特定非営利活動法人 呉こども NPO センターYYY 広報誌
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７月２０日現在
子 ども会 員 ：１１８人
正 会 員 ： ３７人
賛 助 会 員 ：２４０人
３１団体
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西日本豪雨から 4 年が経過、今夏もあちらこちら
でゲリラ豪雨のニュース。これまでは 9 月にしてい
た防災グッズの点検も、今では、7 月に水を買いた
したり、避難袋を準備したり…と。天候不順なうえ
に、コロナ感染が再び拡大、なんとなく不穏な感じ
の今日この頃ですが、みなさんいかがお過ごしです
か？
そんな中、YYY では、子どもたちに夏休みを思い
っきり楽しんでもらおう！ってことで、今年もやり
ます！星空映画会。さらに、ここ数年取り組めてい
ないお泊りキャンプの代わりに、トワイライトキャ
ンプもやっちゃいます！申し込んでないという、そ
このあなた、大丈夫！今ならまだ間に合います！
ところでみなさん、選挙にはちゃんと行きました
か？盛り上がっていなかった参院選ですが、7.8 安
倍氏銃撃事件後には投票数が急増、自民党の圧勝と
なりました。テレビ東京が選挙特番で行ったアンケ
ートでは、事件を受け投票先を自民党に変えた人が
13％もいたのだとか。投票率も 2019 年の参院選を
上回り、5 割を超えたそう。私自身は、バタバタし
ていて新聞の挟み込み選挙公報をななめ読みした
だけの誰にいれればいいん？状態で、娘と一緒に期
日前投票に。改めて掲示板のポスターに目をやって
超ビックリ！マジシャンみたいな人や、どこぞの○
○団体の人、写真はなく文字だけの人。面白いっち
ゃあ面白いけど、日本が今、直面している、喫緊に
解決すべき外交問題や景気・雇用対策、子育て・高
齢者福祉などで膨らむ民生費、昨今の異常気象下、
エネルギー政策を含めた深刻な環境問題…これら

の課題解決
をどの政党
に、誰に託
したらいい
んだろう？
とちょっと
ため息。
一方で興
味深かった
のは、
「暴露
系ユーチュ
ーバー」と
して動画投
稿サイトで
活動するガ
ーシーこと
東谷義和氏
（50）が、NHK 党の比例区で初当選を決めたこと。
アラブ首長国連邦（UAE）ドバイからオンラインで
臨む異例の選挙戦だったらしい。投票したのは、ユ
ーチューバーにあこがれている若者層？今の国会
をぶっ壊して欲しいと願っている人たち？みんな
の期待を背負って、これまで通り、彼は、いろんな
ことを暴露し続けられるのでしょうか？
実業家の堀江貴文氏は、
「暴露話は、多くの人がそ
の人（話している人）の“ブランド”だったり、
“格”
だったりで物事の信憑性を感じる」とし、
「（ガーシ
ーさんが）議員になったことで、信憑性がうなぎ上
りに。暴露される側にとっては、危ない状況かな」
「これからネタのタレコミがガーシーさんに集中
してしまう」と語っていた模様。
ガーシー氏が日本の抱える政治課題を解決して
くれるとは思いませんが、政治の裏側、
「政治と金」
の関係をどんどん暴露してくれたら…変な法律が
次々作られるより、効果があったりするかもです。
まずはお手並み拝見！

×

これからもらう世代のための年金講座
講

【日 時】8 月 18 日(木)19：30～
【場 所】生涯学習センター
【参加費】1200 円
※事前にお申込みください。

師：沖田亨さん
(呉市保健年金課 主査)
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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―

もう白 A のチラシはご覧になりましたか？スター
ウォーズのようにカッコよく、これからの YYY の未
来を想 像しませんで したか？ そこには、『Feel・
Dance・Think』―感じて！踊って！そして、考えて！
―『Move forward with your dream 』―夢に向
かって進もうよ！―という、私達の未来に対する熱
い思いを込めています。

ここ数年、コロナ禍で何もかもが制限され、思い
っきり弾けたことなかったですよね。
“脳に大切”と
言われる鑑賞事業も次々に減少し、生の舞台が消え
ていったところも…。ようやく制限も解除されつつ
ある今、素直に喜び、楽しみ、そして自分達の未来
や夢を思いっきり語る幸せを、あらためて感じるこ
とができるようになってきました。
「小さなチャレンジから、今の活動に繋がってい
9 月呉に迎える白 A は、
「こんな夢！いいよね～」
ときっかけをくれる人たち。海外でも認められ活躍 る」という代表佐藤さんに、YYY も同じ気持ち！
そんな白 A から目が離せなくなりました。 9 月
をされてきたパフォーマンス集団です。まだ知らな
い方、これを見逃す手はありません！今、日本でブ の LIVE STAGE は益々、楽しみ!(^^)! もう観るっ
レークしてるパフォーマンスを呉で観られるなん きゃないですよ～！
て、凄いと思いませんか？「プロジェクションマッ
ピング」を駆使して、パフォーマンスとテクノサウ
ンドを融合させた“近未来型エンターテインメン
ト”言葉だけでは伝わらないかもしれません。とに
かくアイディアが面白く、またそのテンポ感とい
い、ノリノリで楽しめて、 “凄い～っ”て思わせる
独特の表現方法が皆さんを魅了すること間違いな
し！！

20 周年に突入し、5 月・6 月と YYY では楽しい
イベントが続いています！！皆さん、参加してパ
ワーを感じてもらえましたか？
次は、いよいよ 9 月の大イベント！

『白 A×YYY 20thAnniversary

LIVE Stage』

9 月 14 日（水）呉信用金庫ホール 19:00 開演
皆さんと盛り上がり、さらに多くの人と繋がっ
ていきたいと思いますので、応援、宜しく宜しく
お願いしま～す♡
(鑑賞部 K)
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～自分で決めて始める～
今回は久しぶりの「就職活動」を通して思ったこ
とを少し書きたいと思います。
私事ですが昨年入籍した遠距離恋愛の彼と暮ら
すために、最近引っ越し&転職活動を行いました！
転職面接自体は前職の経験や転職理由などベーシ
ックなことを聞かれるのでそんなに難しくはあり
ません。新卒と比べれば、シンプルに「スキル勝負」
という面も大きいかなと思います。ただし、人柄だ
ってもちろん見られています。
そう感じたのには訳があって、とある集団面接に
臨んだときのこと。面接官から「趣味の質問です。
休日はどのように過ごしていますか？」という質問
に対して 5 人中 2 人も「YouTube を見て過ごして
います」と答えたのです。もちろんその答えが悪い
訳ではないのですが、そんな受身な行為を趣味だと
言ってしまうなんて！と本当にびっくりしてしま
いました。
この「趣味」にまつわる質問には「その趣味をな
ぜしているのか、どんな発見や学びがあるのか」と
いう言外の意図が隠れていると思います。社会人に
なると趣味の時間が圧倒的に減りますが、それでも
やりたいと思えることは何か、どう感じるかという
「人」をアピールできるせっかくのチャンス！なの
に、それを汲み取れない人もいるんだな、ともった
いなく感じました。

おめでとう！20 周年！
小早川さんよりお祝いメッセージ
20 周年おめでとうございます。
先日の『Rue de Valse』は小学生の孫と楽しい時
を過ごしました。オリジナルソングとてもよかった
です。
「ここまでやってこれたね 夢があるから」と
いう歌詞にうるうるしちゃいました。一生懸命取り
組んでこられた方々抱き合って泣かれたのではな
いでしょうか。
私は会計監査をして十数年、年 1 回のことなので
と言い訳しながら数字の羅列と膨大な領収書に悪
戦苦闘、みんなで力を合わせて何とか乗り越えて来
ました。
実はおや子劇場の頃からのおつきあいで、きっか

私も YouTube は大好きですが、趣味というより
は暇つぶしの感覚。スマホはなんでも調べて見るこ
とができるけど、
「百聞は一見にしかず」というよう
に、自分の経験が１つでも話せる話題を用意した方
がいいと思います。これから就職活動をする学生の
みなさんは、１つでもいいから自分で決めて始めた
趣味を持っておくと良いという、年上からのアドバ
イスでした！
けは事務局をしていた人
が高校の同級生だったこ
と。最初は青年として高
学年キャンプに行ったと
思います。例会で、熱い想
いで頑張る劇団の人に会
うのが楽しみで、一緒に
ばらしをするのが好きした。
結婚後お休みしていましたが上の子が 4 才になっ
た頃、顔をだすようになり、おやつを作りながら、
食べながらおしゃべりがしたいという思いから、お
やつ会が始まりました。あの頃連れていた 3 番目の
子が 6 月に結婚。時の流れを痛感します。
青年の時も、子育ての時も、シニアになっても
YYY は私の心のよりどころです。今までどおり、ず
っとそこにいつづけて下さい。
(小早川悦江)
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