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特定非営利活動法人 呉こども NPOセンターYYY 広報誌 2021.4.25 発行 \200 

215  

 ４月２０日現在 
 子ども会員：１２７人 
 正 会 員 ： ３４人 
 賛 助 会 員 ：２３７人  

３１団体 

恐竜博士になりたい 

(たなか こうき) 

バスの運転手になりたい 

(つつみ りょうた) 

「折り紙博士」か、「かき氷屋さん」になりたい 

(あべ はやと) 

ピッカピカの一年生 

特集～やもじろうとはりきち～ 

知りたがり 
おとな塾 

わいわいアカデミー/ティーンズ+ 

高校生に伝えたいこと 
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なんとか無事に4月を迎えたかな？って思ってい

たら、またまた都会は緊急事態宣言。今年もどこに

も出かけられそうにない GW 目前の今日この頃で

すが、みなさんいかがお過ごしですか？ 

 

次のライフステージに進んだ皆さん、ぼちぼち新

しい生活に慣れてきたころでしょうか？この春、

YYYの TERAKOYA 1期生は、大学生・専門学校生

となり、北は北海道～南は九州まで、それぞれの目

的に向かって旅立っていきました。ついこの前、高

校に入学したと思ったら、もう大学生。彼らの成長

は嬉しいのですが、「帰りに事務所に寄りんさい

や！」っていう距離じゃなくなり、ちょっぴり寂し

い。でもそのうち、突然訪問して驚かせてやろう！

と企んでいるところです。 

 

以前にも書いたと思いますが、新しいステージに

進んでいく人たちは、多少の不安はあるでしょう

が、期待の方が勝っているのでしょう、みんな、キ

ラキラして見えます。羨ましい限りです。本人たち

は、適当に緊張もしているでしょうが、その緊張感

が、またいいんですよね。(笑) 

なので、新入社員とか、新入生とか見かけると、自

分も何か始めたい、新たな試みをしなきゃあとい

う、気持ちを掻き立てられます。とてもいい刺激に

なります。 

 

ということで、YYYでも、今年新たに、大学生が

企画する、学生塾（仮）を開塾します。大学生が興

講師：中本 克州（呉市社会福祉協議会会長) 

味あること、例えば選挙、今年は今現在、参議院補

欠選挙中ですが、近々、衆議院についても解散する

のでは？との噂が流れています。そしたら衆議院選

挙。さらに秋には市長選挙もありますが、どうやっ

て立候補者のことを知るの？何を判断基準にすれ

ばいいの？などの素朴な疑問について座談会形式

で意見交換をしたり、また自分たちがそれぞれの学

校で学んできたことの情報共有をしたり、まちづく

りで頑張っている若い人たちの話を聞く機会をつ

くったりしたいそうです。若い人たちの企画、今か

ら楽しみです。 

 

ところで、私が週一で勤務している学校でも先週

から今年度の授業が始まり、新入生とご対面してき

ました。今のところやや緊張気味の彼等、猫も犬も

いっぱい被っている様子でしたが、化けの皮が剝が

れるのは時間の問題かと。こちらも彼等がどんなこ

とに食いついてくるのか、試しにいろんな球を投げ

ては様子を窺っています。この駆け引き、それなり

に気を遣って疲れるのだけれど、毎年とても興味深

い。出会いの多い新年度、新緑の眩しさと初夏の陽

気…やっぱりこの季節が大好き！ 

 

【日 時】5月 12日(水)19：30～ 
【場 所】生涯学習センター   
【参加費】1200円 

KUSO金  PART2 
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―啓発広報部 おとな塾― 4月 14日(水)生涯学習センター 参加者 19名 

これまでの私は、占いは自分に都合が良ければ信

じる程度で嗜んでいました。運勢というものが結果

論に思えていまいち信じられないからです。今回の

おとな塾もよくある誕生日占いのイメージで、良い

結果が出るといいなぁと軽い気持ちで参加しまし

た。しかし、数秘術は統計学的にも支持されていて

デタラメではないとのこと。実際に有名人の誕生日

とその人生を比較してもかなり正確。これができる

ようになったらすごいことなのでは！？と夢中で

メモを取りました。 

そして、その秘密の計算方法で自分の誕生日から

スピリチュアルナンバーなどを算出。第一印象は、

当たってる…のか……？という感じでした。しか

し、その結果を周囲の参加者さんや講師の先生と共

有してみると、自分ってこんな面もあるんだと実

感。数秘術は当たる/当たらないというよりも、本人

も気づかない新たな自分像を発見させてくれる魅

力があるのかもしれません。先生も悩んだり迷った

りしたときのヒントにもなると話されていた数秘

術、とても奥が深くて極めると面白い分野だと感じ

ました！ 

家に帰ってからも、家族の誕生日を使って数秘術

を披露すると大好評。一躍人気者になって占い師に

なった気分が味わえました。とは言っても、今回学

んだのは数秘術入門ということで発端のほんの一

部だけ。更に突き詰めて学べばどんな風に活用でき

るのだろうかと、数秘術の世界についてもっと知り

たくなりました。 

大学生企画第 1弾！…のプレ企画として、今回は

呉市議さんをお招きして議員の仕事、選挙で候補者

を比べるときに注目したいことなど、様々なお話を

伺いました。私は早生まれのため今回が初選挙で

す。選挙権を持つ身として、きちんとした根拠を持

って投票所へ向かいたい！と座談会に臨みました。 

議員の仕事は国か地方かによって違い、国会では

国全体を捉えた立法や予算配分、地方議会では地域

に根差した条例や予算の設定、住民の声を政治に反

映させるなどがあります。社会科で学んだことでは

ありますがおぼろげにしか覚えておらず、他人事に

していたのかと反省。席について議会で予算やら行

政方針やら話し合っている…という勝手なイメー

ジがありましたが、実際の議員さんの仕事は「足で

稼ぐ」という言葉のように色々な場所へ出向き様々

なものを目にする必要があるようです。 

そして、そんな仕事を任せられるのはどのような

人物なのか検討。どんな理想の街ビジョンを描いて

いるのか、街づくりに関わる人々と対話ができる

か、住民の声をどのように拾っていくのかなど様々

な比較尺度が挙がりました。私は候補者の実績や公

約しか思いつかなかったため、目から鱗。やはり三

人寄れば文殊の知恵、一人で考えるよりも、多様な

意見を聞きながら考える方がより思考が深まると

実感しました。殊選挙については多面的に候補者を

捉えることが重要、私も周囲の人や家族と一緒に考

えてみたいと思うようになりました。 

選挙権は、政治参加を求めた民衆が長い時間をか

けてつかみ取った大切な権利。その想いを引き継い

で全うすべく、じっくり考えて1票を投じたいです。 

(芥川愛花里) 

数秘術入門 

講師：椎江さん(Cちゃん) 

SENKYO座談会 
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  ―2021こころゆさぶる YYY鑑賞事業 1・2・3元気応援隊！― 

や 
も 

じ ろ 
う 

と は り き ち 
 3月の「ぼくピンチなんです！」に続く、第 2弾「やもじろう

とはりきち」。つげさんは、やっぱり凄い！始まるのをまだかま

だかと、待ちわびる子どもたち。そこへつげさん登場、「では、

さっそく始めます。」と言っただけで会場からくすりと笑う声。

つげさんがノって「さっそく！」「さっそく！？」くるくる変わ

る表情に大きくなる笑い。「なにがおもしろいのかわからないけ

ど、さっそく！」と客席と一緒に笑いながら始まった。 

ひとつめは「ゆらゆら」。ゆれるハンモックに乗り

たいひよこ・いも虫・かに・ぶた…けれどうまく乗

れない…。ズレたり、落ちたり。大人からは「あぁ

ぁ～」子どもからは「がんばれ～」「あともう少し」

と掛け声が。まるで生きてるみたいに人形が動く。

みんな、舞台に釘付け～！！無事ぶたさんがハンモ

ックで、気持ちよさそうに眠る姿に癒されるぅ～♪ 

ふたつめは「やもじろうとはりきち」。 

声の使い分けが絶妙！！登場する動物たちは、ヤ

モリ・ハリネズミ・イヌ・カエル・ネコの 5匹なの

だけど、1 人で演じているとは思えない！！特には

りきちの声が可愛らしい。 

やもじろうが、ネコに襲われて緊迫した場面！ひ

ょうひょうと割り込んでくるはりきちの態度に、み

んな思わず笑っちゃいました！ 

 

つげさんすごい！ゆらゆらの時は次から次に人

形が出てきて、えー！これほんとにひとりでや

ってんの！？びっくりしました。私はヤギ１匹でも

いっぱいいっぱいなのに…さすがだぁって思っ

たのと、やもじろうとはりきちはサッカーするシ

ーンが好きで、頭で受け止めてぶしゅーって穴

が開くのがすごくかわいかったです！ 

なかなか外出できない中、子どもと非日常の体

験させてあげれ楽しそうな顔を見れて、楽しか

ったかったです。大人も楽しめました。   
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4月 24日(土)14：00～ ビューポートくれ大会議室 参加者 130名 

当日がせまった週末、子どもがたくさん遊んでい

るであろう広公園へ宣伝に！！直前企画として「ジ

ャンボ SUGOROKU」をやったよ！幼稚園児～おと

なまでが集まった。幼稚園児が抱えるのがやっとの

大きさのサイコロに、飛び込みの参加も。進むコマ

は自分たち。5 チームに分かれて自己紹介し、チー

ム名を考えてスタート！「せ～の！」で転がし「○

がでたぁ～！」と進む。「お昼寝で 1回休み」や「ビ

2回目の公演。前回で自信をつけたトロルメンバーが、バージョ

ンアップ！子どもたちの視線は釘づけ！トロルの迫力に、子ども達

の泣き声。音楽に合わせて手拍子も！こじんまりとした和室が、あ

っという間に熱気に包まれた。 

ックチャンス」のマスがあり、どこまでいけるか、

見定める子どもたち。「『ビックチャンス』に何かあ

るよ。」と興味津々。チームについた大人もギャラリ

ーも楽しそう！「アイ～ン！のポーズ」のマスは母

たちのシャッターチャンス！大きすぎるサイコロ

は転がりにくくてそれがまた笑えた！また、やりま

しょ～！(おかもと) 

ジャンボ SUGOROKU でちょっと宣伝♪ 
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バスで 5時間フル充電後、太宰府天満宮に到着。

太宰府ではお馴染みの学問のお守りを購入。これで

学力 UP？？次に吉野ケ里遺跡、いや～思っていた

より広くてびっくりしました！友達と迷子になり

ながらも弥生時代について学びました。「弥生時代

意外と行ってみたいかも」と思ったりもしました。

この日の夜はホテルで、修学旅行ならではの恋バ

ナ。夜遅くまでキュンキュンしました♡ 2日目、朝

早くからグラバー園へ行きました。ハートの石を見

ることができて、なんだか恋が叶いそうです。平和

祈念館では広島とは違う長崎の原爆の映像を見ま

した。その後は、平和記念公園で長崎の平和記念像

の意味を、ガイドさんから教わって、少しだけ頭が

よくなった気がしました。海きららのクラゲは驚く

ほどきれいで、かわいかったです♪1 度でもいいか

らくらげを飼ってみたいな。 

1 番楽しみにしていたハウステンボスホテル。噂

で夜景がきれいと聞いていましたが言葉に表せな

いほどきれいで、「ここに住みたいなぁ、ずっと見て

いたい」と思いながら寝るまでずっとうっとりして

いました☆旅の最後の行き先は、夢のハウステンボ

ス。4 時間という短い時間で、行きたいところは全

部回れなかったけど、友達との思い出が作れてよか

ったです。               (虹陽) 

延期になってた修学旅行！楽しみにし続けてやっと念願叶いました 

待たせたぜ！九州！ 

年度の途中から始めた「わいわいアカデミー」。小

学校高学年以上の子たちと一緒にアカデミックに

活動しよう！と「いもに会」の企画をしたり、ロー

プワークをしたり、クリエイターになろう企画など

を実施してきた。初年度の区切りとして 4月 3日、

初代わいわいアカデミー修了式を行った。 

前日、ハイティーン女子 2人と一緒に準備。黒板

いっぱいお祝いモードの絵や文字を描こう！椅子

はこう配置して、修了生に花をつけたい！と次々に

アイディアを出し、実現していく。そのパワーに大

人の私たちは気圧され気味。彼女らが幼稚園・小学

生の時から知っているだけに、その頼もしさ、成長

ぶりに感慨深い。 

打ち合わせ通り、当日はあっという間に会場セッ

トが終わり、みんなを迎えた。そしてこれまた彼女

らが準備した BGMが流れる中、一人ひとり修了証

書を渡す。アルバムをめくるように事業でのその子

の様子が浮かんで来る。 

アカデミーの感想を聞くと「疲れた・疲れた・疲

れた！でも楽しかった」。そう！思うようにいかな

いこともいっぱいあるし、企画してスタッフしたら

参加者の 2倍も 3倍も疲れるよね。だけど深く関わ

った分だけ達成感も大きい。しんどかったことを乗

り越えて実現したことこそ、心に刻まれている。今

回はキッズポイントというシールを貯めていった

のだが、あらゆる出会いの度、経験をする度に「自

分の人生のポイントが貯まっていく」と私は思う。 

(くぼ) 

―子ども活動部わいわいアカデミー― 4月 3日(土)生涯学習センター 

修了式 
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あ、あなたは好きなこと、やりたい事を思いっきり

しますか？しませんか？この選択はものすごく簡

単で答えも決まっているのになぜか難しいですよ

ね。僕にも難しいです。でもその経験は受験や就職

などみなさんのすべての今後に関わってきます。な

ぜなのか、好きな事、やりたい事を思いきりやれば

そこにかけたエネルギーや時間、は必ずいつかあな

たや皆さんにとってプラスになり返ってくるから

です。これは断言できます。どんなに無駄だと思っ

た事でもです。今のあなたはやりたい事、興味のあ

る事を思いきり出来ていますか？恥ずかしさとか

捨てて、今を思いっきり楽しみましょう。私自身、

右も左も分からないアパレルでがむしゃらにやり

ました。すると今になってある事に気がつきまし

た。アパレルをやっていたはずなのにアパレル以外

のこともたくさんできるようになっていました。 

 

 

私が歩んできたこの5年間の活動はアパレ

ルの活動がメインでした。しかし今振り返って感じ

ることはアパレル以外の分野にも知識がつき、私の

チームのメンバー全員がそれぞれ様々なことの知

識や経験がつき人間として少しながら成長できた

かなと考えています。私がお伝えしたいことは様々

な体験や経験する事を今その瞬間に惜しまずに行

ってください。必ずあなたが想像することの何倍も

の何かが返ってきます。        (伊佐豊) 

今回から掲載させていただくことになっ

た伊佐豊(イサユタカ)です。私は 15 歳高校 1 年生

の夏にアパレルブランドを立ち上げ現在も活動し

ています。その他にも音楽活動も行っています。こ

の記事を通じて、少しでも中高生の皆さんの考える

きっかけになればと思い書かせていただきます。 

 

 

早速質問ですが、『夢はありますか？』あな

たはどう答えますか？答えられない、分からないと

いう人もたくさんいると思います。夢は必要かどう

か。私の答えはNOです。私は夢の見つけ方は習っ

ていません。あなたも多分習っていません。大人だ

ってみんながみんな夢を持っていません。夢は見つ

けるものでも考えることでもなく、たまたま出会う

ものではないかなと思っています。 

私がアパレルブランドを立ち上げた時も夢があ

ったわけでもなく、ひょんな事がきっかけで運営し

始めました。先生がよく言いませんか？「夢や目標

を持ちなさい。」いかにも持って無い人がダメなよ

うに言います。ふざけるな！！って気持ちでいっぱ

いでした(笑) 僕も中学生の頃は一生懸命将来につ

いて考え、悩んでいました。でも一つ分かった事が

あります。どれだけ時間を割いて考え、悩んでも将

来のことなんか何一つ分からないし、予想も当たり

ません。なのでまず言いたいことは、もっと気楽に

生きてください。先のことなんて何も分からないん

だから。 

 

 

でも！何も考えずに好き放題にも

できませんよね。今度は質問を変えます。「好

きなこと、興味のあること、ハマっているも

のはありますか？」多分あなたもあると思い

ます。どんなに小さくても構いません。みな

さんには今その感覚をもの凄く大事にして

もらいたいです。なぜ？それは好きなことを

好きなだけ思いっきりできる時だからです。

はっきり現実を言います。おおよその皆さん

の想像する「大人」になればなるほどやりた

い事、好きなことをやりたいだけ出来なくな

ります。しかし、今あなたは出来ます。じゃ

～夢とは～ 

ちょっと年上から 
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ようちえんのせんせいになりたい 

(たかさき まみ) 

大きくなったらＯＬ（パソコンをつか

うしごと）になりたい 

(あらかわ さな) 

「じっけんをたくさんする人」になりたい 

(おがわ こうせい) 


