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 １月２０日現在 
 子ども会員：１８４人 
 正 会 員： ３６人 
 参加会員：  ７人 
 賛助会員：２３０人  

３１団体 
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そして 175 号で掲載した舞台鑑賞 15 年。いろん

な舞台を観てきたなあ、と思います。最近だと、3

年間ラブコールを送り続けて、やっと実現した「野

村萬斎が誘う狂言の世界」、伝統芸能の素晴らしさを

目の当たりにしました。一方、お馴染みの「THE 

NEWSPAPER」ですが、18 歳選挙権も現実のもの

となり、ますます子どもや若者にニュースや政治へ

の関心を持ってもらいたい、ここ 2～3年はそういう

思いで企画してきました。私たちの暮らしは、その

時々の政策によって、守られたり、大変になったり

するのですから。他にも人形劇の概念を一蹴するよ

うなダイナミックなむすび座の「西遊記」、つげ＆北

村があうんの呼吸で魅せてくれる「あなたが生まれ

るまで」や「ぼくピンチなんです！」…etc。どの作

品にもそれぞれに、エピソードや思い出があります。 

 

 

先日、文化学園の大藤先生から「YYYの魅力」な

る素敵なコメントをいただきました。大変嬉しいメ

ッセージでした。YYY は、この 15 年ずーっと走っ

てきました。ただただ、走ってきました。みんな一

生懸命でした。そして、応援して下さる皆さんの声

を励みに、まだしばらくは走り続けられるかな？っ

て、思ったりする今日この頃です。 

あけましておめでとうございます。今年も YYY

は、子どもたちと一緒にたくさんの活動に取り組ん

でいきます。引き続きよろしくお願い申し上げます

(*^^)v 

 

すでに 1 月が終わろうとしています。本当に“あ

っ”と言う間に過ぎていきます。子どもの頃の何倍

ものはやさです（笑）あと何回、やんちき通信をだ

すことができるんだろう？そんなことを考えながら

今、原稿を書いてます。 

YYY になって 15 年、今年度のやんちき通信はそ

れをテーマに 1 年間お届けしています。167 号で取

り上げた「高学年キャンプ」。15 年前に実行委員長

だった子は、昨年めでたく結婚。つい最近、仕事も

やめて、次のことを考えているのだそう。168 号に

掲載した歴代子ども理事たちの中には、すでに 30

歳を超えたメンバーもチラホラ。169 号「星空映画

会」。実施できる学校が減っているにもかかわらず、

ここ数年は 3000 人くらいの子ども達が上映会を楽

しんでくれているようです。また、170 号では、こ

だわってきた「まちづくり体験活動」を。最初は自

分たちで考えたお店を作り、互いに交流する「子ど

も市」からの出発。それがやがて、ミニミュンヘン

について知る機会があり、心動かされ、「くれタウン

みに」へと発展させることに。併せて、日本の地域

通貨の第一人者、広田さんにもおとな塾の講師とし

て来ていただきました。昨年、取り組んでちょうど

10年を迎えた「忍者まちを走る」（174号掲載）は、

会場を中通 2 丁目に移すことに。お店のみなさんか

ら“いい企画じゃ！”との言葉をいただき、次も頑

張ろう！と嬉しい気持ちになりました。 

【日時】2月 8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。 

呉市のおさいふ 
講師：濵田純典(呉市財政部財政課長) 

【 日 時 】2月 13日(火)19:30～21:00 

【 開 場 】YYY事務所 

【参加費】1200円(お茶菓子付き) 
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 恥ずかしながら私、申告とか書類とか事務関係の

仕事が全くダメ！！確定申告って言葉は知ってい

るけれど、勤め人の自分には関係ない、そう思い込

んでいた矢先「退職したら自分で申告するんよぉ

～。」との一言で「ヤバいっ！知っとかなきゃ…」

と一念発起。今回のおとな塾、果たして事務アレル

ギーの私に理解ができるのか…？？？講師は松本

美幸税理事務所の松本美幸さん。まずは、源泉徴収

票の見方など、基本的なことを丁寧に教えていただ

いた。医療費控除や、ふるさと納税など、一般的で

とっつきやすい項目についてもお話しいただいた。 

申告時期は 2月 16日～3月 15日。この間に生計

をひとつにする配偶者や親族が払った一年間の医

療費を申告すると、決まった計算式に当てはめた金

額が、医療費控除として所得金額から差し引かれる

というもの。今年度から領収書が不要となり、代わ

りに明細書に年間かかった医療費を記載して提出

する事となったそうだ。これによってかなりハード

ルがさがり、申告しやすくなるのでは？でも、税務

署から領収書の提出を求められる場合もあるそう

なので要注意！この時期税務署も大変な混雑なの

で、パソコン、スマホ、タブレットで書類を作成、

郵送がおススメらしい。 

 

もうひとつは話題の“ふるさと納税”。殆どカタ

ログショッピング化しているようだが、本来は応援

やんちき通信に中学生が紹介する本の数々。私は

「おじいちゃん」「魔法」の文字に心ひかれ、『僕と

おじいちゃんと魔法の塔』を読んでみた。 

ふとしたことで、亡き祖父が仲間と建てて住んで

いた不思議な塔に通うようになった 6 年生の龍神

(たつみ)。出来のいい弟や妹、頭が良くてしっかりし

た父と、それを支えるやさしい母。そんな理想的(？)

な家族の中で、なんとなく居心地の悪さを抱えて暮

らしていた。ある日その塔で、若い姿の祖父や不思

議な生き物に出会う。「…ここに来るのも、来んの

も自由だ。…なにをするにも、すべてお前が自分で

決めねばならんのだ」と言われた龍神は、塔で 1人

暮らす決断をし実行！ 

私たち大人も、ちょっとマイナス気分や行き詰ま

った時、誰かが話を聞いてくれたり何か一言言って

くれると「あっ、そうか」と思えたり、「できそう」

と元気が出ることがある。この本から「自分の周り

の子どもたちに、自分が大事にしていることや楽し

く生きるヒントを伝えてる？」と問われたような気

がした。そして「親以外の大人と出会い、いろんな

生き方や価値観に触れる中で、子どもは育つ」と改

めて感じた。(立間) 

1月 11日 参加者 6名 

したい自治体に向け

ての“寄付”。自分の

税金の使い道が指定

出来たり、お礼の品

があったり、上限額

までは税金が控除さ

れるという仕組み。

寄付を行った年の所

得について確定申告をする必要が無い人で、 1年間

のふるさと納税納付先自治体が 5つまでの人は、確

定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除

を受けられるワンストップ特例制度がある。 

大事な税収を有意義に使ってもらいたい、という

事で来月は毎年恒例「呉市のおさいふ」。税金の使

われ方、知っていきましょっ！   (山本さなえ) 
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2018年 1月 7日(日) 

ビューポートくれ 

参加者：およそ 100名 

 去年はめったにない大雪に

見舞われ、あえなく中止となっ

た新春ふぇす。今年は無事、開

催できました！よかった！ 

 およそ 100 人の方にご来場

いただき、0歳児から80代！？

まで、幅広い参加者の皆さんと

初笑い。空くじなしの福引きも

盛り上がって、縁起のいい年明

けとなりましたよ～。 

 以前、新春落語会をやっていた頃、よく

出演いただいた井開さんに、今回も依頼し

たところ、快く OKのお返事。この日は、

尺八と三味線の音色で、お正月らしい曲

を。三味線を弾いていた金谷さんは、2016

年の 12月発行の通信(163号)で、「身近な伝

統芸能」の取材で伺った「白鳥会」の先生

でした！嬉しいご縁！古来の邦楽から、耳

馴染みのある曲まで、各種ご披露いただき

ました～。 

 おとな塾でもおなじみ、山崎さんによるお茶席は大盛況。可愛い練り切

りもたくさん…どれにしようか迷いました( *´艸｀) 

 スタッフの中学生たちがお茶を運んだり、お椀を洗ったりしながら、井

開さんに塩ビ製の尺八の吹き方を伝授してもらっていました。 

←ぜんざい、ジュース、ゼリーの

販売も。ご協力ありがとうござ

いました！ぜんざい、団子も入

ってて美味しかった～(*’▽’) 

↓小さい参加者には楽器作りコ

ーナー。フィルムケースとあず

きを使った楽器で、家でも楽し

めたよ！ 
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 初の試みだったのは、中学生による競技かる

たパフォーマンス。スピード感があり、年配の

方に大好評！映画「ちはやふる」の影響で、百

人一首ブームなんだとか。おそろいの「呉かる

た会」T シャツもキマってました～。この日の

ために、放課後事務所で練習に励んでました！ 

 人形劇サークルトロルの時間は、子どもたち

大喜び。2 月のジンタが楽しみ！その後の福笑

いも大盛り上がり。 今どきなかなかできない、

お正月あそびを楽しみました。 

 前日に誘ったら「来た

よ！」と言って久々に会え

た若者も。ちびっこから年

配の方まで集えるのが、

YYYならではって感じ。景

品のご協力もありがとうご

ざいました！ 

 2018 年も、YYY をよろ

しくお願いしま～す(*^^)v

楽しいこと、い～っぱいや

りたいですね！ 

↓TFC クイズでは、正解する

と飴のつかみ取り！みんな

意外と必死 (笑) 

『三びきのやぎのがらがらどん』(ノルウェーの昔話

/マーシャ・ブラウン絵/瀬田貞二訳/福音館書店)は、アメリ

カで初版が出てから 60 年、すでに古典といってよ

い、定番中の定番です。子どもたちに圧倒的な人気

がありますが、大人の目から見ても、ストーリーよ

し、絵よし、翻訳よしと三拍子そろったすぐれた絵

本だと思います。名前はどれもがらがらどんという

3 びきのやぎが、山の草場に出かけていこうとしま

すが、途中にはおそろしいトロルがいて…という単

純明快な出だしでストーリーが始まります。小さい

やぎ、中くらいのやぎ、そして大きいやぎと、トロ

ルとの出会いが 3回繰り返され、期待と興奮が高ま

るうちに、クライマックスを経て、まことに満足の

いく結末が待っている、という典型的な昔話のつく

りになっていて、子どもたちは無理なくおはなしの

世界に入りこみ、ドキドキハラハラの体験をしたあ

と、安心しておはなしの世界から出てくることがで

きます。アメリカの有名な絵本作家、マーシャ・ブ

ラウンの絵は、抑えた色遣いながら、力強いタッチ

でやぎたちやトロルを

描き出して、迫力満点。

北欧の山や谷を感じさ

せてくれます。瀬田貞

二さんの翻訳は、声に

出して読むとリズミカ

ルで調子がよく、がら

がらどんというネーミ

ングもぴったりで、「チ

ョキン、パチン、ストン。はなしはおしまい」と結

ばれる結末まで、見事な日本語の文章になっていま

す。我が子に、また、保育園、幼稚園、小学校、公

民館などさまざまな場で、どれだけ読んできたかわ

からないくらい、何度も何度も読み聞かせをしてき

ました。知っている子も多いはずなのに、この絵本

だけは、失敗したことがありません。 

いつでもどこでも、ほんとうに子どもたちがこわ

いくらい集中して聞いてくれ、読み手も聞き手も大

満足の 1冊です。 
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待ちに待った当日！中高生&大学生の女子たち

が、もぎりでお出迎え。「パンフレットどうぞ」と

笑顔で一生懸命対応しました。1100人を招き入れる

のは目まぐるしく忙しい。事務方で協力頂いた RCC

の方も、開演時間に間に合うのかヤキモキされてい

ました。ロビーには、TFC55の巨大パネルと YYY15

周年の歩みを展示。そしてスーツManと YYYスタ

ッフがお客様を席までご案内。仕事帰りでぎりに来

られる方も多く、少し遅れてのスタートに。TFC55

の幕が上がり、華やかな照明の中、軽快なドラムの

リズムから、3 人と凄腕バックバンドの音が会場を

包む。1 曲目からファンフラブの方たちは立ち上が

ってノリノリ！東儀さんも stand up の合図をする

も、呉の方たちシャイ？腰が上がらない…。こんな

にも心がワクワクしているのに(終了後、バンドをやっ

ている娘に聞いたら、ライブは立つけど、コンサートも立っ

ていいんじゃ～。と言っていた。) 3 曲目、東儀さんが

10 歳の息子さんの夢を応援する曲を紹介する時

「YYY さんは子どものやりたいを応援する団体だ

そうで、私と一緒なんです。」と言ってくださる場

面が。15年の歩みにもスポットがあてられた気がし

て嬉しかった。 

第 2部、装束を身にまとい観客席から東儀さんが

登場、笙を吹きながらステージまで厳かに歩く。古

澤さんも装束で登場…様になってる東儀さんと対

照的に、大人の服を着せられた子どものようで笑い

を誘った。雅な装いで演奏の後は coba さんのダン

スナンバー。「She loves you~ Nanananana…」耳

に残るフレーズとリズムで客席は総立ち！腕もふ

って踊る～！盛り上がれば止まらない！アンコー

ルもスタンディングオベーション！ 

皆さん「すごくよかった！」「ワクワクしたぁ」「若

返ったわぁ」と生き生きした表情で帰られました。

私は 2度目の鑑賞でしたが、心も体も踊るめっちゃ

楽しいコンサートでした。     (鑑賞部 岡本) 
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YYY15 周年記念事業『東儀秀樹×古澤巌×coba 

TFC55』はおかげさまで大盛況でした。ありがとう

ございました。 

設立から 15年、鑑賞部長として人形劇・舞台劇・

狂言・マジック等たくさんの舞台を呉の子どもたち

に届けてきました。 

今回の TFC55 はライブコンサート、しかもこれ

までで一番大きな企画、やると決めた時には正直、

『有名な 3人とはいえ、本当にチケットは売れるの

だろうか？』と不安な気持ちでいっぱいでした。で

も、決めたからにはその魅力を最大限に広報できる

ように色々調べました。ラジオ CM に加えテレビ

CM にも初挑戦。9 月には下見がてら東広島の公演

へ。大迫力でノリのよい演奏にテンションあげあ

げ。自信を持ってすすめられると確信。 

11月にチケット販売をスタートすると、評判もよ

く、ほぼ毎日のように申し込みや問い合わせが。や

っぱり凄い人たちなんだ！と実感しました。 

毎年、鑑賞部の目標として「会場いっぱいの人で

観る」を掲げてきましたがなかなか実現できず、あ

きらめかけていました。どの作品も終わった後は

「楽しかった。満足した」との感想に、人数が少な

くても参加した人が喜んでくれたならよかったと

自分を納得させていました。 

しかし今回「ホールいっぱいの人で観る」を実現

することができて、とても嬉しかったです。数の力

はすごい。ホールから出てくる 1000 人の満足そう

な顔を見て、次も頑張ろう！！と力が湧きました。

時にはしんどいこともあるけれど、やっぱり鑑賞事

業はやめられません。 

これからも、子どもから大人まで楽しめる鑑賞事

業を目指します。(鑑賞部長 福田) 
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今年の呉の成人式は、残念ながら雨…。全国的には、振袖業者「はれのひ」のこともありましたね。 

一生に一度、本当に楽しみにしていただろう日が台無しになった人も多くいて、許せないニュースでした。

呉では悪天候のせいか、今年はあんまり街中で晴れ着姿を見かけませんでしたが、事務所には 6 人の新成

人が顔を見せてくれましたよ～。(宇都宮) 

←現在鳥取の大学に通っている

ゆみちゃん。やんちき通信にもよ

く原稿寄せてくれてます。年末

は体調を崩してたらしく、抱負は

「健康にすごす」だそうです。若

者なのに…(笑) 

↘ちょ～お久しぶりだった青瀧さ

ん。現在、呉を離れて求職中。い

い仕事見つかるといいね！「ち

ょいちょい事務所に寄るよ」っ

て。また寄ってね！ 

←2 年連続で 10 月の「忍者まち

を走る！」に大人スタッフで参加

した金川さん。呉市外在住なの

で直接は会えませんでしたが、

写真を送ってくれました！あり

がとう！ 
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←成人式でなんと USJのペアチ

ケットが当たった後藤くん。「一

緒に行く人探します」だって(笑) 

USJなら見つかるよ！ 

↑大学ではアカペラサークルに

所属しているえみちゃん。子ども

の頃 YYYのイベントに参加してま

した。「音楽を精一杯たのしむ♪」 

→着物の柄も帯も華やか

な色だったみおちゃん。

「真面目にコツコツがんば

ります」だって。すでに十

分真面目だと思うよ(笑) 

←着物も髪型もとっても個

性的だったちあきちゃん。

アパレル関係にお勤めだと

か。「とにかく楽しみます」

との言葉そのまんま、ムー

ドメーカーで撮影を盛り上

げてくれました！ 

↓この 4 人は、片山中の同級生。

「片中ポーズして」って無茶ぶり

したのに応えてくれました(笑) 

ありがとう！ 
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設立 15 周年おめ

でとうございます。

呉おや子劇場の時

代から考えると、ず

いぶん長く活動さ

れています。ここま

で続いてきたのは

役員のみなさん、そ

して会員のみなさ

んの努力のたまも

のだと思います。時

代とともに活動内容は変わってきたのだろうとも

思います。しかし変わらぬ魅力（強さ）があったの

だろうとも思います。 

2006 年に、会員のみなさんを対象にしたアンケ

ートを行ったことがあります。その中で次のような

特徴が浮かび上がりました。第一に会員のみなさん

の活動はゼロからというより、みなさんの持ってい

る既存のネットワークからスタートしている（YYY

のことを聞いた相手、入会にあたって影響を受けた

相手に知り合いが多い）。第二に既存の関係から出

発した活動が、自分の成長、新たな関係財をつくる

きっかけになっている。例えば子ども会員では「そ

の友人が遠慮無く話せる相談相手になったこと」、

「自分がいろいろできることに気づいた」、「大人の

ことや社会のことについて考えるようになったこ

と」などが挙がっています。おとな会員も、「子育

てや教育について問題意識を持つようになったこ

と」、「広く社会について問題意識を持つようになっ

たこと」、「自分の可能性が開かれた気がする」など

が挙がっています。 

このような有効性感覚を生み出すのは、舞台芸術鑑

賞活動、キャンプ活動、居場所づくり活動の活動方

法にあるでしょう。YYYの魅力はみなさんが創り上

げてきた活動方法にあるように思います。YYYは地

域社会に根を下ろすと同時に、地域社会を豊かにし

ています。これからもますます発展することを願っ

ています。     (広島文化学園大学 大藤文夫) 


