったけど(笑) 秋の夜長を楽しんだおとな塾だった。 

        (山本さなえ) 

秋と言えば、祭り。私の住む焼山でも 8 月末から

子どもらが練習する笛の音が聞こえてくる。わが子

たちも小学生の頃から高校まで、笛やヤブで参加し

てきた。子どもを引きつける祭りの魅力を言葉にし

てみようと思いテーマにした。 

 子ども達に参加の理由を聞くと、それぞれ「地域

のみんながやってるから、自分もやるもんだと思っ

た」「お兄ちゃんお姉ちゃんの法被姿や、ヤブに憧れ

たから」「太鼓や横笛、普段触れないものだから新鮮

で、できたら嬉しい!」「[夜の練習]も何だかかっこい

いしワクワクした」「年に 1 度、人が集まってひとつ

の祭りを作ることにワクワクした」と言う。 

子どもの頃から笛や太鼓の音が聞こえ始めるとワ

クワクして秋を感じ、魂を揺さぶられてきた人も。

近所で練習する子ども達の笛の音が、日に日に澄ん

でゆくことに感動するのだとか。 

長野出身の参加者は、子ども時代に行っていた母

方の故郷の祭りが、そのままの形で存続していると、

ネット画像を披露してくれた。 

笛や踊りで参加していた子らが青年となり、今度

は子ども等の練習に付き合ったり、準備を手伝う側

にまわる。そうやって色んな世代がそれぞれの役割

を担いながら続いていく。みんなお祭り大好き！！

普段会えない人とも出会えるそう。(立間) 
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次回 10月 4日(水)お月見女子会 

女子なら誰でも参加 OK。気軽に申し込んでね！ 

8月 26日(土)江田島市で 3回目となる星空映画会

を開催しました。今年は、場所を江田島小学校に移

しました。場所が変わることで準備段階での心配が

ありましたが、去年までの様子を江田島小の先生に

伝えることでスムーズに進めることが出来ました。 

1 回目より 2 回目と、回を重ねるごとに認知度も

高くなってきて「あー、星空映画会ね！」と言って

いただけることが増え、継続することに意味がある

んだなぁと感じています。やはり“夜の小学校で開

催する映画”という所にインパクトがあるよう。 

さて、今年の映画会はというと、目標としていた

200人を達成することは出来ませんでしたが、確か

な手ごたえを感じる回となりました。というのも、

今回は地域のおじさま方や趣味サークルの皆さん、

県立広島大学の同好会“江田島市応援プロジェクト

YELL”など、たくさんの方が協力して下さり、地

域と一緒に開催出来たように思います。例年通り、

パン屋さんも出店して下さり、今までのつながりと

新しいつながりとが融合した会となりました。 

特に、地域のおじさま方は「江田島の子どもらに

本物の味を食わしちゃる！」と、破格の値段でこだ

わり素材の“フランクフルト”と“じゃがバター”

を販売して下さいました。その気持ちが本当にあり

がたく心強く感じました。 

来年に向けて、課題とやりたいこととが見つか

り、次回がとても楽しみです。(府川 渚) 

 7 月にお気に入り紹介という企画をしたときに、私は好
きなアイドルグッズを紹介しました。その時にグッズの量
がたくさんあるという話をしたら、部屋はどんな感じにな
ってるのかという話題になり、「みんなのおうちを見せて」
という企画になったのが今回。 
 まずは間取りがどうなっているか紙に書いてみました。
間取りを書くことがないので、配置の縮尺を考えるのに
四苦八苦しました。 
 図を見ながら話を聞くことで、実際にお宅訪問した気

分になれました。自分の部屋には母の化粧台・タンスが
あり、こんなのあるのは今時自分家ぐらいだと思っていた
ら、もう一人お母さんから受け継いだ化粧台がある人が
いて、普通だったら知ることのなかった共通点が分かっ
て面白かったです。（実央） 
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アンディ先生の公演は、2002 年、2010 年と今年で 3 回目。昼間に遊んだ

ダンボールのオブジェたちが、会場を賑やに盛り上げ、ダンボールのアーチ

をくぐってお客さんたちは入ってきた。「アンディ先生!!」とみんなで呼んで、

マジック教室の始まり始まり～♬ 新聞紙を破ってたたんで燃やしたのに、広

げたら元に戻ってたり、口からピンポン球が次々と…定番だけれど、拍手も

忘れるくらいに「おぉ～」って感じ!! 私が一番「凄い!!」って思ったのは、

スケッチブックに書いたボウリングのボールの絵がホンモノになって、出て

きてたマジック「あれだけ大きい玉をどうやって隠しとん!! 凄すぎる!!」舞

台からアンディ先生はボールを持って降りて、触らせてくれた。「わー本

物！」と子どもたちは、もう釘付け♥ 

アンコールでは、会場全員でスプーン曲げ。「曲がった～‼ 見てぇ～‼」っ

て子が沢山。曲がらなかった人もいたみたいだけど…(笑) 公演後、サインが

欲しいと子どもたちが殺到‼ 汗だくのアンディ先生だったが、快く応じて

くださった。 帰り際「今日はいっぱい楽しませてもらい、ありがとうまし

た。大満足です。」といった声も聴かれた。ステージの最後に「こういった

公演を続ける団体は、近年少なくなっています。手品に限らず、このような

公演があれば是非観にいらしてくださいね。」とのアンディ先生の言葉に、

「ブラーボー！これからも頑張らなくちゃね」と、思った。 (鑑賞部 岡本) 

マジックを教えてもら

うコーナーも。思い込みと

錯覚を利用する。ティッシ

ュが消えてなくなる！小1

の女の子、帰って「私、手

品できるのよぉ」と得意そ

うにやっていたそう。タネ

ばればれだったとか(笑) 

私も忘年会でやってみよ

うかな。手順・話の持って

行き方ポイントは習った

ぞ！視線のそらし方がマ

ジックの極意らしい。さり

げなくって難しい…練習

しなきゃ!! 

子どもたちも巻き込む。みんな選んで欲しくて、必死に手を上げていた。

収拾つかないかと思ったけど、さすがアンディ先生、うまくこなし、1 人ず

つ一緒にマジックをした。舞台に上がり凛とした顔の子もいれば、少し恥ず

かしそうな子もいたけれど、降りる時は嬉しそうな笑顔で満足気だった。 

マジック教室すごかった。教わっ

たことを学校ですると、友達か

ら『は？』と言われた。（中学生） 
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ダンボールで思いっきり遊んだ『Kids・パラダイス ２DAYS』時間もない！金もない！プログラムもない！

あるのは 2ｔトラックいっぱいのダンボールと YYY15年間の活動経験！ 

そして何より「みんなで楽しいことした～～～い！」っていう気持ちです。 

もちろん大量の段ボールを前に戸惑った子もい

ました。悩んで悩んでなかなか遊びだせなかったけ

れど、周りの子が大作を作っている姿から影響を受

け、最後はステンドグラスの付いたおしゃれな自分

の家を完成！この子のすごい所は、どうすればいい

か分からなくなった時に、近くのおとなに「一緒に

作ってください。」と自分から声をかけた事！そし

てそれにきちんと応じてくれるおとなに出会えた

この経験が、今後の生きる力になっていきます。お

となと子ども、同じ土俵に立って楽しい！を共有す

ると「待ってね。」「後でね。」「自分でやんなさい。」

は自然と少なくなっています。笑顔が生まれ優しく

なれます。「遊び」に助けられ“なりたい自分”に

なれます。子どもだけでなくむしろおとなが、もっ

ともっと遊び込むべきなのかもしれませんね。 

(実行委員 Y) 
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段ボール工作が大好きな私、始まる前からテンション↑↑ドキド

キワクワク♪でした！こんな大量の段ボールで遊ぶことないです

よね！ 

子どもたちには「好きに使っていいよ」「好きなん作っていいよ」

っていうのが嬉しい☆ そうなると、自由自在の段ボール、こども

たちの想像力(創造力)は、どうにも止まらない～♪「あーしんさい

こーしんさい」言わんでも、どんどん作り始め、作品は展開してい

き、途中何か困っても、「どうしたらええかねぇ？」と言うと「そ

うだ！」ともう手は動いてる☆ 作って遊んで遊んで作って、しっ

かり遊んでました。 

何時間も遊びまくれる子どもたちのパワーに脱帽！そして、何よ

り、私が楽しかった！！段ボール遊び最高☆☆☆  (スタッフ G) 
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   前日は、これまで関わった

新旧さまざまな人たちが力を

貸してくれた！雨の中トラッ

クでダンボールを搬入。なに

もなかった会場に、作品が生

まれていく。「久々にこんなに

楽しかった」と準備を楽しん

でくれた人も！ご協力ありが

とうございました！ 

あのプラネタリウムは 

ここから出来上がった！ 

今回 family でスタッフ参加の我家。小 4 の息子に感

想を聞くと「ちっちゃい子と遊ぶのが楽しかった」

と。「トンネル作るのにね、ちっちゃい子がわけわから

んこと言うんよ。言われたように一緒に作ってみた

ら、ものすっごいの出来て面白かった！同級生くら

いの子と作ったら、普通のが出来た笑」なるほど。確

かに、中学生から幼児まで作ったり壊したりしながら

よく遊んでいました。お兄さんに憧れて色んなこと

にチャレンジする。それを温かく見守るお兄さん達。

ここにくれば、自然と人との関わり方が身に付くん

だなぁと実感しました。（大人スタッフ F） 

はじめ、何をしたらええん？と戸惑っていた子やトンネ

ルくぐりを怖がっていた小さい子が、時間が経つにつ

れ目がキラキラしてきて、身体中で遊んでる。そんな

姿を見られて私も楽しい気持ちをいっぱい詰め込む

ことができました。(大人スタッフＭ) 
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「時間・空間・仲間」の 3つの間があれば、現在(いま)の子どもも、昔子どもだったおとなも一緒になって、

笑って・しゃべって、いっぱーい遊べることを実感した 2日間でした！  

☆Special Thanks☆ 

ダンボール提供：株式会社こっこー/会場協力：ビューポートくれホテル/参加・協力してくれた皆様☆ 

Kids・パラダイスを終えて 

私は“ひみつ基地の 3 つのオキテ”を担当。3つのルールの頭文字が合言葉に

なっていて、「再入場の時には合言葉を言ってね」と入口で伝えました。ちなみ

に、合言葉は“ひみつ”笑。聞いた瞬間の子ども達の顔が可愛すぎ!!でした。再

入場の際に子ども達が言ってくれたのはもちろんですが、お父さん達もハニカミ

ながら言って下さり…笑。随分、入口で楽しませて頂きました。入場時に顔を合

わせて話が出来たため、その後の関わりがスムーズだったように感じました。子

ども達とのやりとりの中で、多くの学びがありました。(実行委員 F) 

ダンボールで物を

つくるなんて、子

どもっぽいなーと

思ってけど、やって

みると楽しかった。

小さい子どもと関

わることができて

良かった。 

（中学生スタッフ） 

最初「サッカーボールをつくっ

て」と言われた時、「大変そう

だな」と思ったけれど、やって

いるうちにドンドンはまってい

きました。完成した時の達成感

はめっちゃ大きかったです。ま

たやる機会があったら、もっと

完成度の高いものを作りたい

です。（中学生スタッフ） 

思い思いに工作をしているの姿を見て思ったことは

「ルールを守って後は自由に」というところが全員

が楽しそうにしていたポイントだなと思いました。参

加していたヒナコちゃんとその友達とずっと一緒に

遊んでいたのですが、周りの子のやっていることを

見て真似したり、想像力を膨らませながら遊んでい

たので、学びもできる遊びだとも思いました。色マ

ーカーや色付きテープを使いたい子が、結構いた

ので、もっとあったら皆が想像しているものがもっと

忠実に作れたのかなと思いました！今回参加して、

私も色々学べて楽しかったです！機会がある時は、

是非フルタイム参加したいです。(高校生スタッフ) 
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9月 10日(日)参加者 88人 

呉市野外活動センター 

(つつじヶ丘キャンプ場) 

子どもたちはメッチャやる気だった。「かまどやり

たい人集まれ～」「カレー作る人～」「お米とぐ人～」

実行委員の呼びかけに跳ねるように集まっていく。

ひとつ終わるとまた次…次。お父さんお母さんは手

伝ったり見守ったり。我が子がニンジン切る姿にヒ

ヤヒヤ。隣の大人のちょっとしたアドバイスを聞い

て、「そういうふうに言えばいいんじゃ」という場面

も。薪わりは初めての子だらけ。缶切りも初めての

子がいっぱいだったけど、どんどんうまくなってい

く。「飯盒、なんで、ひっくり返すん？」「どこまで

磨くん？」。やってみたからこそ、疑問がうまれる。

そうこうしているうちに 150 食分のカレー＆デザー

トができあがり！みんなでペロリとたいらげた。 

片付けも早かった！初めて会った子同士が力を合

わせ真っ黒の大鍋を魔法の粉でピカピカに！かまど

の灰も参加の子どもたちがキレーイに片づけ。そん

な姿に大人はビックリ！  

続いて大人も子どもも大はしゃぎのレク！大人が

本気だからこそ、子どもも本気になって面白い。 

スカッと秋晴れ、風が気持ちイイ。お腹

もいっぱい。みんなの笑顔にパワーをもら

った贅沢な 1日だった～(≧▽≦) 
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たけど、おかげで電話上手になったので、それも経

験だったかな(笑) 

当日はみんなが想像以上の動きで、もうびっく

り！！笑顔もたくさん見れてほんとに「みんなが主

役☆彡」だったなぁと思います。終わった後、「楽し

かった～！また来たい‼」という声を聞いてニヤリ。 

みんなのがんばりのおかげです。私もずっと笑顔で

いることができました！本当にありがとう！！ 

(実行委員長 栄井美結/中 1) 

だいせいこうっっ！！！じゃったねぇ。今まで参

加した中で一番良かったかも…(^^♪スタッフも参

加者もみんないい顔だった～。 

準備は夏休み前から。「実行委員長、やってみる？」

って聞かれた時に「やります！」と、やりたがりが

出てしまいました(^^;) 

前回のデイキャンプでは、かまどとかうまく説明

ができなくて、「次に何をするのかわからなかった」

という声を聞いたので、今回はみんなが笑顔で主役

になれるようにってメッチャ話した。当日、かまど

チームがいい感じで丁寧に実演していたし、調理チ

ームもみんなに説明しながら仕事を振り分けてた。

参加者もみんな、真顔で集中してやってた。私は、3

人で進行係。ちょっと詰まったりしたけど、お互い

フォローしあえた。みんな一生懸命聞いてくれとる

って顔を見たらわかるけん、こっちも最後まで頑張

ろうって思えた。レクのしっぽとりはルールをどう

説明しよう？って困ってたけど、直前にルールを変

更！大人も子どもも尻尾をつけて走り回り、すっご

い楽しそうだったけん、まだ終わってないのに「も

う大成功だ」って思っちゃいました(笑) 

準備の時、連絡網がうまく回らず大変だったりし

 

 

 火がうまくつかんかった

らどうしよ、って思ってた

けど、つけれて、良かった。

かまどマスターになれた

かな(笑)（きいち/中 2） 

司会で大きな声をだすこ
とをがんばりました。前回
とちがって自分たちも楽
しめたし、みんなが楽しん
どって嬉しかった～ 
(ちか/小 6) 

小さい子、苦手だった
けど、教えてあげて安
全にできた。最後の挨
拶も緊張したけどう
まくできて良かった。
(らな/中 1) 

子ども達がしっかり準備して

くれていて感動しました！ 

(おとな) 

カレーもデザートもおい

しくて、あごが落ちた。 

とても楽しすぎて心をう

ばわれた 

(ゆうき 9才) 

カレー作りだけだと思

っていたら、レクリエーシ

ョンも盛りだくさんだっ

たし、大人も一緒にた

のしめた（おとな） 

りょうりができてたのし

かった。おうちよりみん

なでつくったほうがお

いしかった。（こども） 
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6 月デイキャンプの後、「もっとやりたかった～」

「次、何かしないの～」という声が上がり、じゃあ

秋にもう 1回やろう！ということに。 

夏休みに準備できるじゃん、と子ども実行委員会

を立ち上げ準備した。「やりたい！」という声をあ

げた子たちのパワーはさすが！自分たちでどんど

ん動く！チラシをパソコンで作り印刷、後援申請を

するために、教育委員会に行ったりもした。自分た

ちで会議の日程調整もしていた。 

「みんなが主役になって楽しむためにどうした

らいい？」と何度も話した。「前回のデイキャンプ

は班ごとだったけど、今回は参加者がやりたいこと

を自由にやれるようにしよう」「こんな仕事があり

ますよー、と大きな声で案内したり、誰でもわかる

ような図や表を作ろう」と決めた。また今回、初め

てオレンジ寒天を作ることに。すると材料を調べ、

家で試作も。事務所でも作って、みんなで食べてみ

て…よしっ。 

道具の準備や買い出しも大人と一緒にやった。 

当日、実行委員は笑顔で、自信をもって担当の仕

事をしていた。大人に「玉ねぎは？新聞は？」と聞

かれ「もうやってます」と即答。参加者の様子、他

のスタッフの動きをよく見ている。スゴイ！ちょっ

と感動。自分たちで準備してきた成果だね。 

次は 11月 23日のいもにかいだ～！(くぼ) 

11月 23日(祝) 「いもにかい」で子ども実行委員をやってみよう！という人は 

10月 13日(金)までに YYY事務所まで連絡してね。 

名前と連絡先（電話番号）を書いて FAXでも OK! 

※FAXの場合、YYY から確認の連絡をします。 

オレンジ寒天試食

…う～ん、美味しい

じゃ～ん♪ 
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秋ですね。先日、とても天気の良い日に高校最後

の文化祭がありました。私のクラスは坦々麺とアイ

スの実サイダーの食品バザーをやりました。初めは

不安でしたが、なんとか無事売ることができまし

た！2 週間前くらいからクラスのみんなで放課後に

看板を作ったり、クラス Tシャツのデザインを決め

たりするのは大変だったけど楽しかったです。ま

た、友達と他のクラスの店をまわったり、メインス

テージで披露される吹奏楽やダンス、バンドを見た

り聞いたりするのも文化祭らしくていいなと思い

ました。去年までは自分もステージで披露する側で

忙しかったので、ゆっくり観客として楽しむことが

できて良かったです。 

毎年生物部が金魚すくいをしているのですが、今

年はなんとドクターフィッシュ体験もしていたの

私は悩んだ挙句、

1970 年代にフラン

スで作られた素敵

なイヤリングを購

入してきました。東

京にはなかなか慣

れませんが、日本に

いながら異文化を

たくさん吸収でき

るのは、良いところ

かなと思います！ 

今年の夏の東京はあまり暑くならなくて、拍子抜

けしましたが…過ごしやすい季節になりましたね。 

先日、南フランスの蚤の市というものに行ってき

ました。蚤の市というのは、フランスで毎週行われ

ている古物市です。 

フランスの年代物のポストカードやアクセサリ

ー、食器や骨董品などの掘り出し物がたくさん置い

てあって、(ほんとにここは東京なのか…！？)と驚

きました！ 

そこで、一番ビ

ックリしたのが、

この写真に写る青

銅色の像→。 

みなさん、なに

か違和感を感じま

せんか？？ 

…この銅像、実

は生身の人間なん

です！！！ 

人間彫刻という大道芸をなさっている紫穂さん

という方で、各地を周りその芸を披露しているそう

です！ 

とても気さくで美人な方で、あまりの美しさにロ

ボットだと勘違いしている観客の方もたくさんい

らっしゃいました。笑 

本物の芸や文化など、自分の目で見て、触れるこ

とが出来るのは貴重な体験だと思います。みなさん

も東京に来たら、是非このような落ち着いたイベン

トにも足を運んでみてはいかがでしょうか？ 

で、やってきました！水槽に手を入れて古い角質を

食べてもらいました。くすぐったかったです。珍し

い体験ができて良かったです！ほんとに手が綺麗

になったのかは謎ですが…(笑) 
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【ゆめマート阿賀店】 

商品の品出しをしている

時に、お客様に「いもけん

ぴどこ？」と聞かれてビッ

クリ！！答えられなくて残

念だった！！ 

 仕事終わりに、店長さん

がハーゲンダッツをくれた

のでうれしかった。良い店

長さんでしたが、転勤にな

ったそうですごく残念

(泣)(P.Nもやし) 

【フレスタ】 

 スーパーだったのでずっ

と品出しとかかと思った

ら、惣菜を作るところに入

って惣菜作りをやらしても

らったり、レジ打ちをした

りできた！その他もお店の

中にはる商品のポップをか

いたり、お店の裏にある商

品の在庫を取りに行ったり

してふだん入れんところに

入れたりして意外と楽しか

った！(せいな) 

【大伸産業株式会社】 

私が職場体験した事業所は、タイヤを取り扱うお

店でした。 

はじめに、タイヤについての知識を学びました。

タイヤには、大きさや作られた年や週など、いろい

ろな表示があることを知りました。 

事業所の方のタイヤのつけかえを見て、自分にで

きるのか不安になりました。タイヤの位置を合わせ

て、足でペダルを押したり、機械をあやつることが

難しそうだと思いました。 

実際にやってみると、足のペダルを使い分けた

り、タイヤの位置を合わせるのは、難しかったけど 

タイヤがとれた時はうれしかったです。タイヤのつ

けかえができたときは、達成感を感じました。事業

所の方が助けてくださったり、教えてくださったり

したおかげで、なんとか成功しました。 

機械を使うときのポイントは、一つ一つの作業に

気をつけて、丁寧にすることだと知りました。 

【社会福祉法人の作業所】 

 僕は作業所に行ったんですけど、男が 2人

で女 4 人！！男はちょっとさびしかったで

す(笑) 僕たちの他にも、大学生の人が 4 人

いて、その内 2人が塾の先生の知り合いだっ

た！作業では施設の方に助けていただいて

仲良くはなったけど、やっぱり大学生にはか

なわないなぁ。 

休けいではUNOがはやってて 2階と 3階

でやってた。そして皆さん本当強すぎ！5日

間で 30回ぐらいしたけど、一抜け 3回ぐら

いしかできんかった。 

 ここまで楽しい話ばっかだけど、本当に楽

しかった。最初は緊張しすぎて息吸えんかっ

たけど(笑) 将来やりたい仕事とは全然ちが

ったけどいい経験になった。(P.N狂歌落) 

 夏休みの終わりごろ、市内の各所に揺れる青い旗は、すっかり夏の風物詩になりました

ね。今年も、たくさんの中 2たちが、初日、緊張した面持ちで電車やバスで体験先に向か

っていました。市内の企業のブログや SNSでは、「どんなカリキュラムにしようかな」な

んて記事もあがっていました。今年はおよそ 1,700名の中学生が、呉の大人たちと一緒に

働いたそうです(＾◇＾) 皆さんにコメント寄せてもらいました！ 

1 日 1 冊の納品書などのハンコ押しは、手が疲れ

たりしたけど、1 枚 1 枚丁寧に頑張りました。楽し

かったです。 

キャリアスタートの期間中、事業所はとても忙し

そうでした。 

忙しいのに、お客様がいらっしゃった時には、笑

顔で丁寧に接客されていたので、感動しました。 

事業所の方々と一緒に、休憩時間に「ヒルナンデ

ス」や高校野球を見たのも、楽しかったです。お忙

しい中、作業を実際に見せて

いただいたり、体験させてく

ださったことに感謝したい

です。 

私は、将来について、まだ

まだ選択できていませんが、

人に喜んでもらえるような

仕事につきたいと思ってい

ます。(小島由美) 
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【ハッピーおがわ】 

 僕はハッピーおがわに行きました。ハッピ

ーおがわは、介護用品をつくるところで具体

的にはクッションや着やすい服などをつく

っているところでした。僕はそこでものづく

りの手伝いをさせてもらいました。 

 布を切ったり、材料となるマットを倉庫か

ら運んだりと、日によって仕事の種類が違う

ので職場の人からやり方をよく聞いて作業

するように心がけました。特にきつかった作

業は、製品をつくるときにでる材料の端材を

かたさや大きさでそろえることです。広いと

ころで、山のようになっている端材をがんば

ってそろえました。終わったときに達成感が

ありました。仕事をするのは大変なことだと

知った 5日間でした。(登田凛生) 

【フタバ図書】 

 私はフタバ図書に行きました♪本好きの私にとって、最

高の職場でした！コミックのシュリンクがけや、本の買い

取り、本の発注まで体験させていただきました。一番楽し

かったのは…ブックカバーをかけることかな。すばやくで

きずに苦労したけど、きれいにできたときはとてもうれし

かった！ 

 書店で働いておられる人はスゴイ！！「題名忘れたけど

こんな本ある？」といきなり来たお客さんに、「この本です

か？」と渡して当たりだったり、「〇〇って本はどこです

か？」と聞かれて、何も見ずに「ここの棚です。」と案内し

たり…。今まで書店員の仕事とか考えたことなかったけど、

バイトするなら書店でやりたいと思うようになりました！ 

(後藤千夏) 

【ゆめマート阿賀店】 

 実際に仕事をしてみて最

初はなれない仕事や力をつ

かう仕事だったのでたいへ

んだったけど、なれていく

うちに楽しくなったりしま

した。 

 自分でやりたい仕事を見

つけてその仕事ができると

楽しかったので、またやり

たいという気持ちになりま

した。 

 難しい仕事はできなかっ

たけど、いろんな仕事がで

きていい経験になりまし

た。(藤畝亮太) 

【利根】 

職場体験で初めてやった

ことは、ビールサーバーの

操作と接客。接客は、最初

の 2・3日はすごく大変で、

店員さんの足をひっぱって

ばっかりだった。4 日目ぐ

らいから慣れて、自分から、

おしぼりを出したり、メニ

ューをききにいったりでき

るようになった。先生が食

べに来たことにびっくりし

た(笑) 5 日間で、仕事への

興味をすごく持てたので、

職場体験に行けてよかっ

た。(横山祐一朗) 

【ホテル】 

 本当は幼稚園がよかったけど、希望が叶わ

ずホテルになりました。行く前はたいぎい気

持ちでいっぱいだったけど、中に入ったら涼

しくやる気が上がった。これなら頑張れると

確信しました。けどホテル=楽な仕事と思っ

ていましたが、けっこうきつかったです。担

当者は、優しい方だと思っていたけど、予想

ははずれ…(笑) 

 1日目は会場作りで丁寧にすることを意識

しました。2日目はルームメイクで客目線で

やりました。3日目は料理場でおばさんと仲

良くなり、4日目は会場作りで体力は限界に。

5日目は料理場に行く予定が会場作り、最悪

でした。楽しかったのは仕事の合間に遊んだ

ことです。むっちゃイライラもしましたが、

今回の体験で仕事の厳しさと礼儀を学びま

した。(RIKU) 

 地元企業の HP を見ていると、スタートから 10 年た

ち、受け入れ企業側も中学生に慣れてきた？ように思い

ます。実際に接客を体験した生徒もいて、初めての経験

に思う所があったようです。毎年思うけど、せっかく中

学生でこんな体験ができるんだから、高校生になった

ら、みんなバイトできたら、お金をもらうことの有難み

とか、もっと仕事に対しての興味とか、深まりそうなの

にね！(宇都宮) 
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どうもー！ゆみです！ 

今年は夏休みを使って 5日間のインターンシップ

に行って来ました！インターンシップっていうの

は就業体験のこと。中学生のキャリアスタートウィ

ークの大学生版みたいな感じかな。中学生の時は割

り当てられた事業所になんとなーく行ったけど、今

回は自分で受け入れ先を探さんといけんし、就きた

い職業とかやりたいこととか考えながらだったけ

ん、準備の段階からワクワクしてた！ 

1 件目は学科で勉強してることとはあまり関係な

いけど、豆腐好きだし接客体験したいなーって思っ

て豆腐屋さんに行って来ました(笑) 品質の高い原

料を使ったり、作り方にこだわったりして良いもの

を提供したいっていう思いから、値段を下げずに相

応の価格で販売してるんだって！販売していると

ころが山の奥だから「本当に人来るの？」ってちょ

っと思ったけど、近くの滝が有名だから滝を見たつ

いでに来る人が多いらしい！その滝の水を使って

るから豆腐作りに使う材料も近くにあるし観光地

効果で人も来るしすごくいいところなんだっ

て！！初日の説明では、観光地だから遠方から足を

運ぶ人が多いけん「道聞かれたら答えれるようにし

といてね」とか「この近辺のことちゃんと把握しと

かないといけないよ」って言われて必死で覚えまし

たｗ2~5日目はずっと外で販売したんだけど天気が

悪い日が続いてたから販売中に土砂降りになって

大変だった(;´･ω･)天候が悪かったこともあって、

お客さんが思ったより来なかったのがちょっと残

念だったけど、社長さんの豆腐をつくることに対す

る思いとか接客するうえで大切なこととか聞けた

し、体験できてすごくよかった(*´艸`) 

→2 件目のインターンに続く… 

 

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。 

さて今回は、北村薫さんの『野球の国のアリス』

を紹介します☆☆タイトルを見て、あれっ!?と思っ

た方もいるかもしれませんね。そうです。あの『不

思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』をモチーフ

にした作品なんです！ 

少年野球チームのエースであるアリスは、ちょっ

とした気まぐれから、新聞記者の宇佐木さんの後を

追った｡するとその先は、時計屋の鏡の中!?アリスは

鏡の国へ…。 

鏡の国は文字も道も元の世界と逆さだった！右

利きのアリスだが、鏡の国のみんなからは左利きに

見えるのだ｡ 

   その鏡の国には、「全国中学野球大会最終戦」と

いう大会がある。その大会は、負け進んだチーム同

士が戦う奇妙な大会だ。アリスは急遽その大会で投

げることになるが…。 

  この本は、いろんなものが鏡の国で逆さになるの

がおもしろいです。例えば、野球で 1 塁に向かって

走ったつもりでも、鏡の国では 3 塁に走っているよ

うに見えます。新聞を読むときは、鏡に映さないと

読めません。もし私がそんな世界に行ったら、おも

しろいだろうけど、生活するのが大変そうだなと思

いました｡ 

  ちなみに、アリスが鏡の国に入ると、鏡の国のア

リスがこちらに来ます。鏡は 2 つの世界のドアであ

り、そこで 2 人が入れ

かわるんです!! 

  現実ではありえない

ような、不思議で楽し

いお話です。野球好き

な私は、とっても共感

できる部分がありまし

た。みなさん、ぜひこ

の本を読んで、アリス

の不思議な体験、不思

議な野球を味わってみ

てください♪ 


