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それらの写真をスライドショーで流すことに。 
と簡単そうに言いましたが、そりゃあ大変な作業

でした。なんてったって 20 年間の写真です。気が
遠くなるくらいの膨大な量。まずは歌詞に合うよう

に、これまでの活動写真を、鑑賞事業、中高生の活

動、キャンプにいも煮会・雪あそび…などの自然体

験活動、くれタウンみに・忍者まちを走るなどのま

ちづくり体験事業、おとな塾、これまでかかわった

子どもたちの成人式…とジャンルごとに、また年代

ごとに分けるところからでした。 
かかわった子どもたち、取り組んできた活動はす

べてが愛おしい。古い写真を順に観ていくと、キャ

ンプできゃあきゃあ言っていた子や、段ボール基地

で集っていた子どもたちがそれぞれ親になったり、

企業の中核を担う人になっていたり、次の目標に向

かって歩き出したり…と。その成長ぶりがとても頼

もしく、嬉しい気持ちがこみ上げてきました。 
おとな塾のそうそうたる講師陣。どの回も笑いの中

に、ためになる内容がギュッと詰まった楽しい授業

でした。中には亡くなられた方もいらっしゃって、

感慨深いものがありました。また毎年の成人式に

は、新成人に夢や希望を語ってもらいました。 
 
というわけで、これまでの写真を全部載せたかっ

た！というのが本音です。どの事業をとっても「あ

あだった、こうだった！」と一つ一つの場面が昨日

のことのように思い出されます。そうしてみると、

結構、頑張ったよね、私たち！って、センチメンタ

ルMAXになるとともに、20年間、応援して下さっ
ているみなさんに感謝の気持ちでいっぱいになっ

た、YYYの歌、映像データ制作現場なのでした。 
 
でも 20 周年は、これで終わりじゃないですよ！
まだまだ年明けまで続きます。すぐに終わらせるな

んて、もったいないじゃないですか。 

大型の台風が通り過ぎ、いきなり朝晩の冷え込み

が。秋の訪れを楽しむというより、昼間と朝晩の気

温差があまりに大きすぎて、体調管理に苦労してい

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、秋のイベントがスタート。トップバ
ッターは SIRO-A×YYY 20th Anniversary LIVE 
Stage！ご協力頂いたみなさん、ご参加頂いたみな
さんありがとうございました。当日は、会場のみん

なと未来型エンターテイメントを体感、Rue de 
Valse新井武人の生演奏で YYYの歌もお披露目。お
かげ様で楽しい会となりました。詳しくは 4・5 ペ
ージをご覧ください。 
 
ところで、聴いてくれました？YYYの歌。嬉しい
ことに、皆さんからは歌詞も曲も「いいね！」の声

をたくさん頂いています。でも、初めてデモ音源を

もらった時は、自画自賛みたいに聞こえて、めっち

ゃ恥ずかしい！自分たちで歌うのは気が引ける

わ！と思っていました。しかるに、みんなから、い

い！いい！って言われると、だんだん、そう？そう

かな？そうよね！って気になってきました。 そこ
でこれまでの活動を振り返りながら、曲に合わせて
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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― 

YYY20 周年！記念公演に相応しい舞台を届けたい、という思いで前年度から模索していた。候補にあが

ったのが世界的パフォーマーと呼び声の高い「白 A」。昨年 10 月、若者たちと一緒に下見し、「これまでに

観たことがない！子どもたちの夢や未来につながるかも！これなら絶対！」と決めた。なんと白 A も今年

が 20 周年、さらに代表が呉在住、とびっくりの連続で縁を感じた。公演名を「SIRO-A×YYY 20th 
Anniversary LIVE Stage」とし、プロジェクトチームを作り「つなぐ・つながる」を合言葉に取り組んだ。 

当日の会場は驚きと笑顔でいっぱい！白 A ワールドに巻き込まれていた！20 周年を記念して作った

YYY の歌でフィナーレを迎え、Y の字ポーズで 400 人の参加者がつながった。「白 A 凄かったね」「20 周

年おめでとう」の声を沢山頂いた。 
ご来場の皆様、YYY の活動を応援してくださっている皆様、本当にありがとうございました。 

20th Anniversary LIVE Stage 

影のボールがスクリーンに登場し、人間の手がボ

ールにふれて跳ね返る。いくつものボールが出てき

て、音？リズム？を奏でる。不思議な空間に、開始

早々からみんな舞台に釘付け。 
ワークショップで体験した、ムービーキャッチも

披露。テンポ良いサウンドに合わせて、飛んでくる映

像をキャッチするのは、簡単そうに見えて難しいっ

ていうのが、やってみたからこそわかる。他にも色の

映像と箱を使ってダルマ落としをしたりして、絶妙

なタイミングでのパフォーマンスに凄さを実感。 

会場にパフォーマーが降りてきた時、最初は何が起

こっているのかハテナ？だったけど、自分たちがスク

リーンに映し出されているとわかるや否やみんなカ

メラに向かってニコニコしながら手を振り出す。ズー

ムアップした人を恐竜やスパイダーマンに変身させ

たり、グラマラスな美女にしたりと、場内を巻き込ん

での演出。子どもたちは「写して！写して！」と手を

いっぱい上げていた。 
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最後は 20 年分の写真スライドショーと共

に YYY の歌を披露した。作詞作曲を担当した

アコーディオン奏者、アライタケヒトさんの

生演奏という豪華演出だ。これまで関わった、

たくさんの子ども・大人の映像と、タケさん

の「白 A と YYY、共に 20 周年おめでとう！」

という言葉に胸が熱くなった。  (しるこ) 

客席にも仕掛けが！全員でシートベルト(ただの

紐だけど笑)を締めて、スターシップで宇宙の旅へ。

出てきた映像の宇宙人は、前もって子どもたちが塗

り絵したもの。自分が塗った絵が出てきて「わぁ～」

と声が。隕石が飛んできたり、「宇宙食はいかがで

すか？fish or chicken？」と宇宙食を配ったりする

場面も。「こっちに来て！」「こっちも」あちらこち

らで手があがり、会場は大盛り上がり。 
漢字を使った映画のパロディは、大人に大受け！

3 人しかいないのに、6 人にいるように見えたり、

映像とパフォーマーとのコラボに魅了された！！ 

9 月 14 日(水)呉信用金庫ホール 参加者およそ 400 人 

デジタルとアナログの融合という、新しいジャンルの

作品の魅力を伝えるのは難しかった。そこで動画を見て

もらったり SNS を活用したり、広めていった。 
当日、私のお勧めの「映画のパロディ」のシーンで拍手

が起こった時は、やったねと、心の中でガッツポーズ！ 
会場全体が盛り上がった様子に、これからも、こころゆ

さぶる鑑賞事業、たくさんの人の心に届けていきたいと

思った。                (鑑賞部長 F) 

会場の皆さんより 
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 おめでとう！20 周年！ 

20 周年！おめでとうございます。子どもが大人に

なる時間を YYY さんが歩んでこられたこと。それ

は大人がより大人になる時間でもあったでしょう。

本当に素晴らしいです。 
私にとって呉というまちの印象は、関わってくだ

さった YYY の皆さんの笑顔に直結しています。ふ

ろしき講座やファシリテーション、人の話に耳を傾

けることについて。何度もお邪魔させていただき、

ワークショップを担当させていただきました。海の

真横を走る呉線の風景、会場や事務所の優しく生き

生きとした雰囲気を思い出します。 
そして広島を離れた私にとっての呉の「今」は、

やんちき通信を埋める子どもたちのたくさんの笑

顔です。観劇はもちろん、星空映画会、忍者まちを

はしる、秋のかわらでいもにかい、和菓子作りなど、

ああなんて楽しそうなんだろう…。そして、特筆す

べきは大人の皆さんが社

会に目を向けて学びを重

ね、発信しておられるこ

と。 
さて、あらためて設立趣

旨を拝読しました。趣旨に

は「明確な指針」として、

子どもの権利条約が掲げ

られています。そして「子

どもとおとなが対等なパ

ートナーシップで、子ども

が夢をもてる社会、生まれ

てきたことを喜びとして

感じられる社会の実現」を

めざす、と。「対等なパー

おめでとう！20 周年！ 

YYY20 周年おめでとうございます！！「お笑い

芸人になるぞ」と意気揚々と地元を離れてから 3 周

年になりました、ゴト珍です。 
呉市の皆さまお久しぶりです！ちょうど1年前に

寄稿させていただいて以来ですね！ 
1 年前に、浅草の劇場でレギュラー出演枠をいた

だいたことや、「おしへん」というコンビを組んで漫

才をやり始めたことをご報告しました。 
少しずつですが、僕たちコンビを応援してくださ

る方も増えてきて、東京での生活も充実し始めてい

るところです。 
そしてあれから、1 年間の活動を経て…事務所契

約を結んでもらうことができました！！「ラフィー

ネプロモーション」という事務所です。僕たちより

芸歴が上の芸人さんばかりで、日々勉強、勉強です。

何ヶ月間かネタ見せオーディションを受け続け、合

格通知をもらった時の喜びは忘れられません！ 

毎月最後の土曜日に事務所ライブが行われるの

ですが、配信チケットがご購入いただけます！僕た

ちの頑張る姿を呉から応援していただけたらとて

も嬉しいです。 
まだ大きな仕事もなく、パッとした成果を上げら

れた訳ではありませんが（早く売れてくれと思って

る方すみません汗）、今後も相方と 2 人で仲良く楽

しく頑張ります！ 
東京にお越しの際は、ぜひ僕たちのネタを見に来

てください！       (お笑い芸人 ゴト珍) 

トナーシップ」のために、大人も本気で学び、活動

する必要がありますね。2011 年に子どもの権利条

約フォーラム＠広島に参加しましたが、来年、同フ

ォーラムが、私が住む愛知県豊田市で開催されま

す。私も改めて YYY の精神に学び、関われたら…

そう思っています。    (くらすば 吉橋久美子) 
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大学生活も気が付けば 3 年目、長いようで短い時

間でしたが本当にたくさんのことを学びました。そ

の理論を実践によって確かめるため、ついに私も教

育実習へ行くことに。 
私が担当したのは高校 1 年生で、科目は新設の言

語文化。漢文の授業を 4 回させて頂くことに。教材

は「守株（くひぜを守る）」と「借虎威（虎の威を借

る）」。故事成語の元となった話なので、故事成語の

面白さや効果などが伝えられたらいいなと考えて

計画。 
しかし、授業前の読み合わせで、その他にも教え

るべきポイントが複数あることが判明。高校時代、

漢文を書き下し、古文のように読んでいた私は、句

法への意識が薄かったようです。生徒への問いも曖

昧で、日本語がおかしいという指摘を受けました。

国語教師を目指しているのに言葉使いを注意され

るなんて…と最初は心が折れかけましたが、次こそ

はそんなこと言わせない！と何度も弱気を追っ払

いました。指導案の修正に時間がかかり、晩ご飯を

かき込むようなこともしばしばでした。 
そんなこんなでやっと立つことができた教壇。そ

こから生徒全員の顔を見渡していると、緊張のあま

り、初回の授業は思うようにいきませんでした。授

業後の指導でも声が聞こえない、間も抑揚もなくず

っと地続きで分かりにくいとの指摘を受け、これ以

上落ちようがないところまで落ちたのでは？とい

う気になりました。一方で、後は伸びしろしかな

い！と覚悟を決めることもできました。 

その後、指導案を修正しては指導を受け、またへ

こみながら次こそは！と雑草魂で修正を続け授業

をする、そんな日々が続き、とうとう実習最後の週

に。 
次こそは、次こそは！と思い続けた担当授業の最

終回。これまでの比にならない入念な準備をして授

業に臨みました。大丈夫、できる！あいさつで最後

の戦いの火ぶたは切られました。 
結果は惨敗。途中までは返ってくる反応も良く、

頷きながら聞いてくれている生徒もいましたが、続

く漢文の難易度がうまく掴み切れていなかったよ

うで、時間も押しぎみになり、生徒たちを置き去り

にする格好になってしまったのです。クラスのみん

なごめん！私は教師にならない方がいいかもしれ

ないと本気で落ち込みました。 
  
しかし、すべての実習を終え、私の目標は消える

どころかより強い決意となりました。一番の理由

は、生徒のみんながかわいかったからです。授業中、

すぐに反応してくれる子、じっくり考えて解答をつ

くっている子、話し合っている様子、残念ながら眠

気に負けている子…のすべてが愛おしく思えまし

た。そしてこの反応こそが、私が教師を目指すきっ

かけだったことを思い出しました。それは中高生だ

った頃、私の大好きな国語は不人気で、その真の面

白さを理解しようとする人が少ないと感じていま

した。私はそんなことはない！国語の魅力をもっと

伝えたい！との想いで、国語教師を目指すことに。

だから、これまで通りゴールを目指し、歩き続けた

いと思います。見方を変えれば、今回の実習は、理

想と現実のギャップを知る貴重な学びになったと

も言えます。そのギャップを埋めるべく、残された

一年間を大切に、有意義に使いたいと思います。 
(芥川愛花里) 

教育実習を終えて 
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神戸大学 1 回生の武田泰一です。大学に入学して

早くも 5 ヶ月が過ぎようとしています。今回は、私

の近況報告をしたいです。 
私に起きた最も大きな変化、それは柔道を始めた

こと。というのも大学では新しいことを始めたいと

思ったから。そうはいっても、中学・高校は卓球部

で、柔道なんか体育で少しかじったぐらいのど素

人、練習への参加は相当体に応えました。しかし、

その反面、頼りがいのある先輩や切磋琢磨できる仲

間との出会い、柔道部への入部は大学生活を確実に

充実させてくれました。自分の名前が刺繍された道

着を始めて着たときはなんとも言えない高揚感に

見舞われました。 
 
話題はガラッと変わりますが、次に一人暮らしに

ついて感じたことを報告したいと思います。まずは

なんといってもお金の管理が難しい！毎月、仕送り

が入るのですがどのペースでお金を使っていけば

いいのかいまだにつかめない。月初めには友人と外

食にバンバン行く、自動販売機で飲み物を買う、こ

れを繰り返すうちにみるみるお金は減っていきま

す。月末はお金に飢えて、今日は何を食べようかと

考えることもまちまち。自炊も曲者です、最初だけ

は張り切って自炊してみたりするんですが時間が

経つにつれて学食やレトルトに偏る生活になりま

した。部活やバイトを終えて自炊なんかする体力な

んて残ってません（泣）。これまたお金が減っていく

原因になります。家に帰ればご飯が用意されてい

る、そんな実家での生活を懐古する日も少なくあり

ません。 
 以上、もっと話したいことはありますが私の近況

報告です。大変ではありますが精一杯、新しい日常

を生きています！ 

挑戦だらけの新しい日常 

失敗も戸惑いも！ 

 幼稚園のママ友は一生モノだから大事にすべし

…という事務所の諸先輩がたの教えを守り、役員や

ら飲み会の幹事やら、楽しみつつ繋がりを作った結

果、子が高学年になった今も家族ぐるみで遊んでく

れる飲みママ友がいます。 
 

先日は蒲刈のコテージでお泊り会。6 世帯 21 人

でのもはや合宿です笑 子どもたちは一目散に海

へ。水着がないにも関わらず服のままドボン！ズボ

ンと下着と靴下だけ持っていった母たちは啞然…。

見通しが甘かった！と大笑い。 
屋内では子がゲームに興じる中、大人は飲むわ飲

むわ。みんな母、準備も片付けもサクサクやるから

効率もいい。シェアハウスで暮らせるね！とか笑い

ながら煽るビールは最高です。 

コロナでそういう機会も減ったし、ママ友いなく

ても大丈夫っていう風潮もある今、それでも、集ま

るだけで面白い人が周りにおるのは、子どもを育て

るうえでも心強いなって思うのでした！ 

の 


