
- 1 - 

 

 

 

 

 １１月２０日現在 
 子ども会員：１８６人 
 正 会 員： ３６人 
 参加会員：  ７人 
 賛助会員：２３１人  

３３団体 
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11月下旬、急に寒さが厳しくなってきた今日この

頃ですが、みなさんいかがお過ごしですか？秋は満

喫されましたかな？事務所前のイチョウもそろそろ

見頃が過ぎて、冬支度なかんじです。今回は、まち

塾 TERAKOYA の JCがはまってる、「百人一首」に

ついて調べてみました。 

 

 中学・高校と国語の授業で習ったり、最近では映

画「ちはやふる」の影響で人気急上昇の競技カルタ

など、お正月じゃなくてもよく目にするようになっ

た「百人一首」ですが、一般的には「小倉百人一首」

のことを指します。これは、鎌倉時代の歌人、藤原

定家がまとめたもので、天智天皇から順徳天皇まで

の約 600年間に、貴族や歌人たちの間で詠まれた和

歌のうち、それぞれ優れたものや代表的なもの一首

を、年代を追って、100首取り上げたものです。「小

倉…」と呼ばれるのは、藤原定家が京都嵯峨の小倉

山の別荘で屏風（襖）に書き写したことから、そう

呼ばれているのだとか。また、「小倉百人一首」はそ

のすべてが「古今集」や「新古今集」などの「勅撰

和歌集」から集められており、男性の歌が 79首、女

性の歌が 21首、選ばれています。内容的には恋歌が

43首と最も多く、次に多いのが季節を詠んだもの 32

首。ちなみに内訳は、春 6・夏 4・秋 16・冬 6 なの

だそう。なお、恋歌は、そのほぼ全てが恋の辛さを

嘆いた「悲恋歌」らしい。 

まあ、J-POPとかでも、昔から失恋の曲はたくさ

んありましたよね。太古の昔から恋愛事情は一緒な

のかも…です。本当のところはよくわかりませんが、

当時は、通信手段も今のように携帯で LINEみたい

にはいかなかったでしょうし、交通事情も徒歩か

馬？くらいですかね、自分の思いを伝えるのは大変

な作業だったでしょうね。（笑） 

【日時】12月 7日(木)13:00～14:30 

【会場】生涯学習センター 

【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。 

口琴(こうきん)やろうぜ！ 
講師：寺内大輔(作曲家・即興演奏家) 

 

【 日 時 】12月 12日(火)19:30～21:00 

【 開 場 】パールヴェッキオ(PANビル 5F) 

【参加費】2000円(口琴・お茶菓子付き) 

また、「百人一首」はいろんな場面で引用されてい

ます。NHKの連ドラ「とと姉ちゃん」では、仲が良

くなかった母娘が、誤解を解く場面で、藤原義孝の

「君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 

思ひけるかな。」の句が次のように引用されました。 

 

隈井「しかし、間違いなく、女将さんが選んだのは

この歌なんです」 

君子「母が…？」 

隈井「あの頃、君子さんを身ごもった女将さんは体

を悪くしてしまって、医者から、子どもを産

めば母体が危険だと言われたんです。それを

知った上で女将さんは、自分が死んでもいい

からこの子を産みたい・この子と会えるなら

自分が死んでもいい…そう思ったそうです。

そんな思いで出産に臨み、いざ無事に生まれ

たばかりの我が子を見た時に、この子のため

に長い生きしたい・できるだけ長く一緒にい

たい…そう思うようになったんだそうです」 

常子「…この歌と一緒だ…君がため 惜しからざりし 

命さへ ながくもがなと 思ひけるかな…」 

君子は、はじめて知る自分の名にこめられた母の想

いを知り、目を潤ませます。 

 

って意味がわかると、めっちゃいい句じゃん！って、

思ったりします。そんな句がたくさんありそうです。 

 ということで、1 カ月もすればお正月、雅だった

時代に思いを馳せて「百人一首」やってみませんか？

今まで、内容なんか知らんとやっとった坊主めくり

が更に面白くなるかも(*^^)vです。 
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 今回は、4 月から子育て支援課長として帰ってき

た是貞聡志さんをお迎えした。 

子育て支援の必要性が叫ばれ始めた 16 年前、市

内 2か所の支援センターやファミリーサポートセン

ターの立ち上げに携わった是貞さん。一度支援課を

離れたが、私生活でも NPO 法人ファザーリングジ

ャパンの活動や高校の PTA 会長を務める等、子育

てとは縁が切れず、「我が家の子育ては支援せんの

に…。」と家族から言われていたとか（笑） 

課長になってから「子育てを時間で考えるように

なった」と是貞さん。親が忙しく子どもと向き合う

時間がどんどん少なくなっている今、子どもの変化

に気付かずいじめや児童虐待の問題が深刻化する。

頼みの綱の地域は、子育て世代との接点を失ってい

る上、それを取り戻す時間がない。 

今、呉市では乳幼児等医療費助成や放課後児童会

の対象年齢の拡大を行っている。次なる課題は子ど

もの居場所作り。「子どもたちが学校から帰って過

ごす場所は？」との質問に、参加者から家、塾、ス

ポ少、図書館、ゆめタウン、公園、呉港ターミナル

が挙げられたが、そこには子どもと関わろうとする

おとなの存在が少ない。人を思いやり、何事も諦め

ない心、感情をコントロールする力など生きる為に

必要な力を「非認知能力」というが、それは人との

関りの中でしか身につかない。信頼できるおとなが

いる居場所は、子どもの人生を豊かにする。 

また 7 月より県と共同で、公立学校に通う小 5、

中 2の子と親を対象に「子どもの生活実態調査」が

行なわれている。これからデータを分析して貧困な

ど今後の対策を考えていくそうだ。 

女性の社会進出においても、働き方改革が進まな

ければ女性も子どもも苦しいだけ。親が子どもと関

わる時間を確保するため、11月から職員が私的な時

間を確保できるよう不要な残業をしない取り組み

を始めたそうだ。 

 ひとことで「子どもと向き合う時間を取り戻す」

と言っても、地域力の再生、働き方の見直し、貧困

対策、居場所作り etc…、と多くの問題を含む。大

変！って感じだが、「この人、本気だ。」と思った。      

息子さんが小学生の頃、児童会に入れない高学年

の友だちの居場所としてリビングを開放、同居のお

じいちゃんの協力もあり最多 16 人の子どもたちが

過ごしていた日もあったとか。 

「特に変わった事業をするのではない。今してい

る支援をきちんと意味付けして意思を持って実行

する。子どもと関わる事で、この地域には何が必要

かを皆で考えていきたい。」と是貞さん。種まきは

始まったばかり。何かが変わりそう、と未来が楽し

みになってきたおとな塾だった。 （山本さなえ） 

11月 9日 参加者 5名 

街で見かける、お揃いの服を着た兄弟姉妹。子供

服って誰が選んで買っているのだろう？かねがね

知りたかったことを周りの人からも聞いてみた。 

 「はじめは、おばあちゃんの手作り。小学校高学

年からお店で親が選んでいたけど、小 5からは本人

が。」「フリーマーケット。」「友人宅のおさがり。」「呉

そごうオンリーだった。」と様々。中学生になると、

好きなブランドの店に買いに行くという子もいる

そうだ。 

大きくなるにつれ、好みもはっきりしてきて、自

分で選びたい子が多いだろう。親の懐事情にも影響

されるにちがいない。 

わが家の娘もよくファッション雑誌を見ていた。

いろいろ選ぶのは楽しいし、好きな服を着るとおと

なだって元気が出る。洋服選びも自己表現の一つ、

子ども自身が、自分の気持ちよい服を選んで着て欲

しい。15年前に坪井節子さんが言った「今日どんな

服を着るか自分で決めるのは自立の第一歩です

よ。」という言葉を思い出した。            

(立間津多子) 



- 4 - 

 

 

 

 

【ジェノワーズ】チョコがビターで、
甘いものたくさん食べれない私
でも美味しかった！（ひーちゃん）
元々ロールケーキのファンだった
けど、ショートケーキもあっさりし
ててよかった～（さおぽん） 
【8 月のカメリアン】「洋ナシのオ
シャレ」って名前がすごい記憶に
残った(笑)カタカナの名前はすぐ
忘れるけんね。味もシンプルで懐
かしい味だった～！（まゆまゅ） 
マスカットがフレッシュで甘くてお
いしかったです（みお） 

もうすぐクリスマス！！ってことで、去年はプチケ
ーキを作りましたが、今年は、事務所近辺のケー
キ屋さんで買い集めて、夢の食べ比べ(*´▽｀*) 
あいにくお休みの所もあったけど、5 店舗のケー
キをズラリと並べてテンション UP！ 地元にあった
のに初めて行ったお店も。意外とケーキ屋いっぱ
いあるねって発見もありました！ みんなフォークを
かまえて、一口ずつぐさり。あ～倒れる～！とおお
はしゃぎしました。ちょっと食べ過ぎて胃が…って
なったけど、幸せいっぱ～い☆あなたは今年どこ
のクリスマスケーキにする～？？ 

【山崎屋】見た目ダントツ華やかのバタークリーム！ ちょっと
の塩気と甘さがいい感じ～♪昔はこっちが多かったらしいけ
ど、今は珍しいけん、いいね！（りんちゃん） 
【ゾネ】タルトすごいおいしかった！ クリームもあっさりして
て、フルーツで見た目も可愛い❤生地がサックサクでうまー
(＾◇＾)（片さん） 
【モーツァルト】季節ごとの新発売タルトがいいよね！どっちも
フルーツ盛り盛りだったし、ロールケーキだったけん食べやす
さは抜群だった～(笑)（まゆまゅ） 

次回 12月 13日(水)  

女子なら誰でも参加 OK。気軽に申し込んでね！ 
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今回は、前回出張で呉に帰った時に YYY の皆さ

んに好評だった、私の身のまわりの小話をしようと

思います！ 

私は今、東京の独身寮でひとり暮らしをしていま

す。今年出来たばかりの新築で、とても綺麗なマン

ションですし、部屋にシャワーしかない分、大浴場

もあります。 

でも、実は引越ししたくてしたくて仕方ありませ

ん。なぜなら、社会人とは思えないほど、寮の管理

体制が面倒なのです…。 

休みの日の朝なのに、年に 2 回避難訓練があって

強制参加だったり、清掃点検という名目で、私が働

いている間に、人事と寮の管理人のおじさんに部屋

をチェックされたり…。しかもその管理人さん、新

築から半年で全然汚れているようには見えないお

風呂の換気扇を指でなでて、「ちょっとホコリがつ

いてる、掃除が甘いね」とか言ってたらしいんで

す！！！Σ(ﾟдﾟ lll) そんなこまめに天井掃除なん

てしないし、同期は資

源ゴミでためてた牛乳

パックを捨てなさいと

指摘を受けたとか…。

なんで 22 歳にもなっ

て、知らないおじさん

に私生活立ち入れられ

ないといけないんだ！

と、日々思っておりま

す(^^; 

しかも、家賃全然安

くない。ご飯もない。

周りにドラッグストアなどもない。親や友達も家に

入れてはいけない。住みにくさ満点ですよね。 

でも、引越ししたくっても、腰が重くて…。そん

なこんなで、ズルズル今まで暮らしてしまっていま

す。来年までには新しい家を見つけたいな、と思う

のでした。 

高 3 の夏休み。大半の高校生は、受験で

多忙な時期ですね。自分は高専で 5 年通い

なので、普段と変わらない休み…せっかく

なので、マレーシアとシンガポールに行っ

てきました。人生 2 度目の海外旅行、不安でいっぱ

い。そもそも 10 日分の荷物が入るキャリーバッグ

なんて家にあるはずもなく(笑) 準備から大変。 

大阪から飛行機を乗り継ぐこと約 7 時間。マレー

シアのクアラルンプールに無事に到着。予想はして

いたけど、全くの見知らぬ地で言語も違う(マレーシア

の公用語はマレー語だが、英語と中国語も広く使われている)。何

をどうしたものかと途方にくれていると、日本人男

性(近畿大生でした)の 2 人組を発見！これはチャンスと

話しかけてみると、同じフライトで着いたばかり。

ちゃっかり仲良くなり、次の日一緒にマレーシア散

策をすることに。下調べでは行く予定の無かった

「バトゥ洞窟」に行ってきました。首都クアラルン

プールから約 10km離れた町にある有名な洞窟で、

世界に 9 億 1500 万人いると言われているヒンドゥ

ー教の聖地なんです。 

電車を降りると、いきなり緑のサルの像に迎えら

れ(孫悟空のモデルになった神様だとか)。洞窟の入口に向か

って歩くこと 5 分。目に飛び込んできたのは、272

段の急な階段、42.7 メートルの巨大像、そして大量

のハト、ハト、ハト。そのスケールの大きさに唖然

としつつ、洞窟に入るため心臓破りの階段を登るこ

とに。80 歳は超えてそうなおばあちゃんが、正装ら

しき黄色の服装に裸足で、孫の手を引いて元気に登

る姿は見ていて微笑ましかった。しばらく登るとサ

ルの群れが出現。野生で住み着いているらしく財布

や食べ物を盗られないよう注意喚起が。そんなこん

なで洞窟に。4 億年かけて形成された鍾乳洞が 360

度ぐるりとそびえ立ち、ヒンドゥー教独特の歌のよ

うな語りのような音楽がこだまする。至る所にある

神々の像や壁画が、更に神秘的な雰囲気をかもし出

していて、これほど聖地らしい聖地は他にないだろ

うなと思いながら満喫しました。(次号につづく) 
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YYY の秋といえば！川と木々に囲まれた公園で、薪を拾ったり野菜

を切ったり団子を丸めたり…大鍋でのいも煮(豚汁)作り。前日の雨で薪や

落ち葉が濡れていたのに、火をつけられるのは、長年の経験者の技。す

ごい！野外活動は毎回ほんっとに天気が心配、どんな状況でも対応でき

るよう最大限、準備する。今年は特に寒くて、焚き火がありがたかった。 

野菜を切る時、ゴボウのささがきがプロいお父さんがいて「すごー

い！見直した！」と中学生の娘に言われて照れていた。ここでは親子の

会話も弾む。寒い日のあったかいも煮は、めっちゃおいしくて、瞬く間

に空っぽ。ベテランさんはお椀の大きさがハンパないけんね(笑) 

午後からは菓子食い競争。子どもたちは目指すお菓子へまっしぐ

ら！！口にくわえられず、背伸びしたり縮んだり、ベロを出してみたり

と百面相。大人もやろう！と誘うとシブシブ？いざ、用意ドンとなると、

マジ！子どもたちも必死に応援。見るのもやるのも楽しいよね～。 

欲しかったポッキーが手に入らず、すねて危険な河原に降りた子がい

た。それを見て YYY の青年がサッとついて行き、その子の気が済むま

で付き合った。感謝！これも

YYYならでは、と思った。 

「だいぶ参加者の顔がわか

るようになった」と嬉しそう

に言うYDKこどもスタッフ。

声かけをすごく頑張ってい

て、とても嬉しかった。ちょ

っと参加者が少なかったが、

続けていきたい事業だと再認

した。 

(子ども活動部長 久保直美) 
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みんなでがんばって企画したいもに会。初参加の

上に初実行委員長でワクワクと不安があったので

すが、信らいできる 2人の副実行委員長とスタッフ

のおかげでうまく進められました～(^^♪ 

当日！きん張と不安が大きくなり始めた時、まさ

かのスタッフ 2人が来れなくなりどうしよって思っ

たけど、その分みんなでがんばりました～★ 

参加者も笑顔で色々な仕事をどんどん楽しそう

にやっていました。みんなで作ったいもにも世界一

っていうくらいおいしかったので、たくさんおかわ

りしてしまいました。でかいなべ 2つに作っていた

のにすぐになくなってびっくり(*_*;！でもそれだ

けおいしかったんだよね～。やきいもは、こげてて

残念だったから来年がんばろう(笑) 

ゲームは自分

たちで作ったウ

ォーリーならぬ

イモーリーを探

せ！ヒントをも

とにみんな色々

な人に話しかけ

楽しそうにしていました！スタッフが描いたイモ

ーリーの絵やいも判もかわいくて好評でした～❤ 

 待ち遠しかった日は天気でラッキー！寒くて風

も強かったけど「ザ・秋」を感じました！ アンケ

ートにたくさん「楽しかった」の声がありめっちゃ

うれしかったです。とてもあきしょうでめんどくさ

がり屋の私が実行委員長をできたのはみんなのお

かげです。次回のイベントなどもがんばろうと思い

ます。             (小 6 増田日向) 

いろんな人と話すようが
んばった。(小 5ひなた) 

菓子食い競争でみんなが楽しくしていた
ことがうれしかったです。(小 6ちか) 

うらでお皿洗いとかがん
ばった！！(中 1みゆ) 

初めは自信なさそうだった子が、経験を重ねていくう

ちにどんどん逞しく成長していく様子を幾度となく見

てきました。YYY は子どもの社会参画の場が必要だと

考え、これからも子どもとおとなのパートナーシップで

いろいろな企画をつくっていきます。 

「雪あそび」(2/4)や「和菓子にチャレンジ」(3/4)で子

どもスタッフをやってみようと思ったら、YYY 事務所

まで連絡ください。問い合わせも OK！(担当：久保) 
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in 中通 2丁目商店街 

2017年 10月 29日(日) 

参加者：およそ 200人 

記念すべき 10 回目の忍者は、嵐とと

もに行われた！(ちなみに 1 回目の開催は雪

だった/笑) 

初の、中通 2丁目商店街での開催で、

はじめの全体修行はせんとく幼稚園で、

と協力をお願いしていた。しかし台風の

影響で大雨の予報。前日、集合場所をビ

ューポートくれに変更。両施設の快い対

応により、無事にスタートできた！ 

見る修行・聞く修行を終え、グループ

の仲間を見つけて外に出ると、雨はあが

っていた！ナイス！ 

 商店街までの道中

は、チームで掟を決め

て動くという修行。

「ずっと片足でジャ

ンプ」「ずっと走り続

ける」など、おとなに

はキツい掟もあった

が「覚悟を決めまし

た」と本気で付き合っ

た (笑 )チーム内の距

離も縮まった。 

リピーターも多く盛り上がった！全

身を使ってクモやサルや魚を表現、

他チームに当ててもらって大喜び。

「10 回の開催の中で、おとなの積み

重ねがある。だからこそ、子どもたち

も粘り強く修行ができたんじゃない

かな。」とバーバンスタッフの言葉。

子どもに関わるおもろいおとなを増

やす…まさにミッションにぴったりじ

ゃーん！ 
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商店街では、ヒントを手がかりにお店を探し、

お店の人に質問しながら、宝を発見するというも

の。想像以上に 2 丁目の皆さんが忍者の世界に

入ってくださり、子どもたちは思いっきり修行で

きた。スタートそうそう、影忍者から逃れて花屋

に飛び込むグループ。奥さんがとっさに「私が様

子みてくる！」と外に飛び出し、「あっち行った

よ！大丈夫！」と子どもたちの味方に。そのうち、

「来るよ！隠れて！」とまるでお頭のように子ど

もたちに声をかけてくれていた(笑) 実施協力店

以外の人も次々出てきて、関心を持って見守って

くれた。「この場所でお地蔵さんになったな」「こ

のお店の備品になったな」と子どもたちの中に残

る 1 日になったかな。道ゆく人もハロウィンが

近いこともあって、「忍者じゃ～」とあたたかい

視線。短い時間だったが、地域の大人と仲間感が

生まれ、まちがにぎやかに。わが子を追って見守

っていた保護者の方も楽しそうだった。 

クライマックスはおとな VS 子どもの

合戦！(表紙参照) 1 回戦のおとなの勝利

で子どもたちに火が付き、2・3回戦と子

どもが連取。おとなはヘトヘト(笑) 

この忍者修行には何の正解もない。ゴ

ールがわからないところに向かっていく

うち、初めて会った子どももおとなも緊

張がほどけていく。帰り際に、「あんたど

この学校？また来年も会おうね！」と言

葉を交わす子どもの姿が印象的だった。

来年も忍者やらんといけんわ！(笑) 

子どもたちが去

った後、「子どもが

おると、おとなは

嬉しい。ええ活動

じゃ」と言ってい

ただいた。ご協力

ありがとうござい

ました！ 
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忍者修行に参加させてもらうのは 2回目でした。

前回は、友人から誘われ、子どもと関わるボランテ

ィアだと、それなら楽しみながらできそうだと気軽

に参加したものの、子どもたちがケガをしないよう

に、誰かがひとりぼっちにならないようになど、心

配ばかり。楽しむまでにはいきませんでした。 

そのため今回は、もっとリラックスしていけるよ

うにと考えていました。イベントが始まる前に行う

ワークショップで、アフタフ・バーバンの北島さん

が「子どもと大人に上下関係はないです。どちらが

上で、どちらが下なんてことはありません。」と話

して下さいました。前回までの私は勝手に子どもた

ちを引っ張らなきゃと考えていました。その結果楽

しむどころか変に気負いすぎて疲れていました。し

かし、それは間違っていたんだと気付き、この日は

全力でこのイベントを楽しもうと決めました。 

そこから肩の力が抜け、子どもたちが、ひとつの

ものに真剣に取り組む姿勢や、子どもならではの発

想力など、前回は見つけられなかった素敵な部分に

気づくことができました。子どもにとって大人は見

本のような存在にもなりますが、大人から見ても子

どもたちは色んなことに気づかせてくれる存在だ

と感じることができたボランティアになりました。 

(金川梓美) 
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空＠空☆ガ。の 

 11月は、PTAコー

ラスの発表が 2回あ

りました！6 月(169

号)で伴奏を担当する

ことになりました～

って書いてから、早

いものでもう 5 か

 さてそんな中、第 3子を妊娠、現在 7か月です。

5 年ぶりのことに、身体の衰えを感じながらやって

ます(笑) 今回は産むかどうかちょっと悩みました。

2人目が産まれた後は、もう一人と思ってましたが、

その時はできなくて、経済的にも厳しいし、やめと

けってことよねと。わが家は現在、幼稚園児が 2人。

幼稚園の授業料は、年度末に就園奨励費が返ってく

るとはいえ、毎月引き落とされていくお金は結構な

もの…。子どもはどんどん大きくなって、食べる量

月。あれから夏休み明け、文化部全体の集まりで歌

う曲を発表しました。英詩ってことで、最初はちょ

っとザワザワ…(笑) でも夏休み前に部長副部長た

ちで練習した成果を聴いてもらい、「できそう」感

をアピールして、練習開始。音取りはみんな不安な

顔でしたが、音楽の先生(若くて可愛い/笑)の「大丈夫そ

うですね(^^)」という声にはげまされ、週 1で練習

を続けてます。長年この文化部に関わっている人が

言うには、「今年は“やりたい”部長だから、すご

くスムーズなのよ」とのこと。ジャンケンで負けて

仕方なくなった…ってこともあるらしく、そんな年

は大変なんだとか。他にどんな部があって、あの部

も増えてるし(わが

子たちはかなり食べる

方)、光熱費も膨ら

んでる～将来の

教育費どのくら

い？3 人目どころ

じゃ…という状

況での発覚。自信

ありませぬ…。だ

けど、子育ての先

は働いてる人が多いから土日に活動するとか、あっ

ちは小さい子連れの人が多いとか、傾向も聞かせて

もらって、来年の予習できちゃったり(笑) 

 初舞台は学習発表会。「子どもの出番より自分じ

ゃ～」と緊張しながらも練習の成果を出し、子ども

たちから拍手もらって、みんな楽しそうな顔でし

た。翌週は、広地区合唱祭。知らんかったけど、地

域にコーラスやっているグループが結構あるんだ

ね！この日は 7団体の出演。びっくり！どこも長年

やってて迫力があった～(;’∀’) 年配の方が多かった

ですが、姿勢がきれいで声もハリがあって、私らま

だまだじゃわ…(笑) 

 そんな出演者の中に、私がピアノを習っていた先

生が！15年ぶりにお会いしました。懐かしくてテン

ション↑↑今度お話しましょうってことに。なんで

もご縁…伴奏に誘ってもらってありがとう！って

感じでした。先生の顔見たら気合入った！1 月の P

連コーラス大会がラストなので、楽しくやります。 

輩に産みんさいと言われ、何よ

り、義母が「おめでとう」って

ものすごく喜んでくれて、お金

のことばっかり考えてたけど、

授かりもので、慶び事なのだな

～と改めて気づかされ、反省しました(笑) 春から坊

ちゃまは小学生。ママ友の話だと「小・中は割とお

金かからないから、貯め時よ」だそう。だから今で、

がんばれってことかな～と覚悟決めました(^-^; 

子どもたちは大喜び！毎日お腹に手を当てては

胎動を楽しんでます。ちょうど、お手伝いやりたい

期だったこともあって、家のことも「ぼくがやる！」

「私が！」状態。嬉しいような邪魔なような(^^; で

も坊ちゃまは洗濯干しをマスター。やりたい期すご

い…なんもできんじゃろとか思ってたゴメン！  

パパも、前回の妊娠中は入院してて戦力になりま

せんでしたが、今回はなんでもやってて「夫を上手

に育てましたね！」と保健師さんに言われるほど。

私の手柄かい(笑) ママ友もベビー用品あれこれい

る？と言ってくれて、楽しみにできるようになって

きた。年が明けたらまた胎児認知せんとね！ 
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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。 

朝晩とても寒くなり冬の訪れを感じる季節にな

りましたね。さて、今回は『響け！ユーフォニアム』

という本を紹介しようと思います。作者は、武田綾

乃さんです。 

 「ユーフォニアム」って何だろう？と思った人も

多いと思います。ユーフォニアムとは、主に吹奏楽

に使われる楽器で、ホルンのような形をしていま

す。主人公の久美子がこの楽器を演奏しています。 

 北宇治高校。かつては強豪校だったが、ここ数年、

力が落ちていた。しかし、新しい顧問の滝先生の赴

任により、久美子たち部員はメキメキと上達する。

厳しい練習に最初は不満もあったが、それを言わせ

ないほどに的確な指導で、部員はみんな滝先生を信

頼するようになった！ 

 吹奏楽部最大のイベントは、「全国吹奏楽コンク

ール」。久美子たちは猛練習に取り組む。そんなな

か、いくつかのトラブルも…。ソロパートを巡って

争ったり、勉強との両立に悩んだり…。さらに北宇

治高校の暗黒の出来事もフラッシュバック！？ 

 ついにやってきた「全国吹奏楽コンクール」。果

たして、久美子たちは全国への壁を越えられるの

か！？ 

 この本は、切磋琢磨する久美子たちの毎日が、い

きいきと、時には切なく書かれています。「吹奏楽

部じゃないし…」

という人も、ぜひ

読んでみてくだ

さい☆読んでい

るうちに吹部博

士になれるはず

です♪ 

 テレビアニメ

化、映画化もされ

ている大ヒット

作です。みなさ

ん、ぜひ読んでみ

てください！！ 

ます( ´罒`*) まぁ、演劇

してるといっても役者

じゃなくて裏方がメイ

ンなんですけどね。広報

でビラとかパンフ作っ

たかと思えば大道具作

ったりしてます(笑) ノ

コギリで木材切ったり

ノミで掘ったりするの

楽しい…(*´艸`) 

そんなこんなで演劇

11/23 に原稿書いてるんですけど、呉ではいもに

会してたみたいですね(*´艸`) 

今日は、所属している演劇サークルの仕込みがあ

ったのでホールで作業していました。去年の 4 月に

演劇サークルに飛び込んだのは、少なからず YYY

の鑑賞事業の影響があったのかなぁなんて思って

してるわけですが、掛け持ちしているマンドリンク

ラブの方も来月定期演奏会なんでそっちの練習に

も追われています(苦笑) 先輩方はこの定演で引退

されるので、練習にも熱が入ってます。朝から晩ま

で練習するのは疲れるけど楽しいですね(*´艸`) 

ステージの衣装の準備とかで同期と練習終わりか

ら作業するのもそれはそれで楽しくて、イベントご

との準備っていいなぁなんて思いながらやってま

す(笑) マンドリンって楽器が割とマイナーなので

知らない人も多いんじゃないでしょうか？イタリ

ア発祥の弦楽器できれいな音が出るんでよかった

ら調べてみてください( *˙ω˙*)و ｸﾞｯ! 12月 17日に演

奏会が鳥取であるんでよろしければ是非…って遠

いですね(笑) 広島県内にもマンドリンやってると

ころあるので、足を運んでみてくださいｗ  

最後が告知になってしまいましたが、今回はこの

辺で(´∀` *)ﾉｼ (ゆみ) 


