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今年から研究室に配属されて、

研究にうちこもうと思ったから。

植物まもります。(土屋美咲) 

いろいろ、新しいことに挑戦しよ

うとしているから。(八汐美月) 

三日坊主になりがちなので決め

たことをきっちり続けられる 1 年

にしていきたいです。(上甲奈津) 

１月２０日現在 
 子ども会員：１３６人 
 正 会 員 ： ３７人 
 賛 助 会 員 ：２４２人  

３１団体 

しりたがり 

おとな塾 

HAPPY WEDDING 

特集～祝！成人～ 

おめでとう 20周年 

ティーンズ+/神戸オトナ LIFE 

舞台ウラはもっとゲキ的！？ 

鑑賞部～それぞれのデビュー～ 

新春ふぇす 〇〇王におれはなる！ 
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最大限満喫されることを心より願っております。途

中で別の道を選び直すってのも、もちろんありで

す。ちなみに、できるときにできることをできるだ

けやる！っていうのが、私の信条です。たとえやり

たいことをつかみ過ぎて瓶から手が出んようにな

るよ、と言われようとも…。(笑) 

新年あけましておめでとうございます。YYYを今

年もどうぞよろしくお願いいたします。2023 も楽

しいこと、いっぱい企画していきます！ 

 

子どもたちは、今回長い冬休みでしたね。コロナ

感染はまだまだ収まっていませんが、3 年ぶりに何

の制限もない年末年始、楽しんだかな？ 

成人式 or 20歳の集い？もあたたかく穏やかな日

和で、例年通りとまではいきませんが、ほとんどの

自治体が開催した模様。事務所にも新 20 歳メンバ

ーが次々に訪れて、中学や高校ごとの集まりがあっ

たことや、久しぶりに友達と遊んだことなどの報告

をしてくれました。一昨年の人たちは、自分たちの

時はなんの集まりもなかった、と残念そうに言って

いたけど、そりゃあ集まりたかったよね。来年はも

っと自由に各々の楽しみ方ができますように！  

 

YYYと同級生のみなさん、新 20歳おめでとうご

ざいます。みなさんが、それぞれ選んだ道を、時に

は寄り道しながら、いろんな楽しみを掘り起こし、

【日 時】2月 15日(水)19：30～ 
【場 所】ビューポートくれ中会議室 
【参加費】1200円 
 ※事前にお申込みください。 

講 師：矢藤 誠司 

(呉市財政部財政課長) 

呉市のお財布 

 

 

自分が好きなこと以外に対して興味を

持たないので、もっと視野を広げて

色々なことに興味を持ち、見聞を広め

られる年にしたいです。(高村文華) 
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―啓発広報部おとな塾― 1月 18日(水)生涯学習センター 参加者 14名 

講師：槙岡達也さん 

(呉 JC ズッ友創造委員会 委員長) 

ズッ友“だち”づくり 

 槙岡さんのお話を聞きながらずっと思い出して

いたのは、私自身の YYY での活動でした。年の違

う人とのコミュニケーションに苦手意識があった

はずなのにあっという間に慣れてむしろ得意にな

り、様々な企画をみんなと考えて実行までさせて頂

き……。忙しいながらも、あれほど充実した高校生

活は他になかったと思います。若者の成長は JC の

理念である「明るい豊かな社会の実現」につながる

 新年最初のおとな塾は、めっちゃ元気！なんかお

もしろいこと企んどるらしい！？ダチくんこと、槙

岡達也さんをお迎え。今年度、呉 JC の委員会のひ

とつ、その名も“ズッ友創造委員会”の委員長に就

任。いったいどんなことを巻き起こすのか、その概

要と狙いをお聞きしました。 

槙岡さんは YYY の前身、おやこ劇場で高キャン

の実行委員を経験。異年齢の子ども、おとなと関わ

りながらキャンプの企画を考える中で、今でも集ま

って飲んだりできるズッ友といえる関係性を作れ

たことが財産になっているそう。 

ところが今の子ども達はコロナ禍で様々なこと

を制限され、人ととことん付き合う機会が少なくな

っているように思う、と槙岡さん。自身の経験から、

高校生に一生の友だち=ズッ友をつくってほしい、

と事業企画に着手。無条件に集まれる場を作り、集

結した子どもたちと企画を練ることで、高校生同士

が何度も顔を合わせ、共通の目標に向かって話し合

い、そして実際にやりたいことを形にすることで達

成感を味わってほしい、と熱く語っていました。何

がいいって、ご本人が一番楽しそうなところ笑。全

部上手くいくとは思ってない、と言われていました

が、思い通りに運ばなかったとしても、それはそれ

で違う楽しみ方を見つけられる、そんなエネルギー

を感じました。さて何が始まるのか、JC の広報を

チェックしておいてくださいね！    (宇都宮) 

ということ。YYYでたくさん成長させて頂いた自分

は、今度は担う番だと、自然と背筋が伸びる気がし

ました。元々は先生になった時、課外活動を勧める

際に、自分の体験談が子どもたちの参考になれば、

と考えて始めた YYY での活動。その活動を通して

成長した自分のことを、槙岡さんのように明確な言

葉にして、これからの高校生たちに伝えていけるよ

うにしたいと思います！      (芥川愛花里) 
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12/17、待ちに待った結婚式を無事に挙げること

ができ、幸せいっぱいの美緒です。 

遡ること 2022年 1月。今年中に結婚式したいね

～とウェディングフェアに参加。3件目で、チャペ

ルの美しさに惚れ、2人の意見も一致し決定。ここ

からワクワクの結婚式準備が始まりました。楽しい

だろうな～と思っていたけれど、実際はやること多

くて結構大変でした。しかも旦那さんの仕事は出張

が多く、長いと数ヶ月帰って来れません。それでも

積極的に準備してくれたおかげで間に合いました。 

結婚式まであと 3日、準備万端で当日を待ちわび

ていたら、しるこ(母)から連絡が。 

まさかのコロナになった～    と… 

もし父さんも陽性だったら終わりだ…と岡本家

は危機に陥りました。すぐに抗原キットを買うよう

伝え、隔離・除菌生活をお願い。父さんは 2・3 日

目ともに陰性で、両親不在という最悪の事態はなん

とか免れました。 

バタバタしながらもいよいよ当日。朝は 8時半ま

でに式場に着くよう、6時にばっちり起き、朝ごは

んを少し食べて出発。この時にはまだ、本当に今日

が結婚式？という感じでした。 

式場に着いて、メイクをして衣装を着てもまだ実

感が湧かずホワホワ気分。準備ができ親族との写

真。家族と対面すると少しずつその気に…。姪っ子

の千尋から「お姫様みたい～」と最高の褒め言葉。

千尋もドレスにヘアセットもしてもらいとっても

可愛かった！ 

いよいよ挙式。いざ入場！ドアが開いて、参列者

の方々が見えると、本当に今日が当日なんだ！とや

っと実感が笑 しるこの代役を姉ちゃんが務めてく

れ、3人で入場。まさか新婦の母がコロナで欠席だ

と思わず、私の親族の中には、途中まで姉ちゃんだ

と気づかなかった人も笑 千尋はリングガールばっ

ちり！泣かずに堂々とやり切ってくれてよかった

～。披露宴では会場内を走り回り、たくさんのお兄

さんお姉さんに可愛がってもらっていました笑 

式中はずっと義兄さんが zoomを繋げてくれて、

しるこも家から参加することが出来ました     

披露宴は、参列してくれた友達や親戚の方々とお

話ししながら写真を撮ったり、ケーキ入刀をした

り、余興をしてもらったりとあっという間。準備は

時間がかかったのに、本番はこんなにもあっという

間に終わってしまうんだなと少し寂しかったです。 

しるこが参加できなかったのは残念でしたが、た

くさんの方々に見守られ、素敵な式を

挙げることができて本当に良かった

です。これからも末長く 2人で仲良く

過ごしていきたいと思います。(美緒) 
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  ―特集 祝！成人― 

成人 

車高を落とすのは、若いうちだけだか

ら！若気の至りだ！   (濱本翼) 

車高王におれはなる！ 

一人暮らしで外食ばかりし

て、お金がすぐ無くなるか

ら。今年は自炊してお金を

貯める！！ (武田泰一) 

長期休暇に旅行に行

きたいし、色々なもの

を買いたい。あと口

座にお金があるとと

ても安心するので、

そうですねぇうん 10

万くらいは来年貯め

たいですね(たぶん

無理) (沖見正広) 

留年したくないから。本当に留

年したくないから。(的場諒介) 

勉強王におれはなる！ 

貯金王におれはなる！ 

自炊王におれはなる！ 

〇〇王におれはなる！ 
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今年は大事な試験や就職

活動の準備がある年なの

でゼミや自習でしっかり勉

強したり趣味や経験を通し

て教養をつけ自分の価値

を高めていきたい！ 

(松本和馬) 

実習がひたすらあったり、国家試験の

勉強に追われたりと、体力やモチベ

ーションが保てないと厳しいので。無

理せず、前向きに努力を続け、強い精

神力で今後の生活を送りたい。         

（長原匡利) 
（村上陽一) 

年末年始でいっぱい使

ってなくなったから。 

(阿部敬大) 

自分磨き王におれはなる！ 

メンタル王におれはなる！ 

バイト王におれはなる！ 
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大学生活を全力で楽しむから。 

（藤井智大) 

自炊をがんばります。(奥野蓉子) 

20歳をむかえ「今の自分は両親をは

じめとするたくさんの人たちのおか

げで成り立っている」ということを

改めて感じ大人として少しずつ恩返

しをしていきたいと考えたから。 

(藤田駿野) 

全てにおいて遅れ気味な、不健康な

生活習慣を直したい。 (落合開世) 

自由王におれはなる！ 

自活王におれはなる！ 

健康生活王におれはなる！ 

恩返し王におれはなる！ 
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 おめでとう！20周年！ 
ひろえよりお祝いメッセージ 

おめでとう！20周年！ 
けいたよりお祝いメッセージ 

20 年前の秋、つばき会館で「YYY」が生まれた

時、現場にいました。あれから 20 年！おめでとう

ございます！ 

2 歳の時、兄と一緒に母に連れられ、劇を観に行

ったことが前身「呉おや子劇場」との出会い。その

後、鑑賞はもちろん、低学年キャンプや子ども市、

雪あそびなど、色んなことに親子で参加しました。 

小学 4年生の時、初めての高学年キャンプに 1人

で参加しました。高校生が 2泊 3日の間ずっと気に

かけてくれて嬉しかったのを覚えています。帰り際

に蜂に刺され、痛くて痛くて。Tちゃんに慰めても

らったけど我慢できず泣きました。初の高キャン…

その 2つしか覚えてません。なのにその後もずっと

キャンプに行き続け、毎年楽しみにしていました。 

中学生になり、初実行委員。高校生の実行委員が

いろんなアイデア(メシバトル、ウォークラリー形式のき

もだめしなど)を形にしていく姿がとても輝いていて

大人に見えました。高校生になれば、あんな風にか

っこよくなれるのかなと。参加するのはもちろん楽

しい、だけどそれだけでは見えないことを知るおも

しろさを実感しました。 

高校生になり、思っ

ていたよりも全然大

人になってないなぁ

と思いながら、副実行

委員長に。しおり作

り、班構成決め、全体

会の段取り、班旗作り

などキャンプ中のイ

ベントだけではなく、

実長の補佐としての

まとめ役は大変だっ

たけど、自分たちの考

えたことが形になる

この度は YYY20 周年誠におめでとうございま

す。 

全都道府県において出生率が2を割っており、「子

育ての環境」に対する興味関心は危機感と共に高ま

っている状態であります。また、子育てを行うため

のフレームワークが急に変わることはなく、行政は

後手の対応となってしまっております。そういう時

こそ社会のバランサーの役割を担える YYY のよう

な団体が地域にあることが、その地域の財産と言え

ると思っております。 

私が YYY に関わり始めたのも丁度 20 年ほど前

だったので、とても感慨深いものがあります。当時

は見守られる側として関わり始めて「何のメリット

があってこの人達はこんな活動をしてるんだ。マジ

で謎。」「子どもの未来が～とよく言っているけど、

この活動で未来がどうかわるんだ」と疑念を抱いて

おりました。大学進学以

降、発達障害や不登校引

きこもり等の支援に携

わり、アウトリーチ支援

や支援者支援を行って

いくうちに YYY のよう

な“制度にあまり縛られ

ていない”子どもと親の

居場所を提供する団体

のありがたみを知りま

した。そして、居場所が

瞬間がとても嬉しくてやりがいがありました。この

頃はキャンプ狂で、春も夏も秋も行っていました。

高校生理事を経験し、ずっと実行委員をしていまし

たが、同じキャンプは一度もなかった。毎回ファイ

ヤーで踊り狂い、くたくたになって星を見に行き、

テントの中でトランプ、UNO、人狼など 2 泊 3 日

じゅう遊んでいました。 

YYYはいつでも安心して帰れる場所。今年、十数

年ぶりにお泊りキャンプに参加しました。小 3と年

長のわが子を連れて。ファイヤーで踊り狂うことも

星を見に行くことも、テントでトランプすることも

できなかった。今度こそ大人になったなぁと思いま

した。違うイミかな(笑)       (由里本宏枝) 

あることで“より良くなれる”人たちが多く居るこ

とを知りました。 

日々の支援を行う中で、YYYのような団体が鳥取

県にあれば…と幾度となく思いました。 

 

法人やその機能を持った団体の維持、COVID-19

の影響等、色々難しさを感じているとは思います

が、心の底から YYY を構成している方々の熱意を

鳥取から応援しております。     (中谷啓太) 
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看護師になって8ヶ月はとてもあっという間でし

た。 

日々多くのことを先輩方や患者さんから学び、仕

事でも家でも勉強の毎日です。 

就職当初は「看護師として、やっていけるのだろ

うか」「患者さんの役に立てるのだろうか」と考える

時期もありましたが、患者さんの元気になっていく

姿や笑顔・「ありがとう」という言葉に支えられて楽

しく仕事をすることができています。 

私が看護で大事にしていることは五感を使って

～語り継ぐこと～ 

あけましておめでとうございます！先日、3 年ぶ

りに開催された「福男選び」で有名な西宮神社(えべ

っさん)に初詣に行ってきました。徐々に活気が戻っ

てきていて嬉しい限りです。 

 

さて、記事を書いているこの日は、1.17。阪神・

淡路大震災の日。兵庫にとっては忘れられない 1日

です。 

この日になると、私には思い出すことがありま

す。大学 4年の教育実習で神戸の中学 2年生を受け

持ったときのこと。担当教科は国語で、「壁に残され

た伝言」という原爆のルポルタージュ(記録文学)の授

業をすることになりました。難しいテーマだけど、

せっかく広島県民の私が授業をするならと、かなり

入念に準備して、少しでも興味を持ってもらえるよ

う毎日頭を悩ませていました。 

本作の舞台・袋町小学校では、その日の朝、朝礼

のために先生や生徒は皆校庭に出ていて、ほとんど

の人が原爆の犠牲になりました。助かったのは、遅

刻して朝礼に間に合わなかったために下駄箱から

直接地下室に逃げることができた数名のみ。 

その話を教壇でしたところ、生徒の数人から「ラ

ッキーじゃん」と笑いが起こりました。私はその笑

い声を聞いて(この子たちには残されたものの痛み

と苦しみが想像できないのか)と悲しくて、「今は笑

いが起きる時じゃない」と怒りました。 

すると、後ろで聞いていた担任の先生が、唐突に

話し始めました。 

「阪神・淡路大震災のとき、私はもうここの先生だ

った。地震の後、自分の家や家族もそれどころでは

なかったけど、学校は避難場所になるからと、教員

は毎日避難してきた多くの人を助けなければなら

なかった。自分も知り合いを亡くし、また、大切な

人を失って途方に暮れる人を見続けながら生きる

日々が、どんなに辛くて悲しかったか。」 

涙を流す先生に、教室はとても静かになりました。

生徒たちにも感じるものがあったのでしょう。私は

あの先生の話を、今も忘れられずにいます。 

阪神・淡路大震災は私と同じ 28 歳。これからは

私も「語り継ぐ側」になりたいと思っています。 

患者さんと関

わり、患者さん

にとって安心

安全な看護を

提供できるよ

うにすること

です。 

今後も質の

高い知識・技術

を習得し続け、

五感を使って

患者と関わり

ながら個別性

のある看護を提供していけるようになりたいです。

根拠に基づく責任ある行動、向上心を持って楽しく

看護をしていきます。         (あゆり) 
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で練り歩き、駅直結のデパート最上階にてロッカー

を発見、ようやく身軽になりました。くたくただっ

たので同階のレストラン街にあったお好み焼き店

の列に。そうしたら待てど暮らせど進まない。まさ

か私がライバルの広島県から来たと見抜かれてこ

の仕打ち？空腹でそんなことを考えていたら、レジ

横に「本日コロナで出勤者が少ないため時間かかり

ます」の表示。もう次！だったので他へ行く気力も

なく、最後まで待ちました。 

ようやくお腹を満たし、スマホ片手にいざ目的地

(息子のリクエスト、ワンピースの店)へ！エスカレーター

で下りる途中ポケモンセンターが見え、妹家族が好

きだなぁ後でお土産買ってあげよーって地上へ。マ

ップに表示された写真を見ながら 50 歩ぐらい進ん

だけどなんか違和感…。その様子を SNS にあげて

いたところ、案内予定だった方から、元いたビルへ

戻れのメッセージ。他の友人からも「駅から出な

い！」と言われ Uターン。改めて店舗情報をウェブ

で確認すると、さっきいたビルじゃん！ていうかあ

のポケモンのフロアじゃん！ひとり爆笑しながら

またエスカレーターで上へ。あの日何回あのエスカ

レーター乗ったかな…。 

そんなこんなでしたが、SNSで遠隔操作してもら

いながら、目的としていたところは全部行くことが

できました。親切な人が多くて助かった笑 時間は

かかりましたが、迷子だって立派な土産話なので、

それはそれで楽しめましたとさ。   (まゆまゅ) 

 

空＠空☆ガ。の 

 突然ですが、私、都会の駅構内が苦手です。 

 去年、ひっさしぶりに 2度県外へ。現地の友人に

案内してもらったり、同行する友人がいたりで、目

的地に着くことができていました。今回、行きたい

イベントのため大阪へ。前日入りして大阪在住の方

に色々連れてってもらう予定だったのですが、出発

前夜、お子さんが発熱したと連絡が。急遽、ひとり

で梅田を彷徨うことに。まぁ文明の利器があるし、

口がついてるから大丈夫、と軽く新幹線に乗車。 

昼の便、ビール片手に車内で何か食べるつもりだ

ったのに、発車間際に電話がかかってきて何も買え

ず。車内販売も来ないというアンラッキー。ならば、

たこ焼きかお好み焼きを楽しんでやろうと新大阪

に降り立ちました。新幹線のホームって、右に行く

のか左に行くのか判断できなくて困るよね笑 でも

さすが観光客も多く利用する都会の駅。めっちゃデ

カい字で“大阪こっち”て書いてあったので流され

て到着。ここまではふふん、楽勝。しかし、ランチ

を吟味するためにコインロッカーを探したとこか

ら罠にはまりました。さすが観光客も…以下同文、

空いてるロッカーが全然ない！親切にアプリで探

せる設計になっているものの、おびただしい数のロ

ッカーはすべて赤！半泣きで大阪駅を端から端ま

 昨年 10 月からあらゆるものが値上がりしていま

すが、皆さんのお財布はお元気ですか？例年よりあ

たたかい冬。昨日今日は全国的に大寒波ですが、そ

れでも今シーズンはあったかい。そう油断していた

のです。先日届いた、私の度肝を抜いたもの、それ

は電気代！！2 年前、過去最高額を記録し、まぁ家

族が増えてるから仕方ない、と引き落とされていく

通帳の数字を泣きながら見送ったのですが。今回は

それを軽く 10,000 円上回っての記録更新。なんと

37,000円。目玉が飛び出ました。怖いものなしの 4

歳がいるわが家はオールシーズンエアコン。とはい

え、主な暖房機器はエアコン 2台とホットカーペッ

ト。それだけでこんなにかかる！？ 

 さてそんな私を救ってくれるかもしれないのが、

補助金！高騰し続けるエネルギーの負担軽減を目

的に、総合経済対策のひとつとして、一般家庭と企

業の電気代・ガス代の負担軽減策「電気・ガス価格

激変緩和対策事業」が実施されるらしい！ 

 しかし残念ながら 2 月検針分から(泣) 一般家庭

だと 7 円 /1kWh 補助されるそう。例えば月

260kWhの電気を利用した場合、1,820円の計算で

す。わが家が来月も同じだけ電気を使用したとし

たら、5,621円補助されるはず！ 2023年 1～8月

と、9月以降で補助額が変わるようなので、自分ち

の補助がどのくらいになるか調べてみましょう！ 

 ガス代に関しても補助があるので要チェック！

政治家の皆さんにおかれましては、小手先の補助だ

けでなく、そろそろ経済なんとかしてください！！ 

大変！お財布が不調です！ 

大阪珍道中 

迷子だって楽しめる笑 
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―鑑賞部― 

鑑賞部それぞれのデビュー 

2023 を元気にスタートしたいと企画した「YYY 新春ふぇす」。1/29 の「西川きよしのコツコツ全国ツ

アー」に向け、自分たちのテンションを上げるべくプログラムに漫才をいれることに。12 月に入ってネ

タ作りは本格化したものの、メンバーが次々とアクシデントに見舞われ、動けない人続出。どうする鑑賞

部？！でもそこをなんとかするのが YYY。終始バタバタはしたけれど、そのぶん結束が深まり、パワーア

ップした鑑賞部。今年も乞うご期待！！ 

『ハッピー』のこうちゃんこと、甲田で

す。昨年末、福ちゃんと漫才コンビを結成。

甲田の甲と福田の福で、甲(幸)福＝『ハッピ

ー』と名付けたところまではよかったけど、

練習を始めたタイミングでぎっくり腰に。

練習できない間、プレッシャーがどんどん

重くのしかかり、こうなったら衣装だけで

も笑いを取ろうと、干支に因んでウサギに

なることに。自分を捨て、出るしかないと

小さく決意、恥ずかしながら足まで出して

みました。 

当日は直前まで 2人で練習。会場は熱気

ムンムン。盛り上がっているところに出て

いくのは勇気がいる。でも練習したんだか

ら、と勢いつけて「こんにちわ～  」。最初

はいけるかな～？と思ったけど、途中でセ

リフがぶっ飛んだ。2人で目を合わして???

恥ずかしかった～。でも、「良かったよー。

面白かったー。」という皆さんの言葉にめっ

ちゃ救われました。人を楽しませるって本

当に大変。プロってすごいよね。 (甲田) 

ふくちゃんこと福田です。人前に出ることが苦手、記憶力

に自信のない私が、漫才をするなんて思ってもみませんでし

た。今年の目標を『新しいことに挑戦する』と秘かに決めて

いた私。「やります！」と手を挙げてはみたものの、一向にネ

タが覚えられないまま 1 月に。バイク運転中の信号待ちすら

周囲に誰もいないことを確認し、声をだして練習してました。

ある日、誰もいないと思っていたら、後ろにぴったりバイク

が止まっているではないですか(*_*)。イヤ～恥ずかし～！青

になると同時に逃げるように発進しました。 

どうにかこうにか覚えたつもりで迎えた本番は、途中で頭

が真っ白！冷や汗かきながらなんとか終了。でも漫才に挑戦

することで、充実した数日間を送ることができました。(福田) 

 昨年末「来年は新春

ふぇすできる？」「何

する？」「西川さんは

クイズよね。」という

流れに。まだメイン出

し物、ゲームも決まっ

ていないのに… 

20 周年だから YYY

クイズじゃねぇ、と

20 問考えたが、持ち

 コロナ療養明けて事

務所に行くと「MCお願

いね。」と言われ覚悟を

決めた。やるからにはス

ムーズに進行したいと

タイムスケジュールを

時間は 5分。たかが 5分、でも私にとってはドキド

キ緊張の 5 分だった。ちょっとでも YYY のことが

身近になったかなと終了したらホットした。同時に

2023 年が始まり、西川きよしのコツコツ全国ツア

ーを無事に終えなくては、そして来年度事業を早く

決めなくてはと気持ちだけ焦っている。 (西川) 

確認して原稿を考えた。声出して読んでいると、ア

ドバイスを色々もらった。テンポよくステージが進

んだらいいよねと腹を決めて当日。ところが開始時

間が迫ってもトップバッターが会場にいない。慌て

て階段を駆け上がり出演者に声かけ！急いで会場

に戻り、ふぇすをスタートさせた。 

場面切り替えの打ち合わせが不十分で、ドタバタ

だったけれど無事時間内に終了。会を進めるにはし

っかりとした打ち合わせが必要で、沢山の人の手が

いるという事を改めて感じた。      (岡本) 
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 新 
春 YYYふぇす 

今年最初の事業「YYY 新春ふ

ぇす」は、初春らしく尺八と三

味線の音色で華々しくスター

ト‼ 初の三味線体験に、たくさ

んの手が上がり、会場内は大盛

り上がり。ちょっとマニアック

な YYY クイズに、漫才やソッ

クちゃんダンスも披露。そして

最後は、恒例の福引‼ ゲームコ

ーナーも設け、子どもから大人

まで正月気分を楽しみました。

懐かしい方たちの参加もあり、

嬉しさ倍増‼ 元気にスタート

が切れました。   (鑑賞部) 

お馴染みソックちゃん♪ 


