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１０月２０日現在
子 ども会 員 ：１３６人
正 会 員 ： ３７人
賛 助 会 員 ：２４３人
３１団体
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行楽の秋、到来！ここ 2 年間できてなかった、祭
りやらイベントやらで、どこもかしこも人・人・人。
一方で、この冬にはインフルエンザとコロナが同時
流行する？みたいな情報も流れ、どんどん出掛けた
いような、ちょっと控えた方がいいのかも…を行っ
たり来たり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？
うに。どうにかしなきゃあ、という思いが沸き上が
り、当時参加していた、くれ女性セミナーのみなさ
いよいよ来月は YYY、20 歳の Birthday。どうや んと、子育て支援ネットワークを設立。子育て支援
ってお祝いしよう？と悩んでいるところです。
10 周 という立ち位置で、おや子劇場の方にも引き続き関
年の時は Café Felix を貸し切りにして、Rue de わらせてもらい、下の子を連れて、広や本通の事務
Valse のステージと手作りの軽食で、ディナーショ 所に通いました。会議中は、会議に参加してないメ
ーっぽく演出。15 周年はかっこよく、TFC のライ ンバーが子守りをしてくれたり、学校帰りに事務所
ヴステージでお祝い！んじゃあ、今年はどうする に来ていた小学生や中学生が面倒をみてくれたり。
の？ってなりますよね。成人式を迎えたのだから、 そのおかげで、大人になった彼らは、友人の子ども
パーティーを開いて盛大にお祝い！とか、
YYY らし たちと上手く付き合うことができ、重宝がられてい
く事務所の前の広場で、若者のステージを企画する るようです。順送りなんよね。
とか、花火を打ち上げるとか…。いろんなシチュエ
下の子が年長の時、おや子劇場は YYY に。YYY
ーションを妄想しながら、もうしばらく楽しみたい になっても、地域みんなで子育てを！の気持ちは同
と思います。
じ。ですが YYY はセンターです。以前よりも意識
的に子ども・子育てに関する情報を小まめに集め、
思い起こせば、この活動に関わるようになったの 居場所づくりや体験の場づくりに取り組んできま
は、上の子が小学校に入学するタイミングで広島か した。YYY の何がスゴいって、0・1・2 だけじゃな
ら焼山に越してきたとき。ご近所さんに、
「劇、みな く、0 歳～18 歳未満すべての子どもを子育て支援の
い？」と YYY の前身であるおや子劇場に誘われた 対象にしているところ。自分たちでは“トータルな
のがきっかけです。それまで、お芝居を観るという 子育て支援”って呼んでいます。ここでは、子ども
文化がなかった私にとって、初めて観た「あとむの も大人も自分よりちょっとだけ前を行く先輩たち
時間はアンデルセン」という人形劇でも舞台劇でも から、いろんなアドバイスをもらえたりします。す
ない不思議なステージは、いい意味でとても衝撃的 ると、目の前で起こっていることにいちいち一喜一
なものでした。
憂しなくても大丈夫なんだ！って気になってくる
入会してすぐ、運営メンバーに。ところが翌年、 から不思議です。もちろん、どう捉えるかは自分次
下の子が生まれ、母が亡くなったりして、上の子の 第ですけどね。それこそが、YYY の一番の売りで
時には感じなかった子育ての不便さを実感するよ す。素敵でしょ！

呉のトシちゃんこと金光邦夫さんに聞く!

～自分にあった宝石の選び方～
講 師：金光邦夫さん(宝石商・金銀堂店主)

【日 時】11 月 16 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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―啓発広報部 おとな塾―

10 月 18 日(火)YYY 事務所 参加者 8 名

SDGs って
環境負荷のことだけだと

思ってな～い？

10 月といえば値上げの季節。
食パンが高くなって
いておったまげたわけですが、物価に伴って給料が
上がるわけでなし、日々の生活は寂しくなるばか
り。日本はどんどん格差が広がっていると言われて
いますが、世界に目を向けてみても、国土の 3 分の
1 が水没したといわれる洪水、ロシアとウクライナ
の終わらない戦争……社会的弱者がますます追い
込まれるようなことばかり。SDGs っていうけど、
結局どうしたらいいん！？
それぞれ生活の中で思っていることを吐き出す
おとな塾を開催しました。

そうやって開発と発展を続けてきた結果、地球温
暖化に伴う異常気象は年々激しくなるばかり。いざ
災害が起こったとき、困窮世帯の家が沈み、仮設住
宅から出る目途もなかなか立たない……といった
ことはここ十数年のうちに日本でも経験しました
よね。結局困るのは、お金のない人々。この度のパ
キスタンについても、損害を負うべきなのは高所得
の先進国である、といった記事も見られました。
貧富の差が開くことは、教育格差につながってい
きます。私たちは子ども NPO なので、
「子ども世代
に何を残すか」は大事にしたいところ。じゃあ今の
教育どうなんかね、という話題に。
まず SDGs のイメージを参加者に聞きました。環
コロナ禍で休校があったり、家族の体調によって
境、節電、リサイクル、地球温暖化。ほかに、持続 欠席しなければならなかったりで、勉強についてい
可能な社会、子どもが生きていける社会を残すこ けていない子が増えてる、という声。でもそれが十
と、ずっと住める地球にすること、などが。
分にフォローされているとは言い難いようです。学
パキスタンでの大規模な洪水では、多くの人が犠 校現場も常に人が足りていない中、
40 人も子どもを
牲になりました。地震が起きたり、豪雨があったり、 詰め込んだ学級で隅々まで目を届かせるのは難し
夏が驚くほど暑かったり、環境問題がこんなに話題 い！また家庭の事情も多様化している現在、学校教
になるのはどうしてだろう、と話は続きます。
育がそれぞれの子どもに合わなくなってきてるん
人類は過剰な発展をしているんじゃないか、「便 じゃないか、という声も。しかし、何が課題でどう
利」なこと「はやい」ことばかりが追い求められた 解決すればいいのか、取りまとめる人がいないのが
結果が今の地球なんじゃないか。さらに、
「よその国 厳しいところ。保護者がわが子の卒業とともに卒業
より金持ちになりたい、優位に立ちたい、といった してしまうことも、影響しているのかも。そして教
政治を行ってるからじゃないか」という声には、み 育政策を決めているのは、子どもの育ちに責任を負
んな厳しい顔になってしまいました。
わない人たち。……そりゃすぐには解決せんわ！
エネルギーを大量消費する国がある一方で、未曽
有の災害に見舞われる国があり、世界の数％の高所
得者にお金が集まり続ける一方で、働けど働けど困
窮する世帯の生活はよくならない。あまりに規模の
大きい課題に思えて気が遠くなりそうだけど、結局
はひとりひとりが頭使って“考える”
“声を上げる”
を地道にやっていくしかないんよね！
(宇都宮)
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―特集 YYY に 20 年関わって～運営スタッフ～―

YYY

と

20 年

～運営から見てきたもの～

写真を繰りながらいろいろなことを思い出した。
キャンプ、舞台、夏祭り、成人式、誕生会。YYY は
仕事？趣味？ライフワーク？なんでやっとるん？
と聞かれたら、あることが当たり前のところ、家と
は違う居場所。
実は、前身の団体から今の法人に変わる時、足を
洗おうかと思ったことがある。その頃、変わってい
くことは必要と NPO の勉強もし、準備もした。新
しいことが始まるときは、不安もいっぱいだけど、
わくわくもいっぱいだった。けど、ふと思った。
「変
わるということは、人も交代するということじゃ
ん。これからは、若い親や青年たちが中心でやって
いく、その方がぐいぐい楽しいことができる場所に
なっていくよなっ？いいなあ！」当時もう自分は○

歳、
「辞め時？いやいや軌道にのるまでは。でも何が
できる？お金はないし」と。グダグダ考えたけど、
そのまま居続けてしまった。
毎年毎年みんなで考え、作っていく事業はおもし
ろい。踊る阿呆にみる阿呆、同じ阿呆なら…と踊っ
ているうちに 20 年たってしまった。生まれた子ど
もが成人になる年月で、私はどこが成長したのか？
太っただけ？…そんなことはない、いっぱいいいも
のを観て、たくさんの人に出会った。
いろんな人が出入りする YYY の事務所はとても
面白い。ついつい居座り、時間が遅くなる。20 年な
んて昨日の様で、年を重ねたことは忘れている。見
た目はばあさんになっているが気持ちは、まだまだ
30 代よ。YYY に出会ったこと、心地いい場所で楽
しい時間を過ごさせ
てもらったことに感
謝。関わった子どもた
ちやおとなたちから、
まだまだ学ぶことが
多い。
これからも YYY
は、私にとっての学び
舎だ。そして、いろん
な人たちの居場所で
ありつづけて欲しい
と思う。
(谷美緒)
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私はどれほどの人と出会ってきたのだろう。
YYY がなければ決して出会っていない人。その
出会いの積み重ねが今の私をつくっている。袖擦
りあうくらいの出会いもあるが、共に事業を企画
し実施してきた、同志とさえ思える人たちがい
る。長年、YYY を応援してくれている人たちもい
る。
「あんたが一生懸命やっとるけん応援するよ」
と言ってくれる人の期待は裏切れない、とつい頑
張ってしまう（笑）
子ども活動部で 20 年。キャンプやいもにかい、
雪あそびなどの野外活動は天気に翻弄され、決断
を迫られることも多い。おいしいやんちきでは、
子どもたちと一緒に、和菓子やクリスマスケーキ
のデコレーション、夢パフェ、そうそう、餃子や、
飾り巻きずしも作った。これも何人かで堪能な人
に教えてもらったり、参加者が楽しめることを考
えたり。
でもなんといっても「くれタウンみに」！実際
の銀行やハローワークに見学に行って話を聞き、
広商店街のお店の人にインタビューしたりした。
子どもと一緒に街をつくる活動はマジで大変！
死にそうって思った。そんな時一人じゃなく、一
緒に考え、共に取り組んでくれる人がいる YYY
だったから、できたと思う。こんな体験はなかな
かできんよね。
今年の「築城せよ！」
「トワイライトキャンプ」
では 20 年間の活動の中で関わった人がたくさん
駆けつけ、力になってくれる様子を目の当たりに
した。「これが今までやってきたことだ」と胸が
熱くなった。
(久保直美)
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運営サイドになったのは高学年キャンプの実行委員か
ら。中学くらいですかね。あんまり学校行ってなかったのに
母がここには来させてくれてたことは、今考えたらありが
たいなって。今や最年少で古参の常務理事です。
昔から呉は高校生の活動がすごい盛んでした。危ないこ
ととか、衛生的に NG なことはダメだけど、それ以外のや
りたいことは基本やらせてもらってました。
それと同時に、暇ならついてきんさいやって、県の事業に
連れて行かれたりとかもしてました。同世代の人が大学生
の頃に代表に色々連れてってもらって。その時知り合った
人と、今仕事させてもらったりもしてます。
事務所のデジタル部門はずっと関わってきました。最
初はおさがりのパソコンをもらって誰も触れなくて。定
款をフロッピーで提出する時代でした(笑) YYY になって
予算つけてもらって、まともなパソコンを入れることが
できて。当時県の色んな団体が広報のことを考える集ま
りがあった時、うちだけ HP とリーフレットがあって、先
駆けでした。すごい評価が高かった。
自分の子が生まれてからは、いろいろ聞きかじってた
子育て支援とか講座とか、絶賛実践中です。ほんまおもし
ろい。教育のことも興味が出てきました。
いつまで YYY あるかわからんけど、自分が楽しかった
けん、娘にもいろいろ体験させたいなと思ってます。
(瀬川朋)
や んち き 通信を 担 当
しています。おやこ劇場
時代は「子育てサークル
コッコさん」で仲間に発
信したい！と絵本・おや
つ・うちの子紹介を載せ
たコッコさんだよ りを
勝手に作っていました。
そんな経緯から、コッコ
さんが終了した後、初代
編集長の井上さん と一
緒に「やんちき通信」を
担当することに。創刊当時は、手書き、活字の切り
貼り、黒一色。写真は不鮮明。だけど内容は頑張っ
ていましたよ。YYY のミッションの一つ、子どもの
社会参画の拡充ということで、高学年キャンプや子
ども市では中高生が記事を書いて編集していまし
た。オールデジタルじゃなかったから、それはそれ
で味が出せていたように思います。今ではフルカラ
ー。4 月の「ピカピカ一年生」に始まり、一人暮ら
しの学生や県外で就職した青年、時には海外からも
写真付きで近況が届きます。インタビューやコラム
…編集を担当する宇都宮さんの頑張りで、年々記事
も充実！感想を寄せていただくと一方通行じゃな

いことが実感でき、とても嬉しくなります。
YYY で私がもう一つ続けているのは人形劇。
これ
は、コッコさんの第 1 回目に来てくれる人を楽しま
せようと、初めて挑戦。やってみたら意外と面白
い！結局ハマって、後に人形劇サークルトロルに。
メンバーが入れ替わりながら、もう四半世紀。新春
フェスの賑やかしや、JINTA ッタのユッキーさんと
のコラボ、一昨年春の人形劇フェスでは乳幼児を抱
えた子育てママと「がらがらどん」を上演。今では、
これは「人生の仕事」と豪語しています。
この場所がずーっと、ここにありますように。
(米本美千恵)
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若者の活動を応援しとる人がおるよ。
それが YYY
との出会いでした。まだ学生で、アマチュア劇団立
ち上げに奔走し、野外で練習していた頃。1 枚の名
刺が山本さんにつながり、旗揚げ公演へ。事務所に
足を運ぶうち、やんちき通信への寄稿、このページ
編集してみてや、からの気づけば常任理事。ぶっち
ゃけ理事になった経緯の記憶がありません笑
それから結婚、出産、子育てと人生の転機をここ
で過ごしながら、同時に劇団の活動、やんちき通信
の編集を続けます。やりたいことはやったらええじ
ゃん、と背中を押してもらってきました。子どもの
成長とともに芝居は今お休み中ですが、
YYY に関わ
る中で「編集」と「司会」を育ててもらったことは
大きかったです。元々ジャーナリストとか小説家と
かになりたかった私は、やんちき通信のおかげでも
う 15 年近く、毎月文章を書いたり推敲したりとい
った作業に携わることができてます。苦しいけどや
りがいがスゴイ。記事を作るために社会に目を向け
続けんと！っていう意識を持てるのもいい所。男女
共同参画と出会ったのもよかった！いつかまわり

まわって私自身や
わが子を取り巻く
社会に還ってくる
と信じて今月も通
信を作ります。
司会は、自分こ
んなことできるん
じゃ！っていう発
見でした。YYY の
事業はもちろん、
夢コンや土曜夜市にも引っ張っていただいて、楽し
かったし自信につながりました。
今は仕事時間も長くなっていて、関われない部分
もありますが、私も子どももずっと応援してもらっ
てる分、次の若者を応援する側になっていきたいな
って思います。まだまだ子育ての“こんちくしょう”
をいっぱい相談させてもらってる立場だけど、活動
の中でよそんちの子の成長も見せてもらいながら、
次の編集に携わる若者の発掘ができたら…なんて
次の 20 年も楽しんでいきたいです！ (まゆまゅ)

おめでとう！20 周年！
設立 20 周年おめでとうございます！
YYY は 20 周年という長い歴史の中で、様々な文
化活動や野外活動などを通じて、多くの子どもたち
の居場所となり、みんなの記憶のなかに残り続ける
活動をしてこられたことと思います。私も、約 10 年
前に初めて YYY の活動に参加したことを昨日のこ
とのように感じています。
初めて参加したキャンプでは、初対面の人たちの
中で緊張していましたが、周りの皆さんが優しく接
してくれたおかげで、すぐに馴染むことができ、楽
しいキャンプ生活を送ることができました。活動の
回数を重ね、私たちの年代がキャンプを企画する側
となり、全体の流れやみんなのサポートをする中
で、企画側の難しさや楽しさを学びました。参加者
や大人達の協力のおかげで最高のキャンプを作れ
た経験は、社会人となった今でも貴重な財産であ
り、
「初めてのことに挑戦する力」というものを YYY
の活動を通して学べたと感じています。
さて、思い出話はこのくらいにして、突然ではあ
りますが、私の近況を皆様にご報告したいと思いま
す(笑)
私事ではございますが、今年の 1 月に入籍し、来
年の 1 月には第一子が誕生する予定です！結婚生活

も子育ても初めてのことばかりで、不安になること
が多々ありますが、YYY で学んだ「初めてのことに
挑戦する力」をフルに発揮して頑張っていきます！
まだまだ書きたい気持ちをグッと堪え、手短では
ありますが YYY のさらなるご発展をお祈りし、お
祝いの言葉とさせて頂きます。
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昨年、年少の時は学年ごとの開催でしたが、今年は年少年中
合同。競技数も増え、初めての運動会らしい運動会でした。
去年の動画を見返すと、先生の指示についていくのが精一
杯、やる事やる事必死なんだけど不器用で(それが可愛い)…そ
んな息子でしたが、今年は随分しっかりしたなぁ。体を動かす
系は相変わらず苦手ですが、勝ち負けにこだわり一生懸命取
り組み、応援も大声、休みがちだったお友達を手伝ってあげる
姿も見る事が出来ました。
最後の親子玉入れで、ようやく勝てて大興奮！！めちゃく
ちゃたくさん玉を入れてくれたお友だちのお父さんはまさに
ヒーローで、
「○○ちゃんのお父さんすごかったね！何個も入
れてたね！」と帰りの道中ずーっと言っておりました。笑
(ひとみ)

2 歳の息子くんは 2 回目の運動会。去年は分散で
0.1.2 歳児クラスのみ、園庭内での開催だった。今年
は全クラスで、小学校の運動場で行われた。観覧も、
各家庭 1 人だったのが 2 人に増えラッキー！と思い
きや、人が多いとカチンコチンになるわが子…。発
表会は終始真顔だったのを思い出して「え、大丈夫
かな」と思わず呟いちゃった。
リハーサルでは、自分のクラスのみだと走るけ
ど、上の学年の子が混ざると涙が出ちゃうらしく、
先生も「走らんかもしれんねぇ」と苦笑い。正直不
安しかなかった(笑)
当日は保護者と一緒に小学校へ。バイバイすると
き「行きたくない」って言わないかな…って思った

のは私だけ。すんなり先生のところに行って拍子抜
け。入場はみんなで電車になって楽しそうに歩いて
て、かわいいしか出てこない！園の旗を掲揚する時
には音楽に合わせて「がんばれカープ！」って手を
叩きだした！お調子者の一面が見えて笑いがこみ
上げたと同時に、ちょっと恥ずかしいからやめなさ
い！って思う心がせめぎ合った。
体操は最後のポーズだけちゃっかりピシッと決
めて、いよいよメインのかけっこ！
「よーいどん！」の掛け声とともに 1 歩！後ろか
ら背中をぐんっと 2、3 回押され 2 歩、3 歩……は、
走らないーーーーー‼‼‼笑
あとで動画を見た親戚たちは「松葉杖ついたお父
さんのマネしよんかと思った。
」って
言ってたけど、ずりずりじわじわ蟹さ
ん歩き、足を止めてはまた進み。観覧
席から「がんばれー！」って声をかけ
てもらいながらローリングフィニッ
シュ(笑)なんとか先生のところまでた
どり着けて、最後は拍手をもらって
た。
どうだった？と聞くと「恥ずかしか
ったー」とニヤニヤ。いろんな意味で
爪痕を残した運動会でした。(りな)
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