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１２月２０日現在
子 ども会 員 ：１２５人
正 会 員 ： ３５人
賛 助 会 員 ：２３７人
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今年も残すところあとわずか、おかげ様で、神保
彰ワンマンオーケストラ公演も無事終わり、Insta
や Fb に各地のイルミネーションの様子がアップさ
れている今日この頃ですが、みなさんいかがお過ご
しですか？
YYY では、来年 20 周年をどのようにお祝いしよ
うか？子どもたちと一緒に、どんな楽しいことに挑
戦しようか？と悩んでいるところです。個人的に
は、コロナ禍前みたいに、毎日が忘年会のようなこ
とも無くなり、年の瀬の慌ただしさを感じることも
なく…。当然のことながら、年末の大掃除は未だ手
つかず状態です。(笑)
そんな中、この原稿を書いてる最中に、今月おと
な塾の講師をしていただいた松本さんから LINE
が。それは今夜、新日本造機ホールで開催される蘭
島閣ギャラリーコンサートのチラシと当日券もあ
る、という情報でした。せっかく頂いたご案内、し
かも、仲道郁代さんのソロピアノによる all・Chopin
プログラム。こりゃあ、行くしかないでしょ！ホー
ルにいる知人に問い合わせてみたところ、当日券は
開場と同時に販売開始とのこと。たくさん並んでい
るだろうと予定時刻より少し前に、ホールに行って
みると、ラッキーにも 3 番目。並んでいる間にすぐ
後ろの女性とちょっとした世間話。するとその彼
女、前日にたまたま趣味の写真を撮りに、蒲刈に行
ってこのコンサートのことを知り、わざわざ安佐南
から来たのだとか。さらに、仕事はグラフィックデ
ザインをやっているそうで、そこまで聞くと、何か
コラボできることがあるかも、と連絡先を交換。ほ
とんど職業病だね。
そして、いよいよコンサートの始まり始まり。数

年前には足しげく通
ったことのあるギャ
ラリーコンサート。
随分ご無沙汰してお
りました。久しぶり
に案内人こと元サン
トリーホール支配
人、原さんの弁を拝
聴し、懐かしい気持
ちがこみ上げまし
た。原さんは、私がと
ても尊敬している方
の一人で、かつて、お
とな塾でも講師を引
き受けて頂いたこともあります。コンサートの合間
に、クラシック界にまつわる裏話やゴシップネタを
盛り込んで、敷居の高いクラシックを親しみやすい
ものにして下さいました。少しお年を召されたよう
でしたが、変わらずダンディなお姿、惚れ直しまし
た。(笑)
仲道さんのピアノ演奏は、私などが感想を述べる
までもありませんが、表情豊かで、迫力があり、力
強さと優しさが曲調に合わせて奏でられる、聴いて
いると、感激のあまり泣きそうになるくらいでし
た。アンコール曲は、トロイメライ。
「コロナが収束
し、みなさんが希望を持てますように！」と結ばれ
ました。とても居心地のいい、素敵な時間を過ごす
ことができました。
ただ、お客さんが思ったより少なかったのがちょ
っと残念でした。こんな一流の方の演奏を聴かない
なんて、もったいなさすぎです。当日券は大人 1500
円、子どもなんて、3 歳～高校生まで無料だったん
ですよ。私も、松本さんに教えてもらわなかったら、
きっと出会えてなかったステージです。もっと前に
知っていたら、いろんな人に発信できたのに！あ
あ！悔しい！と 2021 の最後をアンテナの低さへの
反省で締めくくったのでした。皆様、よいお年を！
来年もやんちき通信をご愛読下さいませ！

呉のトシちゃんこと金光邦夫さんにきく！

～自分にあった宝石の選び方～
講師：金光 邦夫 （宝石商・金銀堂店主）
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【日 時】1 月 19 日(水)19：30～
【場 所】生涯学習センター508
【参加費】1200 円
※事前にお申込みください。

―啓発広報部 おとな塾―

12 月 14 日(火)生涯学習センター 参加者 11 名

講師：松本美幸さん(税理士)

アルバイトを始めて 1 年半、2 度目の年末調整。
給与を書いてハンコを押すんだったか…と思い返
していると、今年は大きく様相を変えてスマホで行
うことになっていました。この記事を読む頃には皆
さんも同じように年末調整を終えられていると思
います。手書きではなくオンラインでされた方も多
いのでは。年末調整を経ての私の感想は一言で言う
と「面倒くさい。
」本当にこれに尽きます。無かった
ら楽なのになぁ…と思っていました。しかし、松本
さんのお話を伺うとそんな考え方が一変。年末調整
って私たちにとって大切な制度だったんだと捉え
直すことができました。
そもそも年末調整とは「給与支払いで所得税など
を源泉徴収されている人が、その金額を精算するた
めの手続き」だそう。つまり、税の徴収が適切かど
うか確認して過不足を 12 月か 1 月の給与に反映さ
せるよう年末に調整していく、ということです。不

足していたら脱税になってしまうし、多く支払って
いたら損になってしまう。そのような事態に陥らな
いように行う手続きです。面倒だと適当にやってい
てはいけないなと気が引き締まる思いがしました。
しかし、パートなどは年末調整を行う時期に給与
が確定していないためおおよその見込みで提出し
ていますよね(この見込み計算が年末調整を面倒だと思っ
ていた一番の理由ですが…)。 その見込み額と実際の給
与額のズレで税額が変わることもあるのだとか。そ
んな時に知っておきたいのが確定申告です。確定申
告は個人事業主、フリーランスの他、所得税の還付
を受ける際にも有効。給与が確定して、かつ年末調
整で提出した金額よりも低くなってしまった場合
は、源泉徴収票をしっかりと確認した方がいいかも
しれません。その他保険や医療費の額などによって
も還付がある場合がありますが、ここだけの話、税
徴収は不足している分には通知が来るにも関わら
ず、過払いの場合通知は来ないそ
う。きちんと自分の頭で考えて、
適切性を判断することが重要とい
う訳です。松本さんも昨年はお子
さんのアルバイトで税の過払いが
あり、還付を受けたのだとか。
え、私もあの時の年末調整適当
にやっちゃって結構ズレてたかも
…と思った方に朗報です！所得税
の還付には 5 年の有効期限があ
り、申告は年末年始のみならずい
つでもできるそう。それを聞き、
私も家に帰ってすぐ昨年の源泉徴
収票を見返しました(笑) 皆さん
もまずは源泉徴収票の「源泉徴収
税額」という欄にご注目！
(芥川愛花里)
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―こころゆさぶる文化体験事業 2021―

12 月 3 日(金)新日本造機ホール 参加者およそ 400 名

9 月 10 日だった公演を延長して 3 か月。いよいよ
神保さんに会える日が！！エントランスは、呉市内 5
校の高校吹奏楽部生徒からの「音楽へのラブレター」
51 枚を、音楽の森に見えるよう飾りつけ。若者たちと、
クリスマスツリーを飾るように、ワイワイ楽しく。

朝、関東地方では大きな地震があり、新幹線が時
間通り動いているのか心配だったけど、さすが神保
さん、それを見越して予定より早めの到着。楽屋担
当の私は、すかさずご案内。鑑賞部スタッフで、盛
り上げようと揃えて着ていた神保さん T シャツ。そ
れに気付かれて「それは何色ですか？」と尋ねられ
たりした。影アナウンスも任されていたのだけど、
いつも勝手知ったる T くんが音響にいない。マイク
の準備は？誰と確認したら？？とアタフタ。鑑賞部
長は忙しくしているであろう、自分で何とかせねば
と右往左往。物販も預かりたいけど誰かしら？確認
ミスでお弁当を買いに走ったりとドタ・バタ
開場時間が迫ってくると、次第に人がやってく
る。
「ようこそ」と出迎えるのは、高校生たち。チケ
ットに連絡先が書いてあるか確認しご案内。今回
は、初の盲導犬参加も。

そしてワンマンオーケストラの幕開け。スモーク
がたかれ、色とりどりのスポットライトがドラムを
照らす。先ずは誰もが知る映画「ゴーストバスター
ズ」の曲から。コロナ禍以前なら「ゴーストバスタ
ーズ！」と客席が声を出すパートで、中央前列あた
り、こぶしを挙げている人の姿が！コアなファン？
見よう見まねで、私もノってみる。子ども NPO と
いうことで、子ども達の知っている曲も演奏され、
会場のボルテージは MAX！「ワンマンオーケスト
ラ」の仕組みと、始めるきっかけになったエピソー
ドが紹介され「結婚行進曲」が演奏された。実は翌
日に入籍を控えた娘と彼を、招待してた私。
「うちの
子へのプレゼントみたい！(⋈◍＞◡＜◍)」
。もう 1 人の
娘と孫娘も来ており、1 歳半になる孫は、手を叩い
たり、体を揺らしたりして、終始ノリノリだったそ
う♪年齢関係なく心動かす音楽って素晴らしい！
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中盤、会場の人たちの足踏み手拍子「ドンドン・
チャ」のリズムにあわせ、神保さんがソロでドラム
を叩いて、会場内が一体となった場面も。
「あぁ～付
いていけ～ん」
「足上がら～ん」と、嬉しそうな奥様
方の悲鳴も聞こえ、一緒にやってて楽しかった。た
った数分、簡単なリズムを鳴らすだけで、こんなに
も大変なのに、ドラマーって凄！ましてや神保さん
は、曲のメロディも叩き出しながらドラムもって、
「凄すぎ～！」 めちゃ体力あるじゃん！と感動！
一体感があって良かった。盲導犬
を連れた方に対する受け入れが
できているのがよかった。
（40 代男性）
学生の皆さんも含めて、スタッフ
の皆さんが親切で温かい対応を
して下さり、とても気持ち良くう
れし かっ た 。 神 保 さ ん の ラ イ ブ
は、本当に素晴らしかった！久し
ぶりに踊った気分になれた。「こ
ころゆさぶる」本当に「こころゆ
さぶれ」ました！ ありがとうご
ざいました。
（40 代女性）

アンコールは、待ってました「パイレーツ オブ
カリビアン」。いも煮会乱入 CM でお伝えした『千
手観音』のようなステック捌きが炸裂！！瞬きなん
てしていられな～い！！
あっという間の 90 分。熱冷めやらぬ、みなさん
は、CD やキーホルダーを買い求めに、グッズ売り
場へ。
「すっごい、よかったわ♪」
「子どもには難し
いかと思っていたけど、めちゃ楽しんでいました。
ありがとうございました。
」といった声が聞かれた。

チケットの購入の時から、とても
親切にしていただいて、最高のス
テージを皆さんのおかげで楽し
ませていただきました！！ホー
ルでの音の素晴らしさ、楽しさを
とても感じられましたし、三重か
ら来てよかったです(^^)またぜ
ひ来ます！！ありがとうござい
ました(^▽^)
（50 代女性）
フィルインとかロールが、めちゃ
かっこいい！！(^^)/♪
（高校生女子)

…鑑賞部長 F のつぶやき…
9 年ぶりの神保さんの公演が
決まり、マネージャーさんの連
絡先はスマホに入っているもの
の、覚えてもらえているだろう
かと不安だった。いざ、電話して
みると「覚えていますよ。あの丸
いホールでしたよね。」の反応
に、さすがプロと思いながらも
覚えていてもらえたことが嬉し
かった。

9 月コロナ第 4 波で、どうなることかと思ったけれど、何事も結果オーライ！ここ数年に関わった高校
生バンドや、わいわいアカデミーの子たちは、会場整理など当日スタッフ。高校吹奏楽部の人たちは、音
楽へのラブレター。ハーバーサロンの大学生たちは、ラブレターの冊子づくりや会場づくり。沢山の若者
を巻き込んで、12/3 の公演を終えられたことが、何よりも嬉しい。また、参加された方たちの興奮さめや
らぬ様子に元気がでる。支えてくださった皆様に、感謝です。遠方より参加された方も、ありがとうござ
いました。来年度は、YYY20 周年、どんな企画が飛び出すか、乞うご期待！！
(しるこ)
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胸熱…！神保彰最高でした！
神保彰さんのコンサートを初めて拝見させていただ
きました。舞台にはドラムセットただ一つのみという、
ある意味異様とも取れる光景でした。しかし生ドラム
の迫力と電子サウンドが合わさり、物足りなさを一切
感じない圧巻のステージでした。様々なジャンルの曲
が演奏されましたが、特にフュージョンメドレーが印
象に残りました。1 曲目の「truth」はとても好きな曲
で、イントロからテンションが上がりました。3 曲目
の「宝島」も吹奏楽で馴染みがあり、こちらもとても
興奮しました。この二曲はカシオペアと同じく日本を
代表するフュージョンバンド「T-square」の代表曲で
す。二代巨頭のコラボとも言えるこの演奏はとても胸
が熱くなりました。
(山本蒼大)
Facebook にも載せていただきました！
神保さんありがとうございました！！

アイとラナ

どうも、あいです。12 月 18 日(土)、らなとらな
のお兄さんと一緒に「コスカレード in ひろしまド
リミネーション 2021」というコスプレイベントに
行ってきました！
平和大通りのイルミネーションをコスプレ姿で
楽しめます。寒い中、野外？！と思うでしょう、そ
の通りでめっちゃ寒かった{{ (>_<) }} 聞いた話では
気温は 3℃くらいだったらしい。それでも沢山の人
がいて写真を撮っていました。聞こえてくるカメラ
のシャッター音に反応してしまう、らなと私。コス
プレイヤーあるあるです(笑)
という訳でここからは私が思うコスプレイヤー
あるある(＝イベント時の私のこと)です。
①好きなキャラクターのコスプレイヤーさん達を
発見するとダッシュで近づく
②でも照れてなかなか話しかけられない
③なんとか話しかけて撮影タイム

④そして唐突に始まる
お菓子や名刺など連
絡先の交換会
⑤好きな作品の話など
で盛り上がる
今回は、らなも含む 5
人で見て回りました。ら
な以外はさっき書いた
方法でナンパした人達
でしたが、急にスクワッ
トが始まったり、ファン
サ過多でらなが幸せ過
ぎて崩れ落ちたりして
カオスな空間でした。良
い意味で全く緊張感が
ないですね(笑) 今度 5 人で一緒にあわせてコスプ
レすることになりました！楽しみです(≧∇≦)
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―啓発広報部おとな塾 Harbor Salon―

12 月 18 日(土)生涯学習センター 参加者 8 名

第 6 回 Harbor Salon

～“新しい”お正月飾り～

12 月も折り返し地点を過ぎ、
寒さも本格的になっ
てきました。クリスマスやお正月といったイベント
がどんどん迫ってきていますね。今回はフラワーサ
ロンヨコヤマ主宰、横山由美子先生にお越し頂い
て、スワッグづくりを教えてもらいました。
サツマスギやニオイヒバといった濃い緑の植物
をベースに、松や南天のお正月らしい植物を使い基
本の形を作り、そこに水引や稲穂といった縁起物を
飾り付けました。始める前は、ブーケやリースのよ
うに立体的だったり、特定の形を作らなくてもよい
ので不器用な私でもスムーズにできるだろうなと
思っていました。ですが、材料をくみ上げる際、壁
に掛けても落ちてこないよう、ぎっちりとワイヤー
を使って止める作業が難しく、こんな形になるよう
にしたい、と思っていても留め終わってみると違う
形になっていて、よく見るスワッグの形に形成する
のは簡単なことではなかったです。
後半はお楽しみの飾りつけタイム！先生が持参
してくださった色とりどりのリボンや水引、松ぼっ
くりの中から好みの物を選びました。「来年の干支
は寅だから金と黒と水引かな～」や「シンプルに紅
白がいいかも」と比較的もくもくと作業をしていた
前半に比べて賑やかな時間となりました。
参加した方から「早速お母さんに見せたら“立派
なものができたね”って言ってもらえた」
「
“美”の
造形に没頭できました。点数がつかないから気楽。

先生の指導もわかりやすくて、想像よりやりやすか
ったです。
」といった感想を頂きました。
今年一年、Harbor Salon に関わってくださった
皆さんありがとうございました！5 月に活動を始め
てほぼ毎月何かしらの企画を行えたことは自分た
ちでもよくやったなあと思います。来年も人生の中
のちょっとした、出会い・交流の場となれる企画を
していきますので、ご参加お待ちしております！皆
さん、よいお年をお過ごしください！
(なつ)
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―子ども活動部 わいわいアカデミー―

12 月 12 日(日)YYY 事務所
①11:00～参加者 6 名
②13:30～参加者 8 名
③15:30～参加者 8 名

クリスマスケーキ

を

12 月と言えば、クリスマス。クリスマスと言えば、ケーキでしょ！
事務所でクリスマスケーキをデコレーションしました。今回作っ
たのはブッシュドノエル。最初にお互い名前を言い合ったら、ちょっ
とだけ緊張がほぐれたかな。そしたら早速デコレーション券でロー
ルケーキとクリームを選ぶ。最初は恐る恐る、次第に大胆にぺたぺた
塗りまくる子ども達。フォークで筋をつけたり、雪で覆われている風
にしたり…。飾りを色々選ぶのが楽しそう。いちごでサンタを作った
り、雪だるまの顔を描くときには息を止めて…。真剣そのもの。切り
株を作ったり、キノコを飾ったり。同じ材料なのに、できあがりはみ
んな違う。作っているみんなの顔を見るだけでウキウキしてきて、こ
っちまで幸せになる。
「すぐに食べた～い！」との声があがったけど、
コロナなので残念↓
体調が悪くてキャンセルになった子にも材料を渡したら、おうち
で楽しくデコレーションしたと知らせてもらって嬉しくなった。き
っと元気になったよね！
(くぼなおみ)
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デコろう！

