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 ４月２０日現在 
 子ども会員：１１４人 
 正 会 員 ： ３７人 
 賛 助 会 員 ：２４０人  

３１団体 

ケーキ屋さんになりたい 

(わたなべ ゆうな) 

野球選手になりたい 

(まきおか けいたつ) 
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に乘って、夕方近くになると、長蛇の列ができると

いうお店の小籠包をいただいてしまい、思い描いて

いた京料理はほとんど食べられず、ちょっと残念で

した。 
今回の旅行で一番面白かったのは中学校の修学

旅行でしか行ったことがなかった太秦映画村を訪

れたこと。ちょうど NHKの連続テレビ小説「カム
カムエヴリバディ」展が開催されており、そのドラ

マに出てきたお店と同じあんこの回転焼きを食べ

られるというので、30分並んでゲット。深津絵里や
オダギリジョーには遭遇しませんでしたが、タイム

スリップしたみたいで、結構楽しめました。エヴァ

もおったぞ！ 
そして念願だった、嵐電に乘って満開の桜のトン

ネルも通り抜けてみました。その桜のトンネルで

は、たくさんの鉄オタさんたちが、嵐電と桜を一枚

の写真におさめようと、カメラを身構えておられま

した。その気持ち、とてもよくわかります。空の青

と桜のピンクそして嵐電、絵にならないはずがな

い、みなさんにその感激を上手く伝えられないこの

もどかしさ。百聞は一見に如かず、是非行ってみて

ください。忙しい時ほど、命の洗濯は必要です！ 

本当に、“あっ”という間に桜の季節を通り過ぎ、

気づけば GW 目前。めっちゃ慌ただしい今日この

頃、みなさんいかがお過ごしですか？ 
 
今年の春休み、YYY事務所は例年に輪をかけたよ

うな活気が。めでたく次のステージに進んでいく子

どもたちのお祝いをしたり、他県の大学に行ってい

る子が帰省して寄ってくれたり、20周年ということ
で某代表が次々に事業を企画、その準備に追われま

くり、パンフレットの広告集めに奔走したりわざわ

ざ届けてくださったり…と。とにかく、事務所には、

いつもたくさんの客人が訪れていたのでした。これ

も 20年の成果！嬉しいことです！ 
 
とはいうものの、ここのところの仕事量は半端な

い。これまで生きてきて、自分でやる！って決めた

ことで、キャパ超えかも…って自覚したことは一度

もない、今回が初めて。それって結局、「あんた、自

分が思っているより歳なんよ！」と神様に肩をポン

ポン叩かれているのかもしれません。(笑) それく
らい、やりたいこと、やらなきゃあいけないこと、

すべきことが山積している状況にもかかわらず、こ

んな時だからこそ遊ばなきゃあ！ってことで、4 月
の初めには娘と二人で京都に花見旅行に行ってき

ました。 
 
桜が満開の京都は、人・人・人がいっぱい。さす

がに都でございます。外国人観光客が居なくても、

四条はこの辺のお祭りなんて比じゃないくらいの

大賑わい。ご飯屋さんを探すのも一苦労。京都まで

来たからには、美味しい豆腐料理に京野菜、牛鍋も

食べたい！と心に決めておりましたのに、娘の口車

 深津絵里のあんこ♡ 
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―啓発広報部 おとな塾― 4月 21日(木)生涯学習センター 参加者 10名 

 春になったなぁと思ったら桜もすっか

り葉っぱになって暑いほどに暖かくなっ

てきましたね。陽気と共に外へ出て運動

したくなる季節！でもつらい運動は続か

ないのもまた事実。体力だけでなく時間

もとられてしまいますよね。 
そこで皆さんに朗報、日常的な動作で

も意識を変えるだけで良い運動になるも

のがあるんです！それは歩くこと。大した運動でな

いのではと思った皆さん、実はそれをたちまちスポ

ーツ並みの運動にするポイントがあります。 
まずは姿勢から。骨盤をまっすぐに立てることが

重要だそう。反っても後ろに倒れてもダメで、そこ

を意識するだけで腰痛の予防、お腹周りをすっきり

させることができます。踵から頭まで壁につけて、

腰のところに手が一枚入る程度がちょうどよいそ

うですよ。私は少し反り腰気味だったようで、まっ

すぐ立てるだけでも腹筋を使っている感じがしま

した。次に忘れてはいけないのが目線。つい下を見

がちになっている人が多いのは、頭が体重の 10 分
の 1を占める重い部分なので、前に倒れがちなのだ
そう。そこで、目線を高めに置いて首をまっすぐ立

YYY 20周年おめでとうございます！ 
最初に出会ったのは高校生の時だったので、もう

10 年のお付き合い！時の早さにびっくりしていま
す…。 
思えばこの 10 年間、大学進学で兵庫へ、就職で

東京へ、結婚してまた兵庫へ…と色んなことがあり

ました。人生の大移動、ほとんどやり切ったんじゃ

ないかな？と思うくらいです！YYY では節目節目
で記事を書いていたので、読み返してみると私にと

っては外向きの日記のようで少し恥ずかしい(笑) 
ですが、10年間で積み上げてきたたくさんの思い出
が、確かにここに詰め込まれていると感じます。 
呉に帰る時には事務所にも寄るのですが、子ども

たちが集まっているのを見ると、ここがみんなにと

っての「サード・プレイス」なんだなあ…と感じら

れて感慨深い気持ちになります。子どもだって色々

あるから、学校でも家でもない場所で心を落ち着け

てホッと一息つく時間も大切ですよね。特に、ここ

最近のコロナ禍では息抜きが難しかった人も多か

ったと思います。YYYにはこれから先もみんなの心
の拠り所として、30年、50年と時を重ね、「呉にな
くてはならない存在」であり続けてもらいたいと思

っています。 
なかなか呉に帰れなかったので、会報誌を通して

呉の様子が知られるのはうれしい！少し離れた場

所からにはなりますが、私も兵庫から記事とエール

を送り続けたいと思いますので、もっともっとパワ

ーアップして呉を盛り上げていってください！！ 
(丸屋杏子) 

てることがポイント。背筋も伸びて肺で空気を取り

込みやすくなるのだとか。歩き出しは、後ろ足を蹴

り出すようにすることが大きなポイントです！蹴

り出しによって得られる推進力でぐんぐん歩ける

ようになる他、足の筋肉をしっかり使えてヒップア

ップの効果もねらえます。 
 いろいろとやってみる内にいつの間にか袖をま

くり上げていました。私は普段からよく歩くので、

この歩き方を実践したら…考えるだけでワクワク

します(笑) よく歩く人もあまり外出はしない人も
一日中まったく歩かないなんてことはありません

よね。洗濯物を干す、トイレへ行く、その「ちょっ

とした」歩きをポスチュア・ウォーキングに変えて

みませんか？           (芥川愛花里) 

講師：佐藤泉さん 

(ポスチュアスタイリスト) 

ありがとう 20周年！ 
丸屋さんよりお祝いメッセージ 
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―鑑賞部 YYY20周年事業― 3月 27日(日)ビューポートくれ中会議室 参加者 30名 

Let’s write YYYsong!! 
今年 YYY は 20 周年！記念にオリジナルソングを作っちゃお
うってことに。YYY 的な思いの詰まったものを作りたい！しか
し、歌を作るといっても自分たちでは…ということで、YYYでは
お馴染みのアコーディオン奏者、音楽家で Rue de Valseの新井武
人さんを招いてワークショップを行いました。 

YYY歴 20年の親に連れら
れた 0 才～60 代まで幅広い
年齢層の 30 人が集まって、
どうやって歌を作るのかな

～？どんなワークショップ

になるのかな～？  

新井さんはアコーディオン持参で、「チャオ！」と

「コロナ～ひかりのわ～」の 2曲をはじめに披露。
「チャオ！」は、お店の開店祝いに。「コロナ～ひか

りのわ～」は、コロナ禍、コロナという名前を残念

に思っている男の子にむけて、名前には素敵な理由

があるんだよ。といったメッセージを込めて作った

曲。歌詞にはそれぞれ思い入れがある。まずは、自

分たちの名前の由来を書いてみよう！そして好き

なものを4つ書き出してみよう！その言葉をメロデ
ィーに乗せると、あっという間に自己紹介の歌とな

りました。さすが！新井さんの歌声と親しみのある

喋り方で会場は、和みながら盛り上がる。 
 
いよいよオリジナルソングの歌詞となる言葉集

めを！まずは YYYの Yで「や・ゆ・よ・Y」で始ま
る言葉から。続いて「YYYといえば」「呉といえば」
を書き出してみた。すると、YYYは「変わっている」
が「褒め言葉」、「電気」が「遅くまで点いている」

とか、呉は「魚」が「おいしい」、「灰が峰の高さ」  

が「郵便番号と同じ(737)」とか、言葉がどんどん
湧いて出る。みんな納得の言葉はもちろん、そうい

えばそうじゃね、そういう見方、関わり方があるん

じゃと 20 年活動しているといろんな言葉が溢れ出
す。 
 
そもそも「YYY」の由来は？20年前を知る人によ

ると…友情・勇気・優しい・ワイワイする等々まだ

まだ言葉が隠されているようだ。(忘れてしまった言
葉もあるかも) 
 
みんなが出したたくさんの言葉を新井さんが持

ち帰り、歌詞にし、メロディーをつけて YYY オリ
ジナルソング完成へ！自分たちの言葉がどのよう

に料理されるのか？ YYYオリジナルソングに関わ
れたのはスゴイことだ。出来上がりが待ち遠しい！

6月 11日の「Rue de Valse LIVE2022」でお披露目
です。みなさんお楽しみに‼  (鑑賞部 岡本知子) 
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―啓発広報部おとな塾 超おとな塾― 4月 16日(土)生涯学習センター音楽ホール 参加者 70名 

春 

 昼下がりのおとな塾！家事や仕事の合間にほっと一息。そんな時間をお

届けしようと、昨年度から始まった超おとな塾。3回目となる今回もジャ
ズボーカリストの松原杏さんとピアニストの三浦雄希さんをお迎えして、

春をテーマにコンサートを開催しました！ 
 みんな知ってる春のポップスは、客席の皆さんも体が自然と動きまし

た。一緒に口ずさんでる方も。英語で歌われる JAZZの名曲も、かろやか
な歌声と伴奏で楽しく聴けました。午後の陽気に足取り軽くなる素敵な時

間でしたよ～～(まゆまゅ) 

女と戦争 

講師：礒田朋子さん 

(延辺大学(中国))(外国語学院・外籍教員) 

【日 時】5月 11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。 
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私、岡本美空は沖縄県にある名桜大学という公立

大学に進学しました！ 
と言うことで、これから年に 2～3回、沖縄でのキ

ャンパスライフや街の情報などをお届けしたいと思

います。 
まずは、タイトルの説明から。「ないちゃー」とは

沖縄の方言で「内地(沖縄県外)の人」という意味です。
(おばぁやおじぃたちの中には「やまとぅんちゅ」と言う人も
いるらしい) マイナスの意味で使われることもあるよ
うですが、私は気に入ったのでばんばん使っていき

たいです♪一方、「しまんちゅ」の方は「沖縄県民」

という意味もありますが、ここでは「島人」の意味

で使わせてください(笑)。同じ島でも、私が住んでい
た江田島とは違い、沖縄は水平線が見えるし、海が

本当に綺麗✨です。江田島は山に囲まれています
が、沖縄は直に風がくるので、風がある時には台風

が近くにいるみたいに半端なく強い風が吹きます。

でも、風がない時には本当に無…です。差が激しく

て困っちゃいます笑 結露もすごくヤバいらしいで
す。オリエンテーションの際、教授から「結露のせ

いで今年の 3月に看護棟の全冷暖房を取り替えた」
という話を伺いました。総額約 1億 8000万円かか

ったそうです。すごい金額で聞いた時は、自分が私

立大学に進学したのではないかと心配になりまし

たが、それくらい湿気による結露がすごいってこと

なんでしょうね。 
 
さて、話は変わり、沖縄に行ってすぐ、美ら海水

族館の年パス会員になりました！3月いっぱいはま
だ高校生扱いだったので、なんと高校生価格で年パ

ス買えちゃいました☆ 2回行けば、元が取れる！一
度利用したら入園料が半額になったり、園内遊覧車

に無料で乗れたり…とお得が満載。 
その会員特典を使って、熱帯ドリームセンターに

行ってみることにしました。期待していた遊覧車に

は残念ながら出会わず、結局歩いていくことに…。

たまたまイルカラグーンの前を通りかかった時、ち

Campus Life 
ないちゃーしまんちゅの 

ょうどイルカショーの始まる 5 分前！
遊覧車に乗れなかったおかげでイルカ

ショーを見ることができました❣ 私

はラッキーガールです！さらに熱帯ド

リームセンターの中は色とりどりの花

が咲いていてとても綺麗でした！自分

より大きな植物のあるゾーンは少しゾ

ワッとしましたが、見たことないもの

ばかりで楽しかったです！イルカショ

ーも広島にはない植物も見れて結果オ

ーライ！ぜひ美ら海水族館だけではな

く、熱帯ドリームセンターにも行って

みてください！！ 
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 大学生になってはや 1年が経ちました。初めての
一人暮らしで家事と大学生活の両立ができるのか

不安でいっぱいでしたが、なんとなく生活してこれ

ました。 
前期ではオンライン授業がほとんどであった中、

畑の授業で同じ学科の人と仲良くなる機会があり

無事に友達をつくることができました。後期からは

サークル活動が始まり、学科学年の垣根を越えた交

友関係も築け、輪がどんどん広がっていきました。 
そして1月からは人生初のアルバイトを焼肉屋で

始めました。家族経営の焼肉屋でとてもアットホー

ムであり、どこか YYY のような心地を感じていま
す。お客さんが多くて忙しいときはやめたいと思っ

てしまいますが、バイトの日は毎日賄いが食べられ

るので賄いのために頑張ってます！たまに焼肉が

食べれるので大満足です笑 まだはじめて半年も経
っていませんが先輩方がやめてしまい、「1番長く働
いてるアルバイト」になってしまったのでプレッシ

ャーがすごいです笑 お店の売上が伸びるように精
一杯働きます！ 
先日京都でお花見をしてきました。高校時代の友

人と京都らしく、着物をレンタルし髪型もセットし

てもらってお花見に挑みました。円山公園の桜がき

れいだと聞いていたので行ってみると、ちょうど満

開の時期で、多くの人で賑わっていました。 

1 番印象的だったのは大きな枝垂れ桜です。ソメ
イヨシノがたくさんある中で、中央に枝垂れ桜がド

ーンと構えていてものすごく迫力がありました。そ

の後は二年坂、三年坂、清水寺を観光しました。草

履に慣れていない私たちは下り坂で鼻緒に体重が

かかり痛くて変な歩き方をしてました笑 着物を着
て少しはおしとやかになれるかなと期待していた

のですが、変わり者 3人で行くとそんな期待を裏切
ってくれます。 
こんな感じで大学生1年目は環境に恵まれ楽しい

日々を過ごせました！2 年目も勉強をおろそかにせ
ず友達とわいわい楽しみながら過ごしていきたい 

です！        (土屋美咲) 

なんだかんだで楽しめてるよ！ 

大学生活 1年… 
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大きくなったら薬剤師に

なりたい(とだ かなる) 

アイス屋さんになりたい 

(やの こはる) 

「ほのうまる」自分で考えたヒー

ローみたいで、将来の夢とゆう

か、僕はこれから先もずっと「ほ

のうまる」って言ってますｂｙ母 

(みやざき こうた) 


