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特定非営利活動法人 呉こども NPOセンターYYY 広報誌 2022.6.25 発行 \200 

229  

 ６月２０日現在 
 子ども会員：１１６人 
 正 会 員 ： ３７人 
 賛 助 会 員 ：２３８人  

３１団体 
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やるっ！てことが決まったら、会場や、出演者の

宿泊先を手配、関係各機関への後援依頼、チラシ・

ポスター・チケットの作成に、広報計画…。と他に

もたくさんの仕事があるわけです。毎年、15～20く

らいの事業を手掛けているわけですから、考えてみ

れば、結構な仕事量です。 

 

随分前に、夜遅くまで作業していると、「事務所に

電気がついとったから、コーヒーを飲ませてもらお

うと思って」と飲み屋帰りによってくれた、支援者

さんのお友達から、「なんでそこまでできるん？な

にがインセンティヴになっとるん？」と問われたこ

とがあります。正解は、よくわかりませんが、ここ

に居座っていると、そのおじさんたちのように、し

ょっちゅう誰かがやってきては、それぞれのストー

リーを話して聞かせてくれます。それが結構興味深

い。その上、わが子だけじゃなく、関わった子ども

たちの成長していく様子をずーっと見ていられる

のですから、嬉しいやら、頼もしいやら。やめられ

ないわけです。イベントがなくても、人の出入りが

激しすぎて、毎日お祭り気分です！(笑) 

もういくつ寝ると夏休み？「あっ」と言う間に、

今年も半分終わっちゃいそうな今日この頃。うだる

ような暑さが続いていますが、みなさんいかがお過

ごしですか？こんな時は、こんな時じゃなくても、

しっかり寝て、食べて、飲んで、大笑いして…体調

管理に気を遣いましょうね！水分補給もね！ 

 

そろそろ耳タコだとは思うけどYYYは今年20周

年、ほぼ毎週、何らかのイベントをやっています。

5月は「築城せよ！」に「デイキャンプ」、まん防で

延期にしていた「人形芝居キナコちゃんとダンス」。

今月に入り、「Rue de Valse LIVE」に「映像と遊ぼ

う！WS」、7 月末～8 月上旬にかけて実施予定の、

「夏休み星空映画会」。いろんな企画が次々あって、

楽しそうでしょ？でも、準備するのは結構大変！っ

てことで、今回は YYY の企画が実際に開催される

までの手順を説明してみたいと思います。 

 

まず、YYYには鑑賞事業を担当する鑑賞部、キャ

ンプなどの体験活動を企画する子ども活動部、今読

んでもらっているやんちき通信の編集、HP の管理

運営、各種講座の企画をしている啓発広報部という

大きく 3つのグループがあります。それぞれのグル

ープが 1月くらいに、こんなことがやりたい！とい

う漠然とした提案を出します。それを、どんな思い

で、どんな人たちを巻き込みながら、どんな風に運

営していくのか？そして、どういう成果を期待する

のか？…メンバーで共有しながら、簡単な企画書・

予算書をつくります。ここポイントです。この部分

の手を抜くと上手くいかないどころか、せっかく取

り組んでも満足感や達成感を得ることができない

という、もったいないことになっちゃいます。 

続いて、関係各所に金額や日程などを問い合わ

せ、可能性について検討。そこがクリアできて初め

て、本格的な企画書・予算書を作成。その後、常任

委員会→理事会→総会でみんなから賛同が得られ

れば GOとなります。 
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―啓発広報部 おとな塾― 

 私にとって中間社会と言えば、唯一身近だったの

が子ども会、そこを卒業してからは、自分も家族も

町とのつながりを特に感じなくなっているように

思います。これが今言われる中間社会の弱体化でし

ょうか？しかし、なぜそれが問題なのか、何が困る

のかを考えたことはありませんでした。 

 大藤先生のお話によると、中間社会は地域の共同

で使うものの管理、行事、地域の意思決定など、自

治に重要な役割を担っているそう。ゴミの回収や地

域の安全など、今まで当たり前だったものは地域社

会の力があってこそだったのです。その地域社会が

弱体化しつつある、これは確かに重要な課題です。 

 では、課題解決のために何が必要となるのでしょ

う。大藤先生は「重要な他者」というキーワードを

挙げられました。「重要な他者」ってなんだ？と思わ

れた方は YYY を思い浮かべてみてください。先生

公認で「重要な他者」であるとのことでした！まさ

に YYY の活動のように、よく他者と関わって自分

ひとりの視野から世界を拡げ協調性や社会性を育

むことが肝要なのだそう。 

 今回のお話を受けて地域社会の重要性もよく分

かったのですが、何よりそれが充実していた方が楽

しく豊かに暮らせるということにも気づかされま

した。誰かのためを思う心、それは転じて誰かに思

ってもらえることにもつながる、また、自分ひとり

では知り得ない様々なものと出会えます。 

これからの地域社会を担う次世代に対峙する教

育者を目指す者としては、そうした楽しさや豊かさ

を伝えられるように、まずは自分が積極的に誰かの

ために動いて「重要な他者」性を高めていきたいと

思いました。           (芥川愛花里) 

6 月 8 日(水)生涯学習センター 参加者 14 名 

講師：大藤文夫さん 

(広島文化学園大学名誉教授) 

【日 時】7月 8日(水)19：30～ 
【場 所】生涯学習センター507 
【参加費】1200円 
 ※事前にお申込みください。 

講 師：沖田亨さん 

(呉市保健年金課 主査) 

× 

これからもらう世代のための年金講座 
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―啓発広報部おとな塾 Harbor Salon― 6 月 4 日(土)参加者 5 名 

第 10回 Harbor Salon 

ゆかた de 一服 

去年「＃ゆかた de 花火の会」がとっても好評だ

った。ということ今年もやりました！講師は、前回

同様、笠野公子先生。今回は、「＃ゆかた de一服の

会」と題して、ゆかたでお茶をするという、なんと

も雅な会となりました。 

今回初参加の、愛ちゃん・めいちゃんは、浴衣に

テンション MAX！！ウィッグや髪飾り、その他小

道具をたくさん持ってきていて、「これがいいか

な？」「あれはどうかな？」と終始キャッキャしてい

ました。 

そんな 2 人を横目に、2 回目の私たち Harbor 

Salonのメンバーは、まるで「ゆかた着付け部」で

あるかのように、必死そのもの。笠野先生のご指導

に、「はいっ！」と緊張の返事。初めてではないとい

うことで、笠野先生もなかなか容赦してくださいま

せん。しばらくして、なんだか周りが静かだなあと

思ってふと顔をあげると、みな真剣。いかに美しく

着られるかということを追求していました(笑)。 

イベントが終わり、なんだかスッキリ！着替えよ

うとふと鏡をみるとそこには…、「あれ、なんかくび

れできた？」と疑うような自分の姿が(笑)。姿勢も

いつもよりピシッとして見えます。和服は身も心も

美しくしてくれるのかもしれませんね。 

実はこの翌週、成人式の前撮りをしたのですが、Harbor 

Salon のおかげで、振袖もそんなに苦しくありませんでした

(笑) 

さらにその次の日の“Rue de Valse” のコンサートで「＃ゆ

かた de もぎり」をすることに！笠野先生からも、ご来場いた

だいたみなさんからも「かわいい～」「いいねー！」と声をかけ

ていただき、苦労して着た甲斐がありました。こうしたお声を

いただけるのも、我らが誇る、日本の伝統「ゆかた」ならでは。

先生がおっしゃっていた、「ゆかたの素晴らしさ」にもう一度気

づかされました。 

まさか、2週間のうちに 3回も和服を着ることになるとは！

ゆかたをピシッと着てお出かけできる「ステキな大人」を目指

して、これからも「ゆかた着付け部」の一員として精進して参

ります！ 

笠野先生、参加者のみなさん、ありがとうございました！ 

(みづき) 

～後日談～ 

 
オープンチャットは 

こちら 
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20周年、誠におめでとうございます。 

 

 YYYさんと出会ったきっかけは、前身のおや子劇

場だった当時の平成 12 年の時でした。天応にあっ

た遊園地が閉園となり、その跡地に「呉ポートピア

パーク」という公園をオープンすることになった年

です。 

 私は呉市職員で、その担当の一人として、現地事

務所に配属されました。そして同年 7 月 20 日(海の

記念日)がリニューアルオープンの日であり、オープ

ニングイベントを手がけておりました。 

 

たくさん人に来てもらい、楽しんでもらえる公園

にするため、セレモニーや野外ステージのプログラ

ム、フリーマーケット、子ども館でのイベント、多

目的広場でのバイクトライアル大会等々、広い敷地

で様々な催しを計画しました。      

しかし、それでもまだスペースに余裕があり、で

きれば子どもたちに楽しんでもらえるような空間

を作りたいと思いましたが、もうアイデアもなく、

携わってくれる人も見当たらないような状況でし

た。このとき、手を差し伸べて助けてくださったの

が、YYYさんだったのです。 

事情をお話しすると、「いいよ、私たちに任せて。」

と言われ、企画だけでなく、当日の運営も本当にき

ちんと子ども対象の「お店屋さんごっこ」等の催し

を実施していただきました。 

以降、私は YYY のファンとなり、自分の子ども

と一緒に公演会や星空映画会、いも煮会などに参加

させてもらいました。 

 

YYYさんの事業には、いつもたくさんの親子が参

加されているだけでなく、運営側にも多くの子ども

たちや OBが携わっており、生き生きと活動されて

いる様子を見ると、これまで培ってこられた積み重

ねが子どもたちにもしっかり伝わっており、YYYと

いう組織の素晴らしさを強く実感させられます。 

いつも子どもたちのことを考え、悩むことなく行

動していく姿に敬服するとともに、私は仕事帰りの

道中で、いつも遅くまで灯っている事務所の明かり

を見ては、“自分も頑張らなくては”と元気をもらっ

ています。 

 

これからも呉の子どもたちが夢を持って成長で

きるよう、益々のご活躍を祈念するとともに、私た

ちも子どもたちが将来に希望を持てる社会になる

ようできることをやっていきたいと思います。 

(小山成則) 

おめでとう！20周年！ 
小山さんよりお祝いメッセージ 
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  ―こころゆさぶる文化体験事業 2022 YYY20周年記念事業― 

2月の公演予定が、コロナの影響で 5月に延期と

なった「キナコちゃんとダンス！！」。日程変更をお

知らせしたところ、ほとんどの人が「そのままチケ

ットを持っておきます」との返事。みんな楽しみに

してくれているんだなぁと実感。事前に「子育てあ

るある川柳」も募集した。すると、沢山の応募が！！

川柳の飾りつけをしながら「こんなことあったよね

ぇ～」「あるあるよねぇ」と盛り上がり、さらに待ち

遠しくなった。 

そして迎えた公演当日は、お天気にも恵まれ、足

取りも軽かったのか、開場前から列ができた。ロビ

ーに飾られた川柳を眺めながら、開場を待つ人達も

楽しそう♪ 

いよいよ開演。北村さんが登場し、こっちにゴツ

ン！あっちにゴツン！に、会場内は初めから大爆

笑！！子どもたちの笑い声に心が和む。 

昼のキナコちゃん 

朝のキナコちゃん 
保育園に行く前に、キナコちゃんのお着換えタイム。

とっかえひっかえ服をポンポン投げるキナコちゃん 

を観て、子ども達から「だめよぉ～。投げちゃぁ」との

声がでる。「こんなに脱ぎ散らかして、誰が片付けると

思ってんの」との問いかけに、「きみ」「あなたよ」と子

ども達。言葉のキャッチボールで、舞台と会場が一体

化していく。 

給食を食べるキナコちゃん。「あっ、ホントに食べ

た！」「またなくなった」「えぇ～」と驚く人たち。声が

聞こえるたびに、人形さばきのうまさを感じずにはい

られない！！さすが！！ 
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5月 28日(土)ビューポートくれ大会議室 参加者 2ステージおよそ 180名 

幼稚園のお友だち家族と一緒に鑑賞しました。

すぐママの所行く、って言うだろうなぁと心配し

ながら後ろで様子を見ていましたが、振り向いた

のはたった一度。それも「ママ！！面白いね！！」

の一言だけ。拍子抜けです。あぁ成長してるんだな

ぁと感じました。 

出る物出る物に大ウケをしていた息子の、1番の

お気に入りはにくまんくん。あれから数日経ちま

すが、パパ、祖母、ママの友だちみんなに、にくま

んくん面白かったんよ、と紹介しております。とっ

ても楽しかった様でママも嬉しいです。 (岡下瞳) 

3 才の息子を連れていきました！ずーっと座っ

て集中して観てたので、楽しかったんじゃないか

な。観てる間も時々なにかもにょもにょしゃべっ

てて、感じるところがあったみたいです。1年前の

人形劇はこわがって会場にも入れなかったので、

それを考えるとだいぶ成長したなと(笑)親として

は定点観測的な楽しみ方をしています。 

音や動きなど子どもを惹きつける要素がたくさん

で、会場の雰囲気含めてよかった！  (久保田悠) 

1歳の息子と行きました。初めての場所なので直

前まで泣いていましたが、劇が始まると釘付けで

楽しんでいたようです。1時間子どもを熱中させる

のはすごいなぁと思いました。母親として「こうし

たら楽しんでくれるかな」と子どもとの遊び方も

新たに知ることができました。また子どもと行き

たいと思います。            (moe) 

眠る前の絵本タイム。でもなかなか寝ないキナコちゃ

んは、お父さんに「劇をして」と頼む。最初しぶしぶや

っていたお父さんだけど、段々と乗ってきてヒートアッ

プ。演じる北村さんの熱気に会場の人達も段々と前のめ

りになっていく。 

夜のキナコちゃん 

帰っていく人たちは、みんな笑顔だった。「来

月、息子に子どもが生まれる予定なんだけど、

その子にも見せたいと思ったんよ。」という、嬉

しい声を聞くこともできた。 

今年度、20周年事業のスタートを切ることに

なった「キナコちゃんとダンス！！」は、これ

までに何回も取り組んできた作品。子どもの頃

に観たという若者たちが、親となって我が子を

連れて来ていて、歴史を感じる。キナコちゃん

の題材となった北村さんの娘さんも、もう 27歳

だとか…。親・子・孫の 3 世代で観ている人

も！！今年の鑑賞部のテーマ「つなぐ・つなが

る・YYY」が実現できてるなと感じられた。 

(しるこ) 

 
今回、親となり子どもと一緒に観た人たちに

感想をいただきました！ 
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  ―こころゆさぶる文化体験事業 2022 YYY20周年記念事業― 

 9 月公演の前に「白 A」のパフォーマンスを体験

して盛り上がろう！と「ワークショツプ」を企画。 

映像をキャッチする？？？ どんなことするのかな

ぁ？っと、企画側の私でも、想像がつかない。参加

者同様ワクワクしていた。 

広い会場に入ると SHIRO-Aと映し出されたスク

リーン。音楽が鳴り始めメンバーが登場。一人一人

が個性的で、髪も衣装も面白い。早速、笑いを取る

パフォーマンス。「スリー・ツー・ワン Go」の掛け

声とともに、カッコいいサウンドが流れ、パフォー

マー(あべちゃん、だいき、カワシマ)の動きが機敏

に…。会場が一気に白 A世界に巻き込まれる。次か

ら次へと映像が変わり、メンバーが楽器を演奏した

り、スーパーマリオが飛び出したり…に見える。そ

して次はスポーツオンパレード！テニスに野球、サ

ッカー、カートなど…。ほんとにプレイしているみ

た～い！パネルがちょっとでもズレると観客には

さっぱり見えないはず！これだけでも「凄いもの観

れたー」って最高の気分なのに、更に凄いことに自

分たちもこのパフォーマンスを体験できるの

だ！！ 

『ムービングキャッチ』という、数字をキャッチ

するWS。じっくりわかりやすく教えてくれたので、

私でも出来そう！と思ったくらい。体験希望の子ど

もたちが舞台前に続々と。順番を待つ間に動きを練

習しているその光景に、やりたい気持ちが伝わって

きて嬉しかった。大人もいい運動になったみたい。

内容はわかっていなくても、音楽が鳴り出すと思わ

ず踊りだす小さい子もいて、その姿に癒された。体

験者はもちろん観ていた参加者も、見よう見まねで

体を動かし楽しんでいた。 

チョットだけ垣間見た白 Aの不思議な世界。やっ

ぱり生で観るって凄い！身体全部から入ってくる

感じがする。ムービングキャッチだけでも凄いのだ

けれど、もちろんこれだけでない。「ネタバレするか

ら、ちょっと…」と白 Aのメンバーに言われ、9月

14 日の本番に余計に期待が膨らむ！当日とっても

楽しみだ。 

今回知った白 Aのかっこよさを、たくさんの人に

広め、満員御礼になるよう、盛り上げていきたい。 

(甲田直美) 

白 Aワークショップ 

そ う 映像と ぼ 
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6月 19日(日)ビューポートくれ大ホール 参加者およそ 100名 

SIRO-A×YYY 

20th Anniversary 
LIVE Stage 

9 14 月 日(水) 
呉信用金庫ホール 

仙台の水族館では去年大好評

だった白Aとのコラボパフォ

ーマンスが今年も開催される

そう！ 

新潟では 8 月に、ゾンビのシ

ョーやお化け屋敷などを楽し

めるホラーイベント「ゾンビ

サーカス」が行われる。かずこ

が観に行ってくるね！ 

夏の白 Aは大忙し！ 

参加さしていただきありがとう。 

かんたんだと思っていたけど難しかっ

たけどすごーく楽しかった(子ども) 
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―こころゆさぶる文化体験事業 2022 YYY20周年記念事業― 

小雨が降ったりやんだりの空模様に、出足が悪い

かと心配したけれど、みなさん結構早くから来られ

ました。 

昼公演のもぎりは、前の週に Harbor Salonで着

付けを習ったばかりの大学生 2人が、浴衣姿でお出

迎え。テーブルには花とチョコレートを置き和やか

な雰囲気を演出。来場者からは「ディナーショーみ

たい」との声も。 

いよいよ開演。ヨーロッパを感じる曲から始ま

る。まるでパリに降り立ったかのよう！ 

楽器紹介コーナーのクラリネットでは「♪パパか

らもらった、クラ～リネット♪」の曲を吹くなど、

子どもや初めての人もとても馴染みやすい。 

曲にまつわるエピソードを語りながら演奏した

り「いつもが 100％の演奏だったら、演奏前に大き

な拍手をもらえると 600％になる」と会場を盛り上

げる。メロディが親しみやすく、自然と体が動き、

軽やかに踊り出す子も！！ 

シリアスなギターソロにコントラバスとアコー

ディオンが加わると、重厚感が増し半端なくカッコ

イイ！！リズムのいい曲もあれば、「コロナ～ひか

りのわ～」のように子守唄風に作られた優しい曲ま

で、聴いている人を退屈させない。 

そしてクライマックスは、YYYのオリジナルソン

グ！！3 月のワークショップで出しあった Word を

もとに新井さんが作ってくれました！YYY らしい

明るくポップな曲♪途中ラップ調なところもあっ

たりして、とにかくカッコイイ！！思わず歌いだし

たくなるようなノリノリの曲♪ 

会場を後にする人たちから「とてもよかった！」

「サイコーに楽しかった‼」と笑顔を頂きました。 

新井さんとの出会いは NPO 法人になる前から。

20 年以来のお付き合いがあったからこそできたオ

リジナルソング。次回のお披露目は、9 月の「白 A

×YYY」の公演で！呉氏に負けないプロモ―ション

も作りたいと、野望は膨らむ。     (しるこ) 

6月 11日(土)ビューポートくれ大ホール 

参加者 2ステージおよそ 240名 



- 11 - 

 

 

 

 

先日「YYYは 20年じゃけど、おや子劇場からだ

と 48 年なんよ。みーさんは何年？」と言われ……

「30年？」 急に古参の自覚が芽生えた私、みーさ

んです。 

 

20年前、NPOになる説明を旧事務所でぎゅうぎ

ゅう詰めに座って聞いた景色は、今でも覚えていま

す。それから少しして、結婚、出産。子どもを連れ

ての鑑賞や体験事業はもちろん、子育てサークルな

どいろいろな活動をしました。サークルは 10 年く

らいやったかな～。 

夫には「人前でなんかするとか、イベント企画す

るとか普通の人はせんよ。YYYの人は変な人ばっか

り(最高の誉め言葉と受け取っています)」と言われ

ますが、そんなことがためらいもなくできたのも、

子どものころからキャンプなど企画していたから

でしょうね。 

 

学校でいえば生徒会みたいなもので、夏のキャン

プに向けて春に実行委員会を立ち上げ、会議して…

…そんなのを年上の人たちに倣って受け継いでや

っていました。 

夜に堂々と外出できる例会（舞台鑑賞）は、とて

も楽しみでした。今みたいに携帯がないので連絡手

段は電話か手紙。学年や学校が違う子とは、しょっ

ちゅう遊べないけど、そこに行けば会えるんです。

中高生のころには会場に入らず、ロビーや表の階段

に座り込んで、だべってたことを思い出します。 

おめでとう！20周年！ 
みーさんよりお祝いメッセージ 

一人っ子だからさみしくないように、友だちがた

くさんできるようにと、親が入会させてくれたおか

げで、わたしはたくさんの友だちに出会いました。

たくさんの経験をして、いろんな価値観に触れるこ

とができました。 

何より、事務所では、わたしをわたしとして認め

てくれるおとなたちが、どんなときでも迎えてくれ

ました。子どものころも、母となってからも変わり

ません。絶対的な存在。 

最近では、息子もスタッフとして関わったりもし

て、ここ(YYY)は、おとなも子どもも一人の人とし

て認めてくれる場所です。 

 

自分が育った場所で、仲間たちに息子を育てても

らい、また、息子も仲間の子どもを可愛がる……こ

の繰り返し繰り返しは、ほかにある？ 街の宝だな

って実感しています。 

 

応援してくれる街の人たちと、いい笑顔を見せて

くれる子どもたちがいる限り、これからも繫栄して

続いてほしいです。いや、「続けたいです」かな。ひ

なが子どもを連れてくるようになっても、ずっと。 

20周年。本当におめでとうございます！ 

(竹内美雪) 
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こんにちは！4月から神戸で一人暮らしを始めた

はるやです！さっそくですが僕の New Lifeについ

て書いてみようかなって思います！ 

まず大学生になって初めて1人で暮らし…最初は

不安でいっぱいでした…友達出来るかわからんし

…家事できるかな…って、でもなんとか生きてま

す！めっちゃ大変だけど以外とやりゃ出来るじゃ

んって感じですね！今やばいってなってることは

朝のごみ捨て…出し忘れると部屋の中がもう臭く

てたまらん…ごみ捨てだけは毎回出すんだっ!!って

強い信念を持って朝起きてます笑 

あとやっぱり一人暮らしで大変なことといえば

料理ですね！毎回やるのもめんどくさいし…てこ

とで僕は週一で作り置きをしてます！安い肉を買

って煮付けつくったりして時短することで自由な

時間も出来ますし、たまにしかやらないので料理も

楽しんでできますね！ネックなのはだいたい同じ

ようなものになってきて…味に飽きちゃってきた

所ですね…新しい料理を開拓せねば… 

大学では人文学部に所属してます！人文学部っ

て想像しにくいと思うんですけど、めっちゃ幅広く

て芸術とか哲学とか文学とか、文系全体！みたいな

かんじですね！まだ１回生なのであまり専門的な

事はしてないんですけど幅広く色んなことを学ん

でます！課題にはいつも追われてるんですけど(汗) 

大学生になってまだ 2・3 ヶ月ですけど、めっち

ゃ濃い日々を送ってて、まだそんだけしかたってな

いん？って感じで今でもめっちゃ楽しいですけど、

これからもクオリティ・オブ・ライフを高めていき

ます！ 

憧れの一人暮らし 
ゴミ捨てだけは忘れずに笑 

場所：野呂山キャンプ場  

     13 日 13:00 ビジターセンター集合 

14 日 10:00 頃 現地解散予定 

内容：お楽しみ遊び・晩ごはんカレー！そして 

ファイアー！ 星降る展望台で星も見る？ 

そしてテントでお泊り！ 

参加費：１  泊  会員 5000 円・一般 6000 円  

日帰り  会員 3000 円・一般 3500 円 

定員：50 名  

 ※4 年生以上は子どもだけ参加が可能ですが、 

保護者同意書が必要です。 

小学 3 年生以下は保護者同伴でお願いします。 

申し込み：代金を添えて YYY 事務所まで。 

（電話での予約 OK！）  

締め切り：定員になり次第締め切ります。  

  
※コロナ感染予防のため、検温・消毒 
マスク着用にご協力ください。 

  当日体調の悪い方は連絡の上、参加は 
ご遠慮ください。  

In 野呂山キャンプ場 

実行委員も大募集～！ 


