特定非営利活動法人 呉こども NPO センターYYY 広報誌

2021.5.25 発行 \200

216
５月２０日現在
子 ども会 員 ：１３０人
正 会 員 ： ３４人
賛 助 会 員 ：２３７人
３１団体

も

く

じ

しりたがり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・02
おとな塾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03
特集～第 19 年度通常総会・・・04～06
ティーンズ+/東京オトナ LIFE・・・・・・・07
子ども祭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・08

-1-

でた～2 回目の緊急事態宣言！YYY もまたまた
活動自粛です。申し込み殺到のデイキャンプにおと
な塾…次々にイベントを延期。それでなくても憂鬱
なのに、例年より 2 週間も早い梅雨入り。もしかし
て、暑くなるのも早いんじゃ？嫌な予感がする中、
それでもやっちゃうのかな、オリンピック？なんか
いろいろ納得がいかない今日この頃ですが、みなさ
んいかがお過ごしですか？今回の知りたがりはう
っぷん晴らしです。(笑)
緊急事態宣言で困るのは飲食店だけではない！
YYY のように、補助金や助成金に頼らず、自分たち
で運営している NPO にとっては、自主事業ができ
ないのは死活問題。日常的にもスタッフは、民間企
業なら超ブラックじゃん！って太鼓判おされるく
らいの薄給。そんなことまで思いを巡らせるような
想像力など全く持ち合わせていないおじさんたち
が、大した考えもなしに、いろんなことを決め、さ
も課題解決に懸命に取り組んでますオーラを出し
ていること自体が苦々しい。それがきっかけで、経
済的にも精神的にも追い込まれている人が出てき
たり、ますます格差が広がったり…と新たな課題が
どんどん生み出されているというのに…。なんと浅
はかなこと。
ワクチン接種についてもそう。21 日、政府はファ
イザーに続きモデルナ、アストラゼネカ製のものも
承認。ワクチン接種を精力的に進めていますが、国
内において、接種後に亡くなられた方がおよそ 40
名いらっしゃいます。今のところ、接種との因果関
係は情報不足で評価できないとされており、大きな

ニュースには
なっていませ
んが、実際のと
ころどうなの
でしょう？
また、ワクチ
ン接種の証明
書も発行され
るようですが、
アレルギーや
基礎疾患があ
り、副作用の心
配や接種に慎
重になられて
いる方々に対
して、新たな差
別が生まれるような気がしてなりません。膨大な予
算でワクチンを確保したのだから、みんなに接種し
てもらいたいのはやまやまでしょうが、それぞれ接
種できない、したくない理由があるわけです。ワク
チン接種を受けないことが、その人の不利益になら
ないよう、さまざまな配慮を呼びかけることこそ行
政マンの役割。公正にちゃんと指導できるようにし
とってよね！
うっぷん晴らしがてら、バカリズムさんが脚本を
手掛けた「地獄の花園」という映画を観てきました。
最初、スケバン OL の話？って思いながら観ていた
のですが、強い者がマウントをとる、負けた者は傘
下に入る…うん？まてまて、これって、やくざや想
像力の欠片も持たないおじさんたちの世界と同じ
じゃん！平凡な OL でありたいと願う主人公が、史
上最強の OL を目指し特訓を受けてきた同僚にケン
カを挑まれ、勝ってしまう。なのに画面には完敗の
表示。そのナゾについては、映画館に足を運んでみ
てください。スカッとはしませんが、ばかばかしく
て面白くてまあまあいい気持ちで帰れる作品でし
た。あ～明日から何してうっぷんを晴らそうぞ！

資金運用って必要ですか？！
講師：楠堀 真記(ファイナンシャルプランナー)
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【日 時】6 月 9 日(水)19：30～
【場 所】生涯学習センター507 号室
【参加費】1200 円

―啓発広報部 おとな塾―

第 1 回は…

おとな塾

平日の昼間にミニ
コンサートなどの企
画を、季節ごとに、
「超」おとな塾と称
して、開催します。
「ちょっと夜は…」
という人のためのサ
ロンです。

この事業は、大学生が主体
となり、話を聞いてみたい人
をゲストスピーカー、ゲスト
ティーチャーとして招待し、
座談会や体験活動などの企
画・運営を行います。
Harbor Salon は 直 訳 す
ると、「港の談話室」という
意味。更に、Harbor は細か
く解釈すると「寄港地」とい
う意味と「港（出発点）」と
いう意味もあります。
ここにゲストや参加者の方々に寄って頂き人生
の中でのちょっとした出会い・交流の場にしたい。
そして、この企画を通しての出会いや新しいことを
知る、または興味を持つことで集った人の世界を更
新、また新たなものが始まるような場にしたいとい

う思いを込めて Harbor Salon と名づけました。
人生の夏休みと言われる、子どもでもなく社会人
でもない期間を過ごしている私たちが、参加者の
方々も巻き込んで新たな知見を獲得し、豊かな見
方・考え方を養っていくことを目標に、第一回始動
します！

オープンチャットに
アクセスしてね

例年のおとな塾も開催します
←6 月はこちら！！
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―特集 2021 年度通常総会―

5 月 5 日(水)ビューポートくれ 参加者 27 名(オブザーバー含)

理事改選が行われた第 19 年度通常総会。なんと
5 人に 1 人が若者(10～20 代)という新体制。新理事
と、新監事、そして正会員の皆さんと、季節に負け
ないさわやかな雰囲気で議事が進行しました。「こ
んな NPO はなかなかない」by 理事長(笑)
昨年度がスタートする 1 か月前、3 月に発令され
た全国一斉の緊急事態宣言。学校も休みになり、
YYY の活動いったいどうする！？様々に葛藤しな
がらも、こんな時だからこそ、心ゆさぶられる機会
を子どもたちと、という思いで、できる限り前進し
てきました。中でも、学習支援スタッフとして、ま
た高校生企画の中心スタッフとして、高校生や大学
生が悩み楽しみ一緒に活動してきたことが、昨年度
の宝物だったように思います。

自己紹介は今年の YYY でがんばりたい
ことを漢字一文字で表すというもの。「増」
「壊」「継」「笑」「晴」…などそれぞれユニ
ークな文字が。みくちゃんの「動」について
は 8 ページに詳しく書かれてるよ！

前年度の試行錯誤を経て、感染症対策を組み込ん
だ今年度の事業が提案されました。鑑賞部最大の企
画は「神保彰ワンマンオーケストラ」。9 年前、呉市
民会館ホールのラストイベントにもなった公演。あ
のドラムセットと共に神保さんがまた呉に！それ
から、毎年小学生が楽しみにしている「忍者まちを
走る」
、あっという間に定員になる人気の「デイキャ
ンプ」、子どもが企画者になる「わいわいアカデミ
ー」、新「おとな塾」などが承認されました。
検温・消毒はもちろん、1 回あたりの参加人数を
少なくしたり、座席と座席の間隔をあけたりなど引
き続き取り組んでいきます。ほんとは会場いっぱ
い、ぎゅうぎゅうで舞台観たいんだけど！今はソー
シャルディスタンスで！
今年度も、応援よろしくお願いします。

緊急事態宣言に
伴い、日程が変更
になりました。
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新理事紹介
こんにちは、芥川愛花里と申します。大学も 2 年目を迎え
慣れてくる頃かと思えば対面授業が本格的に始まり、西条と
呉をバタバタと行き来する毎日を送っています。
さてそんな私ですが、理事に就任させて頂くにあたって
「蛸」という漢字を目標に掲げたいと考えています。蛸は８
本の足を持つ、そして骨のない柔軟な動物。それでいて体は
筋肉で構成されているため、しっかりと芯は持っています。
今年は本当にたくさんやりたいことがあるのですが、この蛸
のように複数の足をうまく使い分けて複立、柔軟な思考を持
って活動に臨みたい！という思いを込めて「蛸」という漢字
を選びました。とは言ってもガムシャラに取り組むのではな
く、昨年の反省も込めて見通し(芯)を持って活動していきた
いです。
上甲奈津です。コロナ禍の生活に入って一年が経ちまし
た。人と人が直接触れ合うことや、繋がることといった、
これまでだと当たり前のことがそうではなくなり、改めて
有難いことであると共に、人にとって必要不可欠であるこ
とを改めて痛感しました。学校や地域の行事といった「繋
がれる」機会が少なくなっている中、少しでも繋がる事の
お手伝いが出来たらいいなと思います。
また、今年度から大学生企画として大人塾から派生した
Harbor Salon の企画にも関わらせてもらっています。新し
いことに出会うきっかけを作っていける企画にしていきた
いです。高校から大学に上がり私自身新しい環境でワクワ
クできることをどんどん見つけて YYY の活動にも繋げて
いきたいです。

新しく理事になりました甲田で
す。知らないことばかりで、足引っ張
らないかと不安ですが、この機会に、
子供達と一緒に知る！考える！こと
から始めます。
若さ溢れる人達からパワーをもら
い、仲間作りのお手伝い。
若い担い手が育つまで、そのバト
ンを渡せる役割ができる様に頑張れ
るといいなぁ。以前からちょくちょ
く顔出し、してました。甲田のこうち
ゃんで覚えて、声かけて下さいね。
笑顔で居られる場所に、いつも居
ます(^O^)
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高校生の時に理事をやって以来、久々に総会に出席させても
らいました。
昨年度はあまり参加できなかったので、今年度はおとな塾や
デイキャンプなどいろいろな企画に参加して楽しんでいけたら
なと思います。少し前に、人形劇サークルトロルで、初めてやる
側をしました。緊張したけど、こどもたちのびっくりしたりする
反応がみれて面白かったです。6 月には初めて自分のこどもと一
緒にデイキャンプに参加する予定なので楽しみです。親になっ
て、これからこどもにいろんなことを経験させてあげれたらい
いなと思うようようになりました。
9 月には高校生の時に観に行った神保彰さんが来るとの事な
ので、また会えるのが待ち遠しいです！
(迫綾香)

～後日談～

「企」という字を書い
た伊佐豊さん。YYY で
も色々くわだてるそう
です(笑) やんちき通信
では前号より若者向け
に進路のことなどを語
る記事をスタート。リ
アルでトークを聞きた
い人は、6 月開催予定の
ハーバーサロンにお越
しください。(詳しくは
3 ページ見てね)

実は、漢字一文字で表す自己紹介ゲームには罰ゲームが(笑) 他の人とか
ぶったらドボンってことで、後日事務所にて、総会の感想を聞きました。
ドボンだったのはくーたんとあやかで「楽」、米ちゃんと小早川さんで「人」
でした(笑) 後日、くーたんとあやかが来てくれました。ありがとう！

スムーズに終わったしよかった。質疑
応答がもっとあったらいいなって思っ
た。あの「おとな塾」が進化するの、あれ
がおもしろそうじゃね。
(くーたん)

若い人がいっぱいおってええね。
うちもまだ“若い”に入れてもらえる
かね(笑)大学生、企画するの楽しそ
うでよかった。
(あやか)
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ひとり暮らし
私が一人暮らしを始めてもう 1 ヶ月経ちます。ち
ゃんとできるか不安でしたが、やってみるとなんと
かなるものだなと思いました。最初は家具なども最
低限しかなかったので大変でした。準備を手伝いに
来てくれた母がいるうちに買い揃えたつもりでし
たが、暮らしていくと新たに必要な物がたくさん出
てきます。何度も買い物に行くのがめんどくさく
て、1 回でたくさん買ってしまうと自転車での帰り

が本当に大変でした。車の便利さを実感しました。
今は物も一通り揃って快適に過ごしてます。
大事なことを伝え忘れてました…最初一人暮ら
しと書いてますが、厳密には私一人じゃないんで
す！なぜか分かりますか？実は猫を飼ってるんで
す。実家の猫も連れてきて、一人と一匹暮らし。猫
の世話大変じゃないのと思われるかもしれません
が、実家でも世話をしていたのはほぼ私なのであま
り生活リズムは変わりません。むしろ朝鳴いて起こ
してくれて、外から帰ると出迎えてくれて、夜一緒
に寝て…この子がいてくれるだけで本当に癒され
るし、寂しくありません。家から出たくなくなって
しまうのが難点です。家と大学が近いので空いた時
間にちょこちょこ帰ってます。大学は遠隔
授業もありますが、対面授業が多くてとて
も楽しいです。今年からカリキュラムが変
わってしまったので先輩を頼らず勉強を
頑張らないといけません。でも興味がある
ことばかりなので難しくても頑張れるか
なと思ってます。大学も、一人と一匹暮ら
しもまだまだ始まったばかりですが、楽し
んで頑張っていきたいです。
(あや)

vol.20

～アジアで最も美しいモスク～
さて今回は、緊急事態宣言前に訪れた「東京ジャ
ーミイ・トルコ文化センター」についてご紹介した
いと思います！
東京ジャーミイは、アジアで最も美しいとも言わ
れる、日本でも最大規模のモスク(イスラム教の礼拝堂)
です。私はイスラム教徒ではありませんが、海外旅
行も制限される中、身近な異文化に触れてみたいと
思い見学に行ってきました！
まず、目を奪われるのはモスクの美しさ！大理石
や装飾品などのほとんどは、トルコから直接持って
きて建築したそうです。あまりに素晴らしすぎて、
惚れ惚れしてしまいました…！
つぎに、礼拝について。イスラム教の礼拝は、
「人
間は平等」という考えに基づいて、どんなに偉くて
も、貧しくても、必ず横一列に並ぶそうです。また、
女性はスカーフなどをまいて肌を見せないように
しなくてはなりません。こういったマナーは、ガイ
ドさんがきちんと教えてくれます。
さて、ここでクイズです。礼拝堂は 1 階が男性、
2 階が女性に分かれているのですが、どうしてかわ
かりますか？
正解は、
「男性は、女性が近くにいると気になって

しまって、お祈り
に集中できないか
ら」だそうです。
逆も然りですよ
ね。なんだか納得
(笑)
礼拝が始まる
時、
「アザーン」と
いう呼びかけがあ
ります。言葉は分
からないけど、モ
スクいっぱいに声
が反響して、うっ
とりしました。
東京ジャーミイには、トルコ文化センターも併設
されていて、中東の食物や商品もたくさん売られて
いるんですよ！
イスラムはちょっと堅い宗教・文化というイメー
ジでしたが、実際に話を聞いてみると、とても面白
くて奥深いと感じました！こんな時だからこそ、新
しい文化に触れてみるのはいかがでしょうか？
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※緊急事態宣言前の出来事です。

呉子ども祭り
5 月 4 日(水)呉ポートピア
私は高校生スタッフとして参加しました！元々
缶バッチ作りのヘルプとゴミステーション担当だ
ったのですが、前日になって参加を断念した学校の
分を私の高校が担うことに。私は「コロコロつみき」
担当に変更となりました！実は缶バッチを担当し
たかったので、ちょっと
でもコロコロつみき
は、子どもたちと一緒に楽しく遊べて、これはこれ
で良かったんじゃないかな〜♪
私のブースは、KSF(呉子ども祭実行委員会)の本部が
真横にあったので、子ども祭の重要人物たちの行動
を横目で見てました。
KSF の高校生の動きを見ていて、何度も痛感した
のは、
「自分には人を動かす力が足りない」というこ
とです。中でも注目したのはジョーカーくん(大人の
方が「あいつは、とんでもなくジョーカーだわ。」と仰って
いたので笑)。

くんがアシストをしていたので、「ジョーカーくん
がその吹部の子に頼んだ」というのが私の推測で
す。吹部の子は声が通るし、KSF の人は内容を知っ
ていて上手くアシストができるから、ジョーカーく
んはいい配役をしたなと勝手に思っています。
また男手が必要な時も、彼が指示をだしていまし
た。言い方がキツいので、反感を買っていたようで
すが、指示をだす人がいないとスムーズにイベント
が回っていかないのも事実です。
私は自分でやって しまいがちです。生徒 会や
Yearners の活動でも「人に頼む」という行為を避け
てる。人に頼んで文句を言われるのが怖いのだと思
います。
受験生となり、以前よりいっそう主体的に、自分
の将来の夢に向かって行動をする、
「自分で動く」こ
と、そして、ジョーカーくんのように「人に頼む」
「人の心を動かせる」こと、つまり「人に動いても
らえるように自分が動く」ことを目標にこの 1 年を
過ごしていきたいので、今年度を表す 1 文字は「動」
です！！YYY の総会では、緊張してあまり語れなか
ったので通信にて語らせて頂きました☆
(みく)

開場してすぐに、
ブースの看板がないよと KSF 生
に言われ、一緒に作っていた時、ジョーカーくんが
現れ、他のブースの看板作成を頼んできました。彼
は辺りを見回しながら待っているだけ。最初は、な
んだよコイツって思いましたが、周辺の状況把握を
してた様子。
「雑に作らせてごめんね。
」の言葉に、
学校での様子を知ってる分、意外な感じがして、ジ
ョーカーくんのことをすっかり見直しました(笑)
ブース前のイベントスペースでは、〇✕クイズや
カードめくりなどが行われていました。1 回目の進
行は KSF 生でしたが、2 回目以降は吹部でよく MC
をしている子でした。1 回目の進行役とジョーカー
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