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残暑お見舞い申し上げます。今年の夏は暑かっ
た！マジで暑かった！災害に断水、いたるところで
起こっている交通渋滞。台風がいくつか通り過ぎ、
やっと朝晩ちょっと涼しく感じられるようになった
今日この頃、みなさんいかがお過ごしですか？YYY
は、おかげさまで星空映画会が無事に終わり、秋の
イベントの準備をすすめているところです。

能と判断。呉市の地域協働課を抱き込み、無事に役
所にお招きすることができたのでした。地域協働に
「まちづくりに
今回は、懐かしいお話を 2 つ。一つ目は、5 年前 ついての事例発表後、横山市長から、
女性が活躍するという発想がありませんでした。ぜ
のお話。
先 日 、 毎 週 土 曜 送 ら れ て く る LINE NEWS ひ、ウチにも来てください！」と有り難い言葉をか
MAGAZINE に「渡れるのは年に 1 度だけ．
．
．香川・ けて頂きました。一瞬、マジで三豊に引っ越そうか
（笑）その横山市長、残念なが
津嶋神社の“しあわせ橋”という記事をみつけまし と迷ったくらいです。
た。そこには、
「1 年に 1 度、8 月 4 日～5 日の『夏 ら昨年 11 月にお亡くなりになられたのだとか。やる
季例大祭』に開放される香川の『津嶋神社』
。津嶋神 気のある、親しみやすそうな方でした。市民のみな
社と対岸を結ぶ『つしま橋』は、このときだけ渡れ さんからも慕われていたようで、お別れの会には
るようになります。
『しあわせ橋』とも呼ばれており、 1,400 人が参列されたそうです。心からご冥福をお
この橋を渡ると、子ども・カップル・夫婦に幸せが 祈りいたします。
訪れるとされているとか、瀬戸内海の夕陽とともに
もう一つは、10 年ぶりに参加した第 6 地区の夏祭
見る橋は、言葉を失うほど美しいそう。…」との説
り。懐かしい人たちから、ガンバっとるね！変わら
明がついていました。
5 日は my birthday！行けるものなら、行ってみ んね！と、嬉しい声をたくさんかけて頂きました。6
たいじゃん！と思い立ち、香川のどこにあるのかを 地区の夏祭りは、YYY が片山コミュニティひろばを
運営していた当時に地域と一緒に立ち上げたイベン
調べてみると、なんと香川県三豊市！
三豊と言えば 5 年前、市長さんをはじめ、自治会 ト。最大の見せ場であるナイアガラ花火は、ひろば
長さんや総務課職員さんなどが、総勢 25 人で呉市を のファイナルイベントの最後にやったのが始まり
視察に訪れて下さった自治体。めっちゃ懐かしい！ で、毎年恒例になっているのだそう。久しぶりに、
あの時は、YYY へ研修に来たいと、突然の申し入れ 運動推進協議会のみなさんと健康くれ体操をした
があったものの、前の狭くてお世辞にもキレイとは り、地域の人たちとおしゃべりしたり、ニセ金魚す
言い難い事務所に 20 人余りを招き入れるのは不可 くいに挑戦したり…と、楽しい時間を過ごしました。

次回は、

心の
ストライクゾーンを
ひろげよう！
講師：広島文化学園大学保育学科教授

田頭 伸子

人形劇『あなたがうまれるまで』の応援企画！
YYY ではおなじみ、田頭先生のミニ講演会！
参加お待ちしていまーす！！

【日 時】9 月 11 日(火)19:30～21:00
【場 所】YYY 事務所
【参加費】1200 円(資料・おやつ付)
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その女(ひと)はやってきた！白いシャツに黒のパ
ンツにハスキーボイス！おとな塾が始まって間も
ない頃、抱腹絶倒の青年海外協力隊体験を語っても
らって早○年！あの頃と変わらない元気の良さと
笑いのセンスで、出﨑直美さんのその後の軌跡を聞
かせてもらいました。
「今の時代なら、自分はきっと ADHD と診断さ
れる！」と笑顔で話す出﨑さん。「誰でも多かれ少
なかれ変わった面を持っとるじゃん！あたしは、と
にかく落ち着きがない。じっとしていられない！で
もみんな、多少かわったとこあるじゃろ？発達障害
分析すればどこかに当てはまるよねぇ～。」自分を
「あたしは変人枠で生きている」とあっけらかんと
話す。
帰国後、NPO を立ち上げ小規模作業所「ぽこあ
ぽこ」の運営を始めた出﨑さん。法律が変わり、社
会福祉法人と同じ事業ができるようになった「ぽこ
あぽこ」で、障害を持つ人やその家族のニーズを汲
み取り、事業を展開していく。移動支援やショート
ステイなど、利用者の立場に寄り添い新しいやり方
を取り入れた。その間出﨑さんは、簿記等の経営に
関する勉強のほか、とにかく必要と思われることを
次々に学び、経営も順調に。
「ぽこあぽこ」の運営は「机に座るだけの働かな
い人はいらない。ひとり一人がしっかり稼ぐ！(笑)」
とみんなが winwin の関係でいられること、また内
職に追われてしまうような仕事はやめ、「給料は少
ないけれどこんなに楽しいよ！！」と言える職場作
りを心がけたそうだ。

出﨑さん自身も楽しい事をとことん追求するら
しい。「仕事大好き！趣味も大好き！」で、今はロ
ッククライミングにどっぷりはまっているそうだ。
現在「unica(楽しい女(ひと)の意味)」という事業
所を立ち上げ、障がい者の相談を受けている出﨑さ
ん。他にもスクールソーシャルワーカーや青年後見
人も請け負うなど精力的に仕事をこなしている。朝
7 時～10 時に事務仕事、その後外勤という日課。
それでもとにかく“楽しい！”そうだ。組織では、
報告書など書類の整理が必須だが、ひとりの仕事だ
と、そこに注ぐ力を、必要と思われる仕事にまわせ
る。自分のペースで仕事ができる。「損得で仕事を
選ぶのではなく、来る仕事は基本断らない。今まで
もまじめにやって来た事が、次の仕事につながった
という信念があるし、何よりまじめに仕事に取り組
むと楽しくてしょうがない。とにかく必要と思う事
は勉強する。それが自分の自信になる。」と話す彼
女。ユニークで人をほっとさせるお人柄＋仕事に対
しても筋の通ったとっても男前なのだ！！
将来の夢は、2000 万貯めて海外にシニアボラン
ティアに行く！事。彼女なら、絶対に行くだろうと
確信じみた気持ちになる。この人なら「楽しい！」
と笑いながら夢を叶えるだろう。その位バイタリテ
ィ－あふれ、信頼がおけると感じられる人だ。ニカ
ラグアから帰国したあやしいおとなのその後…に
は、まだまだ目が離せそうにない。
(山本さなえ)
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YYY のまわりはベビーラッシュ。泣いたり、笑ったり、変な声をあげたり…。赤ちゃんって不思議な生
き物です。9 月の人形劇『あなたがうまれるまで』を 100 倍楽しむために(笑)、赤ちゃんの可愛さの秘密に
ちょっぴり迫ってみました(*’▽’)

新生児微笑、って子育て中の方なら一度は聞いた
ことあるのでは？赤ちゃんはまだ目も見えないうち
からニヤ～っと笑うことがあります。嬉しいとか楽
しいとかで笑おうとしてるわけではなく、顔の筋肉
がピクピクっとしてるだけ。新生児微笑とか生理的
微笑とか言われています。寝ている時や起きている
時にいつでもあらわれ、この笑顔によってまわりの
反応を確認し、笑顔の意味を理解していくそう。
生後 3 か月ぐらいになると、まわりの人があやし
たり笑ったりするのに反応して笑うようになりま
す。これは社会的微笑といって、親や身近な人と同
じ表情を作るように脳が指令を出すからなんだと
か。大人が笑うと笑い返したり、パパママの顔を見
るとニコっとなったりという自然な反応で、はっき
りとした感情はありません。でも視覚や聴覚がどん
どん発達して、まわりの声や顔をどんどん真似しよ
うとするので、どんどん触れ合って刺激を与えると
いいそうです！

赤ちゃん
が笑うのは、
お世話して
もらうため
と考えられ
ています。生
まれてから
かなり長い
期間、自分だ
けでは生き
ていけない
ため、養育者
をひきつけ、養育を引き出す必要があるからです。
泣いて保護者を引き寄せ、笑って引き留める、そう
いう武器を持っているのです！ゴリラの赤ちゃん
も笑うそうですよ！
ちなみに、大人のように何かを見て笑ったりする
ようになるのは 1 歳ごろからとも言われています。

赤ちゃんは人間だけでなく、ちょっと前に話題だ
ったパンダとか、サルやクマの赤ちゃんも「可愛い」
と感じますよね。大きいな丸い目、やわらかい頬、
手足もなんとなく丸い感じ。
これって赤ちゃんが可愛く生まれてるんじゃな
くて、私たち大人の方が、こういった丸い存在を「可
愛い」と思うように進化してきたんだとか！ぬいぐ
るみやキャラクターも丸いのが多いのは、たくさん
の人に愛されるため。赤ちゃんは次の世代の遺伝子
ですよね。
さらに、よその子も可愛いと思うのにも理由が。
人間のような社会性の高い動物は、仲間がみんな赤
ちゃんを可愛いと思ってくれると都合がいいから
だとか。安心して仲間に預け、食べ物を探しに行け

ます。危害を加えられる心配もないからなんだそ
う。哺乳類はだいたいそういう風にできていて、動
物も赤ちゃんを見ると「あー可愛い」と思っている
そう(笑)
でも近年、子どもの声がうるさいとか議論になっ
てること増えてますよね…。これって生物として次
の進化段階に入ってきてるんだろうか…？100 年ぐ
らいたったら、丸い物を見ても可愛いと思わない生
物＝人間…とかなってたら怖いなぁ(笑)
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ちょっと前、イタリアにいって来た。フィレンツ
ェという日本で言えば京都に相当する場所。目的は
教会を訪ねることだったけど、もちろんワインも浴
びるほど飲んだ。
イタリアはヨーロッパだ。向こうには貴族がまだ
いっぱいいる。もうそういう制度はないけど心は
錦、貴族の末裔として過ごしているのだという。
今日のキーワードは【ノブレス・オブリージュ】
、
200 年ぐらい前からヨーロッパで言われている『高
貴なものには果たすべき義務がある』というもの。
インドで耳にした、『貧しいものは施しを受ける権
利がある』と対になっている言葉だ。
今日風に言うならば金持ち、有名人、権力者、高
学歴者は「社会の模範となるように振る舞うべき
だ」ってこと。
…いつも海外では猫を探すのだが、ひどい顔をし
た奴や手足のない障害のある彼らがよく生き延び
ているのはこういった背景があるのだろう。

こんにちは！町田愛実です。新しく増えた家族と
ともに小学校生活最後の夏休みを過ごしています。
さて、この度の災害では土砂や停電、断水などの
被害に遭われた方がたくさんいらっしゃると思い
ます。その復旧ため、全国から自衛隊さんや、ボラ
ンティアの方が来てくださっています。
自衛隊さんは、広のオークアリーナで雑魚寝を
し、缶づめのご飯を食べ、服も 1 日に 1 度しか着替
えずに作業に励んでくれています。
また、自衛隊さんだけでなくボランティアの方も
全国各地から来て、暑い中頑張ってくれています。
そんな中、「私も何かしたい」と思っても、小学
生である私は、ボランティアに行く訳にもいかず、
お母さんのように乳飲み子がいる人や、おじいちゃ
んのように商売をしている人も行けません。
皆が頑張っているのに何もしないのは後ろめた
い、自分も何かできることがあればしたい、そう考
えていた時に思いついたのが、「横断幕」を作るこ

大人は子どもにとっては権力者だから、子どもに
対して模範となるべく振舞わなくてはならない。僕
は法事でよく子ども達に言う。『大人の言うように
しなくていいから、大人のするようにしなさい』。
おとなにも刺さる言葉だ。(>.<)
自分が恵まれてい
るのに怒りや愚痴や
貪りに取り付かれな
いためにも、
「私は恵
まれている」と宣言
しよう。そしてその
恵みを社会に、子ど
も達に還元しようじ
ゃないか。

とでした。自衛隊さんやボランティアの方をはじ
め、呉のためにがんばっている人たちに伝えきれて
いない感謝の気持ちを、私たちの代弁として伝えて
くれたらと思います。
YYY では、荘山田小学校での星空映画会の前に、
たくさんの子どもたちに横断幕にメッセージを書
いてもらうことが出来ました。また、“土曜夜市”
や“チャリティこどもまつり”などでは、書いても
らうだけでなく幕を作るための募金もしてもらい
ました。これをきっかけに今、自分に何ができるの
か考えてもらえたら幸いです。
みなさんの協力のおかげで無事、呉市体育館・オ
ークアリーナ前・広商店街入り口に横断幕を掲示で
きました！！
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災害から 1 か月以上がすぎ、小中学校は 2
学期が始まりました。まだまだ復旧作業中のと
ころもありますが、そんな中でも、子どもたち
にとっては 2018 年の夏は今年だけ！それぞれが夏を楽
しんだ様子を特集します。

8 月 26 日（日）
、江田島小学校で、江田島では
4 回目となる星空映画会を開催しました！！今
回は、復興応援ということで無料開催だったこ
ともあり、過去最高の参加者となりました。
開催を重ねるごとに大人だけの参加者も増
え、夜の小学校で海風に当たりながら観る映画
が、少しずつ江田島の夏のイベントとして定着
しつつあるのかなぁと嬉しく感じています。
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江田島では、2 年目以降、ミニ夏祭りを同時
開催しています。今年も実行委員会を立ち上
げて準備を進めて来ましたが、毎年この実行
委員会の個性の強さが最高すぎるんです
っ！！ 準備段階から何度腹を抱えて笑った
ことか笑。今年は、地域の皆さんが子ども達
にとたくさんの協力をしてくださり、実行委
員会での出店を含めて 15 店舗が並ぶ賑やか
なものとなりました。
ミニ夏祭り開催の趣旨のひとつに“子ども
達と一緒にイベントを運営したい”という気
持ちがあります。毎年試行錯誤していますが、
今年は少し手応えを感じた回となりました。
というのも、よく代表の和子さんが「イベン
トはね、イベントすることが目的じゃないん
よ」と言われるのですが、何となくそのこと
を体感できたかも！？と感じています。
今年は、小・中・高・大と 30 人近くが当日
スタッフとして参加！！企画の大枠を大人が
考え、当日はブースごとに係を決めて、当日
スタッフに任せたことで、スタッフが主体性
を持って動いてくれました。大人も含めると
90 人以上の方が当日の運営に関わって下さっ
たので、2 チーム編成にし、半分ずつ休憩を取
り、夏祭りも楽しめるようにできた点も良か
ったです。今までのつながりに支えてもらい
大盛況な会でしたが、余裕をもって運営でき
たことで、当日にたくさんの新たなつながり
が生まれ、その点が何より良かったなぁと感
じています。
満月の下、心地よい海風を感じながら、友
達と映画を観れたことが、江田島の子ども達
の夏の思い出として心に残ってくれますよう
に☆彡(府川渚)
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この夏、猛暑、災害、市営プールや学校の工事と、
いろいろ重なって子どもたちは遊ぶ場所もままな
りません。子どもと関わる大人は皆、少しでも楽し
い時間を作りたい！って思っています。
トロルの中にも災害後、そんな子ども達を応援し
たい！と切望し、あちこちに働きかけているメンバ
ーがいました。それで、8/5 復興チャリティー子ど
もまつり、8/21 安浦保育所、8/28 天応の託児スペー
スで上演しました。

夏休み恒例の児童会公演も 7 校、3 人チームで行
きました。
どこに行っても先生たちは口々に、「こんな時だ
からこそ、いっぱい楽しいことをしてやりたいんで
す！」と言って、喜んでくれました。
人形劇やパネルシアター、紙芝居。子どもたちは
大きな声で応えてくれて、あっという間の 1 時間。
こっちも元気が出ます。
私達にとっても、暑くて熱い夏でした。(米本)

カメラマンでついて来て
くれた人が、先生たちの言葉
を聞いて、「現地で土砂かき
の手伝いするのももちろん
だけど、こういうのも必要な
ボランティアなんじゃ。」っ
て思った、と言ってた。
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7 月、
「子どもおたすけ隊」って活動を始めました。
天応地区で小さなお子さんを預かったり、親子で気
軽に遊べるひろばを開く活動です。月～金曜日、JA
天応 2 階に 0 歳児から小学 1・2 年生の親子さんが
遊びに来てくれています。
大雨の後、「子どもの事で何かできないかな？」
と考えるようになりました。でも、被災された親子
の様子はなかなかわからず、「こりゃ、行かなき
ゃ！」と思い拠点になる場所を探しました。
そこからが早かった！同じ思いを持っていた友
人が一緒になり、JA 天応が場所を提供してくださ
ることに。どこから伝わったのか？「やるなら支援
するよぉ～」とひろしまこども夢財団の職員さんか
ら言われ、広大の先生や助産師会、妊産婦と女性を
守る国際 NGO が支援物資を持って応援に。あれよ
あれよと言う間に開所しました。
「子どもの支援をする！」と場所を作るだけで、
あっという間に人や
物が集まったことに、
これまでの災害のこ
とが活かされている
んだと感じました。

天応地区の親子さんは被災されていても「自分の
家はそんなに…。」と言われます。物資を薦めても
「もっと大変な人にあげてください。」と辞退され
ます。日本人って我慢強いんだと思うと同時に、
「あ
なたは支援を受けていいんですよ。」と背中を押す
人が必要だと思います。また、普段気丈な方の、
「手
配がついた車に乗って買い物に出かけた時、日常が
少し戻ったと感じ涙が出てきた。」との言葉に、今
は誰でも傍で寄り添う人が必要だと思いました。天
応地区は子どもの数が少なく、「しんどい」と言い
にくい世帯もあるかもしれません。少しでも力にな
れたらと思っています。(山本さなえ)

こんな時だからこそ、地域で
元気を出そう！と市内各地で夏
祭りが行われ、多くの人でにぎ
わいました。これから文化の
秋！ますます盛り上がっていき
たいですね！(まゆまゅ)
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今回は、お盆の帰省で呉に帰ってきたときのお話
をします。今夏は、西日本豪雨の影響で街がどんな
風に変わってしまったのか、正直少し不安を抱きな
がら帰省しました。しかし、実家や見知った道がそ
こにきちんとあって、家族と安心して過ごすことが
できたので、呉は変わらず私の故郷でいてくれたん
だなと、ホッとしました。
でも、もちろん、街には豪雨災害の爪あとも残っ
ていました。高速道路が寸断されている・電車が来
ない・新しい道ができているといった非日常のこと
だけでなく、祖父のお墓の物置台の角度が変わって
いる・実家では買ったことのないペットボトルの水
が出てくる・祖母の畑の夏野菜の収穫が少ない…な
どの、日常の些細な違和感まで。大きな被害状況は
ニュース映えしますし、どこにいてもよく伝わって
きます。でも、小さな違和感はここに昔住んでいな
ければ気付かなかったかもしれないもので、地元の
苦しみの破片を見たようでした。
きっとみんないつも通りじゃない日が続いたん
だろうな。わたしがこの夏に見たいつも通りの静か
な瀬戸内の海は、水の恐ろしさと呉の美しさを象徴
する、諸刃の剣でした。

また、この帰省で岡山県の倉敷にも行きました
が、風評被害のためか、1 年前に訪れた時より観光
客が少なかったように思います。倉敷も一部では甚
大な被害を受けましたが、美観地区は相変わらず美
しかったというのに。
私は、人や街を元気にできるのは、やはり人だと
思います。皆さんが早くいつも通りを取り戻せます
よう、この世界の片隅から祈っております。

旬のお気に入りアイスと
つづるコラム(ﾉ≧)≦ڡ

先日、自転車がパンクしてしまったので徒歩で帰
っていると友人が通りかかり、学校の話とか別の友
人の話などを楽しみました。一番盛り上がったのは
サッカーワールドカップの話。友人は全タイムを録
画で見たそうですが、私は長い時間見るのは出来無
いので、早送りをして点が動く瞬間だけ観ました。
それでも充分楽しめました。
「大迫ハンパ無いって」
のフレーズが流行りましたが、私的には「チーム力
半端ないって」って思いました。
サッカーは全くやった事が無いので専門知識は
ありませんが、予選での日本チームの時間稼ぎがテ
レビで何度も取り上げられ、初めは、「あぁ、良く
ない事をしたのかなぁ」と思いました。だけど、ヨ
ーロッパのある国の代表はアフリカ系の黒人ばか
りを集めて強化を図っているということがあるこ
とを知り、それはいいのか、と思いました。意見は
それぞれだと思いますが、私はそれを踏まえると、
日本チームがやったことも戦術の一つとして批判

する程の事でも無い気がしました。相手に取られな
いくらいの正確なパスをするのも、素人には真似で
きないです。カッコいい！
4 年後、ずーっと推しであった長谷部選手がいな
いのは残念ですが、新生日本代表で是非ともチャン
ピオンカップを掲げるサムライブルーを見たいな
ぁと思います。
今月食べたおスス
メアイスはスーパ
ーカップのチョコ
ミント味！サムラ
イブルーとともに
綺麗な青色にテン
ションが上がりま
す。食べると特有の
スゥーっとするミ
ント感が良いです。
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空＠空☆ガ。の

今年の夏休みは電車が動いてないってこともあ
り、呉市内に引きこもりの休みとなりました。子ど
もたちは児童会に行ったり夏休み保育に行ったり
だったので、毎度のことながらほぼ通常営業(笑) ド
リル系の宿題は毎日児童会で少しずつやっていた
ので、かなり早く終わったようです。私は小学生の
頃、8 月ラスト 1 週間に駆け込みで終わらせるタイ
プだったので、わが子すごいな…(笑) 母はまだマル
つけ終わってないよ(￣▽￣;)

当日「今から行ってもいい
ですか？」も OK なんだっ
て！とにかく相談したいと思
ったら気軽に電話してくださ
い、ってことでした(^^)/

その日は、求職者登録するために、申請用紙を書
いて相談へ。担当は女性の職員。現在の私の状況、
子どもの人数・年齢、子どもの就学・就園状況など
を細かく聞き取り。それをふまえ、1 日に何時間働
きたいか、など勤務希望を聞いてもらいます。子ど
ものお迎えの時間や、体調が悪い日、参観日や行事
など、つい色々ネガティブに考えがちなことを踏ま
えて、私がやろうと思っている範囲でできる働き方
を一緒に考えてもらえる感じです。
なんかそれだけで応援されてる気分になっちゃ
って単純だ(笑) なんだこれは。一億総活躍のための
さて、諸々の事情で現在、仕事を探しており…10 まずは就職活動の背中を推しましょうという流れ
年ぶりぐらいにハローワークに行きました。末っ子 なのかな？？それはそれで安倍さんの思惑に乗せ
のチビ坊を連れて、受付で求職者登録の旨を伝える られてる気もするね(笑)
後日、気になる求人をピックアップし、電話で「今
と、マザーズコーナーへの案内が！
日の夕方いいですか？」って予約して行きました。
あ、そうか、私、このカテゴリなのね(笑)
そこには子どもを遊ばせたり座らせたりできる そしたら、希望先の中に、求人票にはこう書いてあ
るけど、チラリ聞いた話では少し違うニュアンスの
小さなスペースが設置されていました。
よう…という案件などもあり、相談してよかった
このコーナー最大の特長は、
「予約相談ができる」 ー！さすが求職のプロ！私らではわからない、言葉
ことだそう！実はハローワーク、結構混んでいま のあや？みたいな部分を見抜いたり、こちらが疑問
す。子連れで長い待ち時間は…気が気じゃないよ に思っているであろう項目について、先方に聞いた
ね。ここなら、子どもの機嫌のいい時間帯などを狙 りと、とても心強かった！がんばろうー！って私も
気合入りました。いいよ！マザーズ！(笑)
って電話で予約を入れておけるんです。

8 月 20 日から JR 呉線一部が復旧しました。およそ 1 か月半ぶ
りの電車！私が乗るのはラッシュが落ち着いてからの便ですが、
災害前とほぼ同じくらいの利用者が。子連れや年配の方が多いゆ
っくりした時間帯だからか、あの大雨は夢だったんじゃないか…
って感じるほど、電車の中の空気がすごく日常で、不思議な感覚
でした。ここに乗っている人も、それぞれ被災して、そこから普
段の生活をがんばってて、少しずつ日常が戻っているんだなって
しみじみ。まだ道半ばの地域もありますが、それぞれができると
ころで踏ん張って日常を過ごそう、と思いました。
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災害後、地域の子どもたちに楽しい
時間を過ごしてもらいたい！と今年
も開催した星空映画会、無事終了しま
した。各小学校のスタッフの皆さま、
カンパを寄せていただいた皆さま、ど
うもありがとうございました！
明日からも皆さんが元気ですごせ
ますように！～YYY スタッフ一同～

秋山佳子・新井武人・飯川陽子・石川真紀子・石本江美・石本千佳・井上あやり・井上開晴・井上湧晴
牛上真之介・岡田拓也・岡本知子・岡本康子・小笠原朱育・小川おうらん・奥野ウエミ・小野桃和子
河内遥華・河内ゆうか・川本蒼一郎・川本真紀・河本真弓・久保玉子・久保直美・久保結愛・熊川祐輔
兒玉昌男・斉藤紀子・後藤典子・栄井美結・佐々木仁・塩崎一生・塩月暁翔・塩月航大・塩月美咲
住井かずま・住井かりん・妹尾千里・滝沢昭一・竹内美雪・立間津多子・谷美緒・出島奈津子・土井幸江
登田志乃・豊島智子・中里壮志・中里僚吾・中瀬愛哉・長田美穂・長原史幸・長原匡利・中村美幸
中村康子・中村幸恵・西川容子・西垣内艶子・花岡瑞貴・浜中康子・東智里・平田直樹・弘田俊恵
弘田楓華・福田聖子・藤井智大・藤井美穂・藤井裕大・古谷陽海瑠・松本和馬・丸屋杏子・三輪まみ
屋敷こずえ・山崎了慈・山田紋歌・山根純子・山根秀子・山本和子・山本賢治・山本陽也・横田知也
横山祐一郎・米本美千恵・渡辺愛羅
朝日町子ども会・弁天橋子ども子ども会・昭和中央小学校東ⅠC 子ども会・宮原 7 丁目子ども会・広風園
沖田子ども会
※五十音順・敬称略

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

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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