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画。好天に恵まれた星空

映画会に続き、いいタイ

ミングでお届けできそ

うと思っていましたが、

このところの感染の広

がりを憂慮して、宣言解

除後に仕切り直すこと

に。一緒に盛り上げてく

ださるアーティストさ

ん、公演当日に関わって

もらう業者のみなさん、

なにより公演当日を楽

しみにして下さってい

 長く降り続いた雨がやっと上がったな、と思った

ら中高生は学校が始まりました。小学校もあと 1 週

間で2学期がスタート。わが子が小学生だったころ、

夏休みには絵日記の宿題が出ていたように思いま

すが、今もあるのだとしたら、どんな日記が書かれ

ているのでしょう？コロナ禍で学校のプールは解

放されてないし、お盆あたりからずーっと雨だった

し、まん延防止等重点措置区域にもなったし…。そ

れでも楽しく公園で遊んだり、星空映画会に参加し

たり、海水浴に行ったり、キャンプ行ったり…とか

が描かれているといいなぁなどと思いながら、夏の

終わりを実感している今日この頃、みなさんいかが

お過ごしですか？ 

  

 変なタイミングで緊急事態宣言が適用になり、来

月に予定していた「神保彰ワンマンオーケストラ」

ですが、延期することにしました。東京五輪・パラ

リンピックはやっちゃってるけどね。でも、国体は

中止するらしい。YYY も、超悩んだ末に延期を決

断。(´；ω；`)ｳｩｩ 

今回の公演、3 年前から YYY の企画に協力してく

れている高校生バンドメンバーや高校の吹奏楽部

で頑張っている生徒のみなさんに、是非出会っても

らいたいと 1 年前から進めてきたコンサートの企

るみなさんの想いを繋いでちゃんと形にしていき

たい。心からそう思っています。そして、「近頃、舞

台が激減しているから…公演がある時はなんでも

行こうと思っとるんよ！」とチケットを買ってくだ

さった 80 代の粋なお客様の嬉しい一言に応えるた

めにも。なので、最大限の感染対策を講じながら、

慎重に慎重に実施する予定です。少々お待ちくださ

れ！ 

 

こんな悩ましい状況の中、嬉しいニュースが飛び

込んできました。中高生時代に YYY のキャンプで

活躍していたメンバーのひとりが、来月から WH で

イギリスに行くというもの。 

YYY のキャッチ、「BOYS AND GIRLS BE 

AMBITIOUS！」を体現してくれる頼もしい彼女。

夢や想いを語る人は、いつも周囲に元気をくれる！ 

YYY にできるのは、そんな彼らにエールを送るこ

と！詳しくは 7 ページを読んでね！ 

8 月某日。9/10 の「神保彰ワンマンオーケストラ」公演に向け、会場づくりや当日の流れなど準備の真

っ最中だった。協賛広告を頂いたパンフレットも、印刷の最終確認段階。高校生の♪音楽へのラブレター

♪も集まってきていた。ところが、呉市内のコロナ感染者が増え、子どもたちへの感染も目立ってきたの

で、公演の延期を決定。遠方からご予約の方には急いでお知らせしなくちゃと電話。すると「取りやめで

なく、延期なのですね。いつになっても有給休暇取って行きます。」と心強い言葉を頂いた。沈んだ気持ち

がグ～ンと up！神保さんの事務所と、ホールと調整し、日程は 12/3 に決定！星空映画が終って大雨が続

き、事務局スタッフの入院などバタバタとした取り組みの中、もっとたくさんの人たちが、神保さんに出

会えるように、きっと神様が時間をくれたのだ。高校生のラブレターも、もっと熱い思いをぶつけられる

かな！？ボヤっとしていたら 12 月はすぐすぐやってくる。「ピンチはチャンス！」と気持ちを切り替えて、

12/3 の公演に向けて GO！                              (おかもと) 

ワンマンオーケストラは 12月に延期 

鑑賞部～こころゆさぶる文化体験事業 2021 
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 SDGs ってな～に？ 

コロナ禍での休校や、タブレットの配布、また仕事が減って生活が厳しい世帯の増加など「子どもの教

育」「子どもの貧困」について考える機会が多くなりましたね。また世界的な脱プラスチックを背景に、日

本でもレジ袋が有料化など環境への配慮も。そういったニュースで目にする「SDGs」、その内容を知って

いますか？ YYYでも、基本方針に「子どもたちと一緒に SDGsについて考える！」という一文が加わり

ました。そこで、まず入門編！詳しいことは今後の特集で企画します！ 

多くの方のご協力をいた

だき、今年も星空映画会を

無事終了することができま

した。「夏休み何もなくて寂

しかったから嬉しかっ

た！」という声も。中には

浴衣で来てくれた子も！楽

しみにしててくれてありが

とう♪ 

残念ながら中止とした会

場もありました。また来年、

一緒に観ようね！ 

＝Sustainable Development Goalsの頭文字をとったもので、「持続可能な開発目

標」。2015年 9月の国連サミットで採択され、国連加盟国 193か国が 2016年か

ら 2030年の 15年間で達成するために掲げた目標です。 SDGs 

人間らしい生活を送るための目標 

社会経済に関する目標 

星空映画会にご来場 

ありがとうございました 

12月まで待ちきれないあなたには！ 

YouTube 公式チャンネルにて「OUCHI 

DE JIMBO」毎週土曜 20：00～生配信中！

視聴者からのチャットに答えたり、孫グッ

ズを買いに行った時の話など、プライベー

トが垣間見えるトークも。いつもの少年の

ような笑顔での楽しい演奏ももちろん見

られる！12 月まで、配信を見ながら指折

り数えて待ちましょうね♪ 

1貧困をなくそう 

環境に関する目標 

17の目標・169のターゲットで構成されています 

2飢餓をゼロに 

3すべての人に健康と福祉を 

4質の高い教育をみんなに 

5ジェンダー平等を実現しよう 

6安全な水とトイレを世界中に 

7エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

8働きがいも 経済成長も 

9産業と技術革新の基盤をつくろう 

10人や国の不平等をなくそう 

11住み続けられるまちづくりを 

12つくる責任 つかう責任 

13気候変動に具体的な対策を 

1～15を達成させるための手段 

14海の豊かさを守ろう 

15陸の豊かさも守ろう 

16平和と公正をすべての人に 17パートナーシップで目標を達成しよう 

 

今後「わたしにできる SDGs」と題し

て皆さんが日ごろ取り組んでいるこ

とを聞くコーナーを企画予定！ 



- 4 - 

 

  

第 2回 Harbor Salonがやってまいりました。「自

分で浴衣を着られる、かっこよくって“素敵”な高

校生・大学生になろう」というテーマで開催。 

講師の笠野先生はとてもパワフルな方で、テキパ

キと、1人でなんと 7人に指導していただきました。

「この浴衣、20 歳のころに着ていたものなんです

よ？」お話しされる姿はとても楽しそうで、浴衣の

魅力が十二分に伝わってきました。自分で浴衣を着

たことはあったものの帯まで締めたことはなく、と

ても新鮮でした。(本音を言うと、いつも自己流で着てい

たので、かなり苦戦しました(笑)) 

先生は最後に、ご自身の経験から「骨髄バンク」

についてもお話しされました。「ドナーの方がいら

っしゃらなかったら、こうして皆さんに会うことも

できませんでした。」その言葉から、同じように苦し

んでいる人を助けたいという思いがひしひしと伝

わってきました。浴衣教室が始まる直前にこの話を

したいと言われたときは少しびっくりしました。打

ち合わせの際に、骨髄移植を受けたことはお話しさ

れていました。しかし当日そのお話を…とはお聞き

していなかったので、きっと悩みに悩んで決断され

たのでは、と感じました。私は、自分のあまり知ら

れたくない面をさらけ出してでも、「骨髄バンク」に

ついて知らせて下さった先生に勇気をもらいまし

た。企画に携わる中での出会いが日々私の世界を広

げているなあと、また感じました。 

“素敵”に変身した後は、事務所の裏の公園で花

火。「夏が終わるなぁ」なんて、今までの夏は宿題に

追われる辛さしか考えていなかったのに(笑) 今年

は純粋に、夏の終わりを寂しく感じました。そして、

締めはやっぱり線香花火！ということで、全員参加

の線香花火大会を行いました。優勝者にはコンビニ

スイーツをプレゼント。優勝した友達はその日一番

の笑顔でした(笑) その子は高校時代の友達で、参加

すると言ってくれたときは本当に嬉しかったです。

他の友達は来られなくて少し申し訳ないなぁと思

いながら過ごしていましたが、帰路に初対面の同級

生 2人が仲良く話すのを見て、別れ際に「今日はあ

りがとう。楽しかったよ！」と笑顔で言ってくれて、

すごくほっとしました。たくさんの人が、よりたく

さんの人と友達になることを願いながら、Harbor 

Salonの運営に尽力していきます。 

笠野さん、花火をくれた皆さん、すてきな写真を

撮ってくださったともさん、YYYの皆さん、おてん

とさん、ありがとうございました！   (みづき) 

―啓発広報部おとな塾― 

講師：笠野公子さん 

8月 20日(金)生涯学習センター 参加者 7名 
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8月 11日(水)生涯学習センター 参加者 10名 

 これまで私は、作業療法士という職業があると知

ってはいたものの、実際どんな仕事なのかは全く知

りませんでした。しかし、リハビリの語源 Re＋

habilisからくる「その人らしく回復し社会参加する

ための支援」という本当の意味、作業療法士の「作

業」とはその人と社会の接点になるものなど、あず

ささんのお話を受けて作業療法士の姿が段々と見

えてきます。 

お仕事中に経験されたことも聞かせて頂き、作業

療法士って素敵な職業なんだなと、どんどん関心が

湧いてきました。 

一方で、それほど強く惹かれたのは職業自体の魅

力や価値だけでなく、講師の方自身がやりがいを感

じておられるからだと思えました。大変なことも失

敗も、全てを次の仕事へ繋がる糧にされていて、何

より仕事の中で関わる患者さんの尊厳を尊重し、そ

の人の人生に関われることへの喜びを大切にされ

ていたのです。長年勤めておられますが、未だに新

人のような気持ちと仰っていたのも印象的でした。 

私の目指すのは違う道ではありますが、講師の方

と同じように真摯に、関わる人々を大切にしながら

職業と向き合いたいと思いました。   (あかり) 

講師：あずささん(作業療法士) 

スペシャリスト 

 生きがい支援の 

市議会へ行ってみよう！ 

第 3回 Harbor 

日 時：9月 6日（月）9:40～ 

集合場所：呉市役所正面玄関 

議会って何？どんなことをしてるの？ 

      …とお思いのそこのアナタに！！ 

☆詳細は Harbor Salon のオープンチャットで！ 

楽しかったし、とても勉

強になりました。 

これから積極的に浴衣

を着ようと思いました。 

今まで浴衣は人に着付けてもらって着る

のが当たり前になっていて、自分では無

理だろうなと思っていました。でも実際に

やってみて難しい部分もあったけど、自分

で着ることができて良かったです。 
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長引くコロナ禍で、趣味のコンサートや海外旅行

に行けなくなり、かれこれ 1年半が経ちました。昨

年 9月から韓国語教室に通うなど、この状況下でも

新たに挑戦できることを試行錯誤してきましたが、

閉塞感が増すばかりの日々です。社会人としては 5

年目で責任の重い仕事が増える中、悩むことも増え

てきました。友達の転職話を聞くと、自分自身もこ

のまま今の仕事を続けるべきか、本当に頑張りたい

ことが何なのかを改めて考えるようになりました。 

 

今は仕事より韓国語の勉強を頑張りたくて、韓国

に留学する事を真剣に検討しています。留学後は明

確に希望している転職先があるわけではありませ

ん。ただ海外に行けなくなり 1年半が経ち、このま

ま何もしないまま時が過ぎていくのが惜しい気が

して自分から行動したいと強く思うようになりま

した。 

 

最初は語学堂留学*を考えていましたが、経済的

な事や自身の韓国語のスキル的にはワーキングホ

リデーの方が良さそうだと思うようになり、YYYを

通じてワーホリ経験者 K さんのお話を聞かせてい

ただくことができました。お話を聞くまではワーホ

リから帰ってからどうするか不安だったり、考えが

及んでいないのではないかと思う部分もありまし

た。しかし、Kさんも次の就職を見据えた上で行っ

たというよりも、今しか行けないからという理由で

行かれて、今でもワーホリに行ってよかったと思っ

ていると話してくださいました。良かったことや悪

かったことを聞いたところ、良かったことしかなか

ったとお話ししてくださり勇気が出ました。また金

銭面で気になることも多く、エージェントを使った

かどうか、総費用、生活費のことなども詳しく教え

ていただきました。Kさんはエージェントは使われ

ていなかったとのことで、元々自分も費用が嵩むか

ら出来れば使いたくないと思っていて、そういった

面でも後押ししていただきました。コロナの関係

で、韓国は留学のビザは下りる一方でワーホリのビ

ザが下りないという話を聞いていました。その話を

しているとその場におられた Y さんの知り合いに

ワーホリビザについて聞いて頂けることになり、ま

すます気持ちが高まりました。 

 

今回の対話の中でやってみたいと思ったことは

諦めずに挑戦する方が絶対良いという気持ちが強

まりました。まだ具体的に留学やワーホリに行くこ

とを決めたわけではありませんが、あまり先のこと

を恐れ過ぎず行動していきたいと思います。 

【P.N.まめしば】 

今年 4月に受けた韓国語能力試験で

5級を取った成績証明書 

ワーキング 

ホリデー 
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こんにちは。わっこ☆です。突然ですが、自分の

夢を誰かに伝えたことはありますか？ 

夢って人に伝えておくと、ふと耳寄りな情報が入

ってきたり、素敵なご縁との巡り合わせがある気が

します！その結果、このご時世の中、半年でワーキ

ングホリデー：WHを決意したお話をさせていただ

きます。こういう人間もいるんだとあたたかいまな

ざしで見ていただければと思います！ 

 

私は好奇心旺盛なのに極度の飽き性です。これま

で習い事も、買ってもらったおもちゃも長続きしま

せんでした。なりたい職業もしょっちゅう変わって

いました。ですが持ち続けている夢があります。 

はじまりは幼稚園児のとき。先生が「笑顔は動物

のなかで、人間だけができるんだよ」と教えてくれ、

笑顔っていいなあと思ってました。あと、小学生で

使っていたノートに印刷されていた UNICEF の活

動をみたこと、海外出張をしていた父の影響もあっ

たのか、世界で“誰かの笑顔のたねになりたい”と

いう夢を抱きました。我ながら漠然とした夢だな～

(^^;) 

それから月日が経ち、母の影響もあって私は看護

師・助産師になり、UNICEF以外にも、国境なき医

師団、JICA(青年海外協力隊)などにも興味がでてき

ました。そういった機関で働くためにはまず臨床経

験(病院で働く)年数が 3 年は必要と知って、がむし

ゃらに働き迎えた 3年目、コロナウイルスがあっと

いう間に世界を一変させてしまいました。私が目指

していた機関の応募は一斉に中止され、私も目の前

のことに精一杯で夢を諦めていました。 

そんな時、

私の夢を知る

先輩から WH

の話が飛び込

んで きまし

た！ご時世の

タイミングは

置い といて

(医療職者と

は思えぬ発言

ですね)、自分

のことだけを

考えた時、「明

日もし死んで

も後悔せんの

は、いま行く

ことだ」と答

えを出しました。WHに挑戦することを上司に伝え

るとコロナ禍で海外へ行くことに驚かれ心配もさ

れました。しかし就職したときから「将来的に海外

で働きたい」という旨を話していたのもあってか、

応援してくれました。さらには「うちの娘も 1年留

学したから…」とか、他の先輩からも「海外いくな

ら○○があった方が良いよ…」とかなんか色々情報

が集まってきちゃって♪♪おかげで WH での働き

口も見つかり、雇い主さんから海外生活にお得な情

報ももらえちゃって♪♪ 

 

WHでは将来に向けて医療英語を学びつつ、ベビ

ーシッターとしてこれまでの臨床経験を活かし、異

文化の周産期医療や母児のサポートを知ることが

私の目標です。コロナ禍で母児を取り巻く環境も大

きく変化しています。制限はたくさんあるけど、逆

にいまの時期にしか経験できないこともあるし、結

果やっぱり日本が良いってなっても、どっちに転ん

だって夢は変わらんはず！ゴールも正解もない夢

ですが、これからも変わらない夢も、新しい夢もど

んどん人に伝えてみようと思います！！ 

 

全然関係ないんじゃけど。SNSでこれ↓見て改め

て思ったんじゃけど、会えんことで不便や寂しさも

あるけど、会えん環境でもつながれる人って、それ

だけ強い縁とか絆を感じます。 

 

しばらくは離れて暮らすコとロとナ 

つぎ逢ふときは「君」といふ字に 

 

1 日でも、1 秒でも早くコロナが終息しますよう

に。                 (わっこ) 

夢 
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―わいわいアカデミー― 

や っ ちゃ おー ドラマやピアノ演

奏・作曲や編曲も

手掛ける。YYY の

JAZZコンサートで

もおなじみ！ 
ズッチャズズチャッ！アカデミーの講座から帰り

道、運転しながら思わずハンドルをたたいていた。

帰ってすぐグーグルに「カホンを OK！」と話しか

けてみた…お値段とか作れるかとか、知りたくて。

さらに仕事中、無意識に段ボールをたたいて「ハッ」

と我に返り 1人笑ってしまう。講座の時に初めて鳴

らしたカホンの気持ち良い感覚が身についちゃっ

た。でも、このリズム、茶碗を叩いても、机を叩い

ても、足を踏み鳴らしても刻めるけれど、カホンか

ら出る音が一番ステキ！ 

三浦雄希先生の講座 1 回目、「パーカッションとは

なんぞや？」に参加。パーカッションの種類や音に

ついてレクチャーを受けた後、実際に楽器を鳴ら

し、課題のリズムをたたいてみることに。音を出す

ということで、会場はホールを準備、しかし少人数

だったため、ステージの上での講座になった。いつ

もと違う設定で気分 UP！ 

講座の中で一番驚いたことは、笛もパーカッション

だったこと。家に帰ってウィキペディアでほんとか

調べました(先生疑ってスミマセン)。そして、もう

一つ驚いたこと、付き添いのお父さん！一番楽しん

でたでしょ(笑) カホンの順番が来るのを待ってい

る時のそわそわ感、伝わってきましたよ～。カホン

買っちゃうかな？(笑) 

リズムとったり音を鳴らしたり、私好きなんだな

ぁ、と実感。これが、習い事になると苦痛になって

辞めてしまう、今までも。音を鳴らすのは自由がい

い、思うように鳴らせるのが。もう大人も後半戦、

自由でいいよね。         (キャサリン) 

YYYaCIAO―！！ 

パーカッション みうらゆうき先生と 

KEITA の 
ふとした時にできる 

人間はストレスを感じると筋肉が筋緊張するよ！いつもイ

ライラしてる人は、それに加えて呼吸も浅いかも。筋肉の緊張

をほぐすと心的なストレスも軽減されると言われてる。緊張し

てたり不安な時は次のストレッチをためしてみて！ 

⑴椅子に浅く座り、両腕は力を入れずだらんと伸ばす。 

⑵10秒かけてゆっくり両肩を限界まで上げる 

(肩と耳をくっつける感じで) 

⑶もうこれ以上上がらないというポイントで 5秒数え、数え終

わると同時に「一気に」力を抜く 

(息を吐きながら力を抜くのがポイント) 

⑷あとはゆっくり首を回りたり肩を回したりする 

(呼吸は腹式呼吸でゆっくり・深く) 

これを 1-2セットしたらだいぶ楽になります。公認心理士の試

験を受けた時、これやってる人がかなり多くて面白かった。 

鳥取大学医学部附属病院 脳神経小児科 

子どもの心の診療拠点病院推進室 

公認心理士 

8月 21日(土)生涯学習センター音楽ホール 


