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７月２０日現在
子 ども会 員 ：１２３人
正 会 員 ： ３４人
賛 助 会 員 ：２３６人
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コロナ禍、2 度目の夏休み～、東京 2020 も始ま
りました～ 2021 だけどね。開会式の中で、一番
興味深かったのは、動くピクトグラム。日本では、
1964 の東京五輪をきっかけに広まったそうですが、
あれはおそらく小林賢太郎プロデュースだったの
でしょうね。YYY の方も星空映画会が無事にスター
トしました。今年の作品は「ペット 2」
、子どもたち
からは概ね好評のようです。まだまだお出かけしに
くい状況ですが、子どもたちにとって夏休み！を実
感できることが去年よりたくさんあるといいな！
ってマジでそう思っています。Let’s enjoy summer
vacation！
そんなこと考えながら新聞を読んでいると、投書
欄に、
「家事・育児 男も担っているのに」という小
見出しを発見。この前、礒田先生・harbor Salon の
メンバーと一緒におとな塾で男女共同参画につい
て話したばかりの身としては、絶対に見逃すわけに
はいかないタイトル。大まかな内容は、とある日、
自宅のポストに入っていた日替わり食材宅配業者
のチラシに「日々忙しい奥様のお手伝い」とのキャ
ッチコピーを見つけた 34 歳の男性会社員が、まだ
まだ男女共同参画には程遠い現状を憂えておられ
るというもの。記事によれば、彼の勤務先は、妻の
勤務先よりも自宅に近く、朝晩の食事の準備や、子
どもの保育園への送迎、入浴も担当しているのは彼
の方なのだとか。その彼、スーパーの総菜売り場で
「毎日忙しい奥さんのお手伝い」とアナウンスされ

ていること、保育園に「門からでるときは、お母さ
んと手をつなぎましょう」との表示があること、さ
らに、シャンプーハットに「ママの笑顔が見えて安
心」と書かれていることなどを論ったあげく、最後
には、
「この手の常識はしぶとく、変えるのはやっか
いだが、その都度『おかしい』と声をあげていこう
と思う。」と綴られておられました。
この文章を読んで、そうだね！って素直に思えな
い自分がそこに居ました。なんでだろう？確かにこ
の人は、男女共同参画に対して意識高い系、言って
ることは間違いじゃない。なのになぜ？
それはたぶん、多くの家庭においてまだまだ家
事・育児はお母さんが担っている部分の方が大きい
のが現状だからです。ただ、家事分担よりも問題な
のは、社会のさまざまな場面で男女がまだまだ対等
になっていないこと、意思決定の場に女性が少ない
こと、男女間の賃金格差が縮まらないこと…。給料
が同じになったら、彼が言ってるのことが当たり前
の社会になります。家事労働に勤しむ主夫ももっと
増えます。間違いない！そしたら、そんなキャッチ
はすぐに一蹴されます。

作業療法士のお・し・ご・と
～生きがいを支援する～
講師：あずさ（作業療法士) 【日 時】8 月 11 日(水)19：30～
【場 所】生涯学習センター507 号室
【参加費】1200 円
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7 月 7 日(水)19：30～生涯学習センター 参加者 11 名

―啓発広報部 おとな塾―

KUSO 金

PART2

「クソっと思ったら金の卵」皆さんはこの言葉か
らどんな印象を受けましたか？私は、ピンチはチャ
ンスなど逆境を力に変える前向きな言葉を連想し
ました。
実際に中本さんのお話を聞くとどうやら「KUSO
金」にはより深い意味がある様子。「クソ」の後に
「っ」を入れて品位を保つこともさることながら、
痔の悩みからウォシュレットが生まれた例などた
くさんの KUSO 金から、逆境は自然と訪れるもの
ではないことが分かったのです。不便や悩みも怒り
もやり過ごしてしまっては「金の卵」は生まれませ
ん。失敗を恐れて石橋を叩いても「クソっと思う」
ことにすら辿り着けません。逆境は私たちが作り出
すのです。
一方、できるだけ完璧に……！がモットーの私は
「最近怒られたことは？」という質問にすぐ答えら
れませんでした。腹が立ったこともすぐ思い出せま
せん。失敗を恐れて石橋を叩き、
「クソっと思う」感
受性すら鈍っていたのかも。しかし、失敗を恐れて

終

わ

らな い

講師：中本克州さん
(呉市社会福祉協議会会長)

いては何もできず、失敗経験が少ないと忍耐や臨機
応変さが伸びないのも事実。何事もうまくいくこと
だけが良い事ではなく、もっと肩の力を抜き失敗し
ても自分の素直な想いで生きてみるのも良いなと
思えました。
そう考えてみると、ストレスのかかる状況も何と
なく大切に思えてきます。最近はやるべきことばか
り多く、楽しいことが少ないストレスフルなもの。
でもだからこそ金の卵が生まれ得ると考えると立
ち止まってはいられない思いになりました！今回
のおとな塾からはそんな考え方次第で逆境を踏み
抜き力に変える、強くてやり甲斐のある生き方のヒ
ントを学びました。
(芥川愛花里)

…からのお願い

３rd シーズン

MITSUKA

やんちき通信 217 号
「きょうこの東京オトナ LIFE」の記事の中に
思春期の小・中・高校生のみなさんは、何かあっても相
談できる相手が近くにいないかもしれません。それで
も、私は、「自分を大切にできる」ことが 1 番エラい
と思っています。どうか、 悩むことがあれば、公的機
関や相談ダイヤルでもいい、相談してみてください。
というメッセージが書かれていました。広島県で
は、公的相談機関「性被害ワンストップセンターひ
ろしま」というところがあります。
あれ？と思ったことがあったら、ぜひ連絡してみ
てください。
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■性被害ワンストップセンターひろしま
〇電話での相談は 24 時間 365 日受付

TEL 082-298-7878
〇広島県 HP にある申し込みフォームから面接
相談を予約することもできる。

6 月 27 日(日)つつじヶ丘キャンプ場 参加者 80 名

―子ども活動部 デイキャンプ―

コロナ禍でも子ども達と楽しいことをしたい！
参加したい子がたくさんいる、とデイキャンプを 2
回やることにした。ソーシャルディスタンス確保の
ためキャンプ場の A 棟も B 棟も借りた。チラシを
小学校に配布した途端、申し込みが殺到、あっとい
う間に定員になりキャンセル待ちも。2 回にして良
かった～と思ったのも束の間、緊急事態宣言が発令
され、その後さらに延長ということで 2 回とも中止
せざるを得ない状況に(冷汗)。でも転んでもただで
起きてはいけない！緊急事態宣言が延長なら、デイ
キャンプだって延期にするわ！と 5 月のデイキャン
プを 6 月 27 日にやりました！梅雨のさなか、前夜
に豪雨予報のアラームが鳴り、すぐに大雨。ハラハ
ラしたけど当日は爽やか～ちょうどいい気候。
薪割り・火起こし・米とぎ・カレーの野菜切り…

いつも通りなんだけど、やっとできたデイキャンプ
なので、みんなの一生懸命な様子、楽しんでいる様
子ひとつひとつが感慨深い。カレーの煮込み時間に
「だるまさんの一日」をした。初めは 5 人くらいだ
ったのにどんどん増えていく。途中からは
HarborSalon の女子大生がリーダーに！初めて出
会った者同士なのに、以前からの知り合いのよう。
そのうちできあがった大鍋 2 つのカレーはペロリと
みんなのおなかの中。「今まで食べたカレーの中で
一番おいしかった」との声が!(^^)! その後、煤で真
っ黒になった大鍋を、手を真っ黒にしながら洗った
高学年男子 2 組。
「レクが始まるけん、行きんさい」
と声かけたのに、「いや！最後まできれいにした
い！」との返事。ピカピカになった鍋に満足そうな
笑顔！
午後のレク「謎解き宝探しゲーム」ではラナが司
会し、わいわいアカデミーメンバーが盛り上げた。
チームで謎を考えたり隠したり、探したり。謎を解
き、頬を紅潮させながら、口々に答えを言う子たち。
この顔を見ただけでも実施してよかったと思った。
6 月中止したキャンプは 10 月にやりたいと思って
ます。できるといいなー。
(くぼなおみ)
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―わいわいアカデミー―

スピンオフ企画

アイとラナ 2 人が語る

刀剣乱舞

7 月 3 日(土)YYY 事務所 参加者 5 名

私は新しい世界へ足を踏み入れた…アイとラナ
が語る「刀剣乱舞」という世界。それは実在する日
本の名刀を「刀剣男士」という男性に擬人化して育
成、歴史を変えようと企てる敵を討伐していくゲー
ム。歴史大っ嫌いの私にとってはイケメン祭(キャー
キャー♡)だった。刀剣乱舞は広く浅い世界のようだ
けど、アイとラナはそのナビゲーターらしく、もの
すっごい深く掘りまくってるようだった(ファンな
ら深く掘りまくるらしい)。普段接している 2 人と
は違い、アイはなんだか艶っぽく、ラナはしっとり
した顔で、熱い想いがほとばしり出るように早口で
語ってくれた。
「刀剣乱舞」ブームから、刀剣が収蔵
されている博物館にファンが足を運んだり、刀が復
元されたり再発見されたりするなど、世の中を動か
していることに驚いた。
そして私も動かされた。さっそく家に帰ってパソ
コンを開き刀剣乱舞の世界へ。アマプラで実写版を
観た。織田信長やら本能寺の変やら出てくるからう
ちのじいちゃんも興味津々。しかし刀剣男士が出て
くると「なんでネクタイしとるんか？この女みたい
な男は頭が青いがこの時代にはこんな奴はおらん
はずじゃが」とかいちいちうるさい！説明する気に

ならず、私は自分の刀剣男士に設定した「陸奥守吉
行」がなぎなたで戦ってるのに魅せられていた。ア
イとラナのように推しがいて、それを生き生きと語
られると、私みたいな広く浅くいろんなことを知り
たい・やりたいタイプは動くわね。今、福山美術館
で太刀の展示をしているらしい。ゆったりと鈍行に
乗ってお弁当とビール、着ていく服は太刀の刀剣男
士イメージの水色と黒で…と計画を頭の中で練っ
てる私は楽しい。 (キャサリンあらため実李之助)

延期したりして時間はあったはずなのに、
少々準備不足…。あとは事前に打ち合わせがで
きていなかったので、本番はほぼアイちゃんが
話すという展開になりました。でも逆にアイち
ゃんの話がうまかったから良かったです。
自分はパワーポイントが開けないというトラブルもあり、グダグダし
た場面が多かったです。次はそこも改善したいと思いました。でも、パ
ワーポイントを自分で作って勉強になりました。連携も良く取れていた
と思います。あとは、みんなが興味津々で聞いてくれたことが良かった
です。これを機に、ゲームだけじゃなく歴史なども知ってもらえたら嬉
しいです。
(ラナ)
当日、ラナと服のコーデが一緒で驚いた(笑)
グッズを並べた後、ケータイの画面をテレビに接
続するはずが、できなくて焦った。事前に試した時
はできたのになんで？無事に解決して一安心と思
いきや、ラナとの打合せ時間がっ！急いでパート分
けとか内容を合わせていざ本番。
結果、大成功！(内容は言えんけどね。長くなるし～) 参
加した人がゲーム始めてくれたり、早速映画みるっ
て言ってくれてめっちゃ嬉しい。
おやつはアイスとバタフライピーティー、お茶に

レモン入れたら色が変わるプチ実験が楽しかった。
自分もラナの説明でゲーム背景のこととか知ら
ないことがあって面白かった。ラナはパワポ制作上
手いのです。文字を動かしたり、ページめくる時の
動きとかすっごいし、とにかくゲームに詳しくて強
い。ラナと仲良くなったきっかけが刀剣乱舞なので
すが、ゲーム関係なく出会えて良かった。
この企画で自分に自信が持てるようになりまし
た！またやりたいと思ってるので是非来てみてく
ださい( * ॑꒳ ॑*)
(アイ)
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―鑑賞部 こころゆさぶる文化体験事業 2021―

会場いっぱいで観よう企画

高校を訪問してきました！
2021 年、鑑賞の事業を何にするかを悩んでいる
時に閃いたのがこの企画。ここ数年、YYY では高校
生バンドのライヴを高校生自身が企画し開催して
いるんだけど、そのバンドのメンバーや音楽に関わ
る子どもたちに是非、世界的ドラマーの神保さんに
出会って欲しい！と思ったのです。呉の子どもたち
に一流のアーティストに出会ってほしい、ドキドキ
したり感動する体験をしてほしい、そんな機会をつ
くりたいと思って取り組んでいる私たちの思いに
ピッタリ！
ドラムと言えば吹奏楽部の子どもたちにも是非
来て欲しい！ということで、呉市中の高校を訪問す
ることに。せっかく行くのなら高校生と関りをもて
る企画にしたいと、Harbor Salon の大学生に相談。
高校生たちに音楽に対する想いを書いてもらい当
日会場に展示、パンフレットに掲載するという、名
付けて『バンザイ 音楽人生届け！音楽のラブレタ

ー』作戦を彼女らが提案してくれました。その企画
を携えて、吹奏楽部のある 11 校を訪問。実際に訪
れてみると、部員がたくさんいるところ、少ないと
ころ、顧問の先生が音楽関係とは限らないなど環境
は様々。それでもみんなそれぞれコンクールや定演
に向けて頑張っていましたよ。
先生方が口にされたのは「練習時間が思うように
取れないこと、今年度は新入部員が少ないこと。去
年、吹奏楽コンククールが中止になったことで、中
学 3 年生が完全燃焼できなかったことが高校での入
部に繋がらなかったのでは…」ということでした。
こんなところにもコロナが影響していたとは。
そんな中、熱く語る先生と出会いました。彼が音
楽療法士の資格を取り病院をまわっていた時のこ
と、ホスピタル病棟で寝たきりの人に、その人が好
きだった曲を流すと表情が柔らくなり目から涙が
スーッと流れたのだとか。以前テレビで、人間は言
葉を話せなくなっても、耳は最後まで聞こえている
という話が取り上げられていたのを思い出しまし
た。他にも「老人施設で認知症のお年寄りに童謡を
歌い、幼い頃のことをゆっくり話していたら、無表
情だった人がだんだん笑顔になったり、住所を思い
出して、明確に言えるようになったり…。付き添っ
ていた家族は『こんな笑顔を久しぶりに見ました』
とびっくりされていた。」ということなどを話され
ました。
音楽療法という言葉は知っていましたが、病気の
人を癒したり、精神的な安定をはかったりするくら
いにしか思っていなかったので、ここまでの効果が
あることに驚きました。音楽は思ってる以上に大き
な力を持っているなあ、と実感。
やっぱり高校生のみなさんに日本のトップドラ
マー「神保彰」と出会って欲しい！！音楽の魅力・
楽しさを知ってもらえるせっかくのチャンス！な
のだから…。
(福田聖子)
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入学早々引っ越し…オンライン授業…

どうなる大学生活！？
最近、洗濯機のほこり取りに溜まったほこりを取
ることにハマってます。一人暮らし始めて数カ月の
大学生です。1 回の洗濯でこんなに取れるのかと思
うほどほこりが出てきます。今まで全く家事を行な
ってこなかったので、そんなことでもおどろき、毎
日新しい発見があります。
ただ、洗濯、掃除、料理など様々な家事を行なう
ことによってかなりの時間が費やされているなと
感じ、食器の片づけにかかる時間を計測したところ
約 20 分かかっていて、作って食べるまでを含める
と食事で約 1 時間半から 2 時間も時間を使っていま
した。一人暮らしをしたら自分の時間が増えるのだ
ろうなと思っていましたが、実際今のところそんな
ことはなく、少し窮屈に感じます。しばらくしたら
慣れるでしょうが。
緊急事態宣言中は大学の授業がすべてオンライ
ンであったため 1 日のほとんどを家の中で過ごして
いました。しかもその授業は動画配信でいつでも好
きな時間に見れるといったものだったので、普段は
午前中にある授業の動画も夜に視聴してしまい、結
局夜遅くまで起きて昼まで寝てしまうといったよ
うに生活習慣がまぁまぁ乱されました。この文章を
書いていて時間にゆとりがなく窮屈に感じる理由
に気が付きました。午前中の時間がすべて睡眠に費
やされていたからです。これからはせめて 8 時くら
いには起きようと思います。

話は変わりますが、コロナのせいでまともな学生
生活が送れてはいませんが、それ以上に普通ではな
いことをしました。引っ越しです。はじめに借りて
いた部屋とは入学して 1 カ月ほどでさよならしまし
た。どうしてかというと、部屋の前にある貯水槽か
ら水を全部屋に分配するモーター音が昼夜問わず
鳴り響いていたからです。玄関の前でバイクがふか
しているかのようでした。そのためしっかりと睡眠
をとることができず、最終的に引っ越したというこ
とです。部屋を決める際に建物の内覧をしたのです
が、見た部屋はモデルルームで、実際に暮らす部屋
は入居日に初めて入りました。入居する部屋の周り
は確認しとかないといけないなと少し後悔はして
います。ですが引っ越して入った部屋のほうが広
く、大学にも近づいたため、部屋を変えてよかった
とも思います。
九州に来てすぐはモノレールが走っていたりコ
ンビニやスーパーのレジがセルフだったりしたこ
とに感動と戸惑いを感じましたが今では
もう日常の一部になっています。日に日
に新しい景色を経験して世界を広げ、楽
しくそして学びのある大学生活を過ごし
ていきたいと思います。
(松本和馬)
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6 月 29 日(火)生涯学習センター音楽ホール 参加者 60 名

おとな塾
ホッ

と一息

コロナ禍の今、会場のホールは、ひとつおきに座
るようになっていて、一緒に行った夫と私の間は呉
氏クンの指定席になっていました。
さぁ、ヴォーカルの松原杏さんが、黄色い(夏イメ
ージかな？)衣装でステージに登場。続いてピアノの
三浦祐希さん登場…のはずが、出てこられず。どう
した？と思っていたら、杏さんいわく「今、三浦さ
んはメーク中。アイラインが上手く引けなくて…」
。
このジョークに会場は一気になごみましたねぇ。そ

の後、登場した三浦さんは「アイラインは？」等と
突っ込まれたりして(笑)。
今回のライブは、前回より三浦さんのピアノをた
っぷり聴かせていただいた気がしますが、高齢者対
象のワクチン接種を済ませた今も、他県への外出自
粛中の私は、音のシャワーをたっぷり浴びてリフレ
ッシュできたし、癒されましたよ。
お 2 人に「感謝・感激・雨・あられ」(←って古い？)
(狩山満香)

今年も呉市内 11 か所で星空映画会がスタート！
皆さん感染症対策へのご協力ありがとうございま
す。引き続きガイドラインに沿って、最終日まで走
り抜けたいと思います。全日程晴れますように！
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