
 

 4第 回

ベンリだから、ラクだから、みんながそうしているから… そんな今を立ちどまって、いっしょに考えてみませんか？

子どもが自分でやり始めるのを 待とうと思うのですが、
つい「早くしなさい｣と言ってしまいます。
どうすれば待てるでしょうか？ 
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「待つ｣ということ
現代は、待たなくてよい社会になりました。待つことができない社会、と
言ってもよいかもしれません。
以前、あるハンバーガー店で「会計が済んで商品を渡すまでに1分以上
待たせたらハンバーガー無料券をプレゼント」、というキャンペーンが
あって驚いたおぼえがあります。また、コンビニで商品を持ってレジに
行こうとすると、店員さんがやりかけの仕事を放って飛んでこられるの
で、こちらの方が申し訳ない気持ちになることもあります。サービス業界
は「お待たせしないこと」を至上命題としているようです。

「早い」ことがよいとされる社会。私たちの「待てない気持ち」がどんどん
助長されてきている気がします。
携帯電話が普及していないころ、人と待ち合わせするのに、待ったり、待
たせたりで気をもんだ覚えがあります。今は少しでも遅れたり、はぐれた
りするとすぐに携帯電話で連絡をとりあうのが常です。便利になったい
っぽう、「待つ」という機会も少なくなりました。

このようにおとなは時間に振り回され、能率や効率で動くことが多くなり
ました。でも、年齢の低い子どもの中にはまだまだ時間の概念が育って
いません。「早く」がなにかわかっていないのです。

子育てに必要な「待つため」のアドバイス（ハウツー)は、本にもネット上
にもあふれています。
けれども、おとなが「早くしなさい」とイライラするのは、おとなの側の
「何かしら急いでいる」ことからくるあせりが大きいのではないでしょう
か。おとなの「待てないくらし」を少し見直して子どもとむきあうことが、
「子どもを待つこと」につながるのではないか、と思えます。

待つ、ひたすら待つ、そんなる・リ・フリーの活動って？
こどもステーション山口で毎年2月に行われている「こどもステー
ジる・リ・フリー」。地域の異年齢の子ども集団が舞台で楽しんで
発表する場「る・リ・フリー」は、子どもたちが相談して脚本作りか
ら舞台発表までをすべて子どもの手でつくりあげて、観客の前に
立つ。
その練習、毎回子どもたちが集まって、仲良くなり、本気で活動し
始めるまでには、遊んだりおやつを食べたりの長ーい助走時間が
いる。そんな自治の活動を支えるおとなたちに必要なのは、ひた

「早くしなさい」・・・子どもがいるとつい口に出ることばですね。
実際にそれぞれの家庭ではどうなのでしょうか？
　
　　

とても興味深い結果ですね。
親の答えは予想どおり「早くしなさい」が多いのにくらべ、子どもは極端
に少ない。そのことばが耳に入っていないようすです。
「早くしなさい」の意味が解っていない、またはあまり言われすぎて“耳
を素どおり”しているのでしょうか。

子育ての基本は「待つ」ことだと言われています。それでも子どものため
と言いわけしながらつい言ってしまう、「早くしなさい」。どうすればじっく
り「待つ」ことに気持ちを切り替えることができるでしょうか？
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・・・「待つ」ということ

親が家庭で 子どもによく、かけていることばって？

20人 6人早くしなさい

18人 20人きょう学校どうだった？

14人ありがとう13人

はやく寝なさい 13人

13人 15人かたづけなさい

18人 19人宿題すんだ？

親が
かけている
ことば

※親47人、子ども53人（小学生～高校生）に、それぞれ3つ選
んでもらい、多い順から5番まで載せました。

こ ど も の き も ち

ベスト５

ベスト５

こどもステーション山口は
2001年2月のNPO法人設立
か ら 1 5 年 を 迎 え ま し た

すら「待つ」、「見守る」。
なかまを育てること、作
品をつくること、どちら
もおとなが先回りして
指示をしても子どもの楽しさや、やる気にはつながらない。
達成感や満足感もおなじ。そんな気の長い活動でおとなが
待つことができるのは、おとなの側にも「なかま」がいて、子
どもはおおぜいの中でこそ成長するということをみんなが
知っているからだろう。

子どもが
受けとって
いることば

こ ど も ス テ ー シ ョ ン 山 口・広 報 紙

生の舞台・さまざまな遊び・たくさんのなかま…そんな出会いの中で子どもたちがいきいきと活動しているようすなどをお伝えします

VOL.

2016 年 4 月 1日　認定NPO法人こどもステーション山口 発行 ( 年 2回発行）
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1811111111111111１８１８歳選挙権、                           わたしたち未成年の政治参加を考える学習会2月13日(土)、白石地域交流センターで19時から始まった学習会。集まったのは子ども8人（小学生１人、中学生２人、高校生5人）とおとな10人。
インフルエンザが大流行するなど条件の悪い中、参加者は少数でしたが、それゆえじっくりと「いっしょに考える」ことのできた講演会でした。

学 習 会 に 参 加 で き な か っ た 人 の た め の

ダイジェスト版「18歳選挙権」、ドウスル？！

選挙権ってどうしてたいせつ？
選挙権は参政権として「憲法｣で保障されています。
その憲法の中では次のことを謳っています。
　・国民主権（この国は国民みんなで作っている）
　・代表民主制（国会に代表を選出する）
　・民主主義(代表にお任せにしないでみんなで議
　　　　　　  論したり考えたりする）
だから選挙権はとてもたいせつな国民の権利なので
すね｡

世界の選挙権年齢は？
世界 190 ヶ国中、選挙年令
を 18 歳以下にしていると
ころが 90％。今まで日本
は少数派でした。
海外では、高校生の選挙ボ
ランティアがあったり、18
歳で支持政党を持ってい
ない方がおかしいと思わ
れたりするくらい、政治
が未成年者に開かれてい
る国もあります。ところ
が日本では政治に興味を
持っているとへんな人と
思われたり、｢政治アレル
ギー」のようなものがあ
るのを感じてしまう、と
いう高校生の声も聞かれ
ます。

18 歳の投票は活かされる？
今まで若い人ほど投票率が低かったけれど、若年層の
政治に対する関心と投票率が上がれば、もっと若者向
けの政策が充実するということが考えられます。就業
問題、子育て支援、そして今後の年金などは若い人に
とって気になる社会課題ですね。ちなみに山口県の高
校生に対するアンケートでは、6割超が選挙に行くと
前向きな回答を寄せています。

投票‥だれを、どんな基準で選べばいいのかわか
らない。
18歳になった、はい投票！では確信をもって選挙に
のぞむことができませんね。18歳になる前から関心
を持ち、準備をしたいものです。
　・例えば学校生活で不満があればそれを解決す
　　るために生徒会などで活動してみる。
　・ふだんから政治についての新聞やネットなど
　　で情報を仕入れたり、学んだりしよう。
　・一人じゃなくてみんなで考え、意見を交わす
　　ことがだいじ。

山口県の高校生6352
人が

関心のあるテーマ・ランキ
ング

 1  いじめ、不登校、自殺
などの学校問題

 2  消費税率アップ

 3  東京五輪・パラリンピ
ック

 4  介護、年金などの社会
保障

 5  集団的自衛権や日米同
盟などの安全保障

※朝日新聞山口総局 調査
（2015.10～11）

有権者
平均
50.4％

20～
24歳
24％

   2013.7月 参院選
   山口選挙区の投票率

世界（190か国）の
選挙年令

投票については自分の生活に直結した困難、悩みや
将来の不安などを社会的な視点から解決できる政
治を目ざしている候補者を探す、選ぶ、というとこ
ろから始めてみるのはどうだろうか、とのこと。

日本では今まで社会があまりにも未成年者を政治
から遠ざけてきたと言えます。
高校生の校内の政治活動は禁止されていますが、
今回、校外での活動（デモや集会など）にも届け出
が必要と決めた県も出てきたとか。これではせっ
かく政治への関心を育てようという時に、逆行し
ているような気がします。ちなみに山口県は各学
校に判断が任されるようです。

政治アレルギーをなくそう

まず、わたしたち親・おとながもっと政治に関心
を持って、日常の会話でも気軽に政治を語ってい
かないといけませんね。最近「政治の中立性」とい
うことから、公の場では意見を表明することにブ
レーキがかけられがちです。でも家庭では「わたし
はこんな意見を持っているよ。でも違うこんな意
見もある｣ということを親がきちんと説明すれば、
子どもも自分なりの判断で考えを育てていける、
と内山弁護士は話されました。

いまや

女性ファ
ッション

雑誌でも
 

政治を話
題に ！

18歳（16,17歳含む）

90％

今まで日本は

19歳
以上

10％ 2016.
2月号

【特集】
2016参院選
もしもあなたが
投票に
行かなかったら・・・

校でいやというほど選挙に行けと言わ校でいやというほど選挙に行けと言わ

れているから、れているから、 と答えた子どもも。

③投票したら政治は変わる？  　
全員が「わからない」と答えたけれど、1票というものがどう左右するのか、
理解が及ばず、「変わるかも｣という期待もあるようす。難しい質問ですね。

④何を基準に投票する？　
基準は候補者の考え、公約、とけっこう考えているようです。中には弱い立弱い立

場の人のことを考えている人 場の人のことを考えている人 とすでに自分で基準を考えている子どもも！ 

こんなふうにざっくばらんに始まった学習会、内山弁護士はその後、豊富
な資料を示しながら「選挙権」がどうしてたいせつかや、候補者をどんな
ふうに選んで投票すればいいのかをわかりやすく解説されました。その内
容をかいつまんで(ダイジェスト版)でお知らせします。

講師は山口市在住の内山新吾弁護士（日本弁護士連合会副会長）。始まるとすぐ、
子どもたちは内山弁護士から「18歳選挙権」について4つの質問を受けました。い
ったん挙手で答えを示した後、その理由を付箋に書いて、書いたものがホワイト
ボードに貼り出されました。ひと前で発表するのが苦手な子どもたちのことを考
えた内山スタイル！ 付箋の答えを見ながら、内山弁護士が子どもたちの声を聞い

ていきます。

①「18歳選挙権｣になってよかった？　
1名を除いて、うーん、よくわからない、うーん、よくわからない、と
いうのが正直なところでした。

②18歳になったら選挙に行く？　
「行かない｣はゼロ。「行く｣と答えた子ど
もが過半数。自分の意見を示すことはだ自分の意見を示すことはだ

いじいじ 、という前向きな意見のほかに、学

集まると集まると

たの
しい
！

たの
しい
！　・・・地域ごとにバラエティに富んだブロック活動をご紹介！
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ひとりじゃ あじわえない  ワクワク  がある！ひとりじゃ あじわえない  ワクワク  がある！ひとりじゃ あじわえない  ワクワク  がある！
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目のまえですごいことが起きた！　子ども向け、なん
てことはない超・超一流のマジックでした！

アンディ先生のストリートマジック＋イリュージョン
12/6（日）  山口県教育会館ホール　《小学生以上対象》

子どもたちは海の中でカメジローといっしょ
にぼうけん！おとなもいっぱい笑っちゃった
劇団そらのゆめ カメジローおつかいにいく
10/10(土)  カリエンテ山口ホール　《幼児対象》　

●子どもがとても集中して観ていたのでよかったで
す。カメジローと一緒にハラハラドキドキしながら、
冒けんした気分になっている息子をながめるのがた
のしかったです。(会員/女性 30 才代)

やわらかい布の動き、動物のユニークなしぐさ、
チェロの音色に赤ちゃんもうっとり・・・
劇団風の子九州 ぴーかぶー
12/19( 土）  C・S 赤れんが　 《幼児対象》

女装で踊ったり、ユニークな動きで笑わせた
り。ホロリとさせながらハッピーエンド！
オペラシアターこんにゃく座  ロはロボットのロ
3/3(木)  山口市民会館大ホール    《小学生以上対象》

●楽しむ、楽しませるアンディ先生とモンちゃんの優しい
気持ちが伝わってきました。（会員/女性30代）

●とらんぷのてじなでとらんぷがペットボトルにはいっ
たのがすごかった。（会員/男子6才）

●子どもたちのおどろきの顔、声。だいじにしていきたい
と思いました。家族みんなできてよかった。（男性39才）

●はとが出るところは、火がつくのがふしぎです。人が浮
くのもすごかった。（女子9才）

ぐうたら息子がかっこいい忍者に？！
ノリ、キレ、笑い、そしてちょっと泣かせるラスト！
劇団うりんこ  ぼくはにんじゃのあやし丸
9/23（祝）  山口県教育会館ホール　  《小学生対象》

●生の歌声・生のピアノは本当に気持ちが良い。色々
な要素がちりばめられていて、今まで観たことのない
舞台になっていました。(会員/女性40代)

●「あ～あ あ～ああ～、どうしよう♪｣が気に入りまし
た。いっぱい笑いました。(会員/男子7才)

●ひとり何役もやっていたのに、すっごく着がえが早
くてびっくりした。ピアノの人がすっごく上手だった。
　(会員/女子11才)

○・△・□からあひるの子ができた！たくさんの工
夫とユニークなせりふ回しにおとなもファンに。
くわえ･ぱぺっとステージ    みにくいあひるのこ
3/5(土)  C・S赤れんが 　　　　　　             《幼児対象》

●笑わせられたり、幻想的だったり、すてきでした。息
子がおひざで幸せな時間でした。(女性46才)

●シンプルなのにおどろきがあってよかったです。パ
ペットショーは言葉もないのに動物がいきいきして
いてよかったです。(女性30代)

●むずかしい年頃になってきた息子について悩んでい
ましたが、沢山笑っている様子を見てほっとしました。
ラスト、感動しました！！（会員/女性 30 才代）

●とてもおもしろいところと、かんどうのシーンがあって
よかったです。（会員/女子 10 才）

高学年コース、初の映画鑑賞例会
夢は牛のお医者さん
10/12(祝)  ニューメディアプラザ山口　　  《高学年コース》

牛のお医者さんになる、という一少女の夢とむきあ
い、26年間の長きにわたって、新潟TVの時田美昭監
督が少女を追い続けたドキュメンタリー映画。　　
それは単なる記録映画の域を超えて、少女の気持ち
に寄り添いながらよろこび、悲しみをそのままうつし
とって、観る者を大きな感動へと導きました。
他方、過疎化が始まり、きびしさとゆたかさをあわせ
もった山村を背景に、子どもたちを信じ見守る学校
や、村の人々のあたたかさ、家族の支えをも浮き彫り
にしていました。それは30年近くの時代の流れの中

で、わたしたちが見失いがちなものでもありました。
●淡々と映し出される中で、本人の一所懸命さと美しい自然と
が心にしみる映画でした。自然の中でいろんな体験をして生
きていくことが難しくなってきた多くの子どもに観てほしい映
画です。（女性）

●わたしと同じ９才からずっと牛のお医者さんになりたいと
思っていて本当になれてすごいなと思いました。（女子９才）

●牛との短い期間に芽生えた夢に感動しました。（男子11才） 

●子どもの思いに対してきちんと約束できる大人になってい
るかどうか自問自答してしまった。夢を持ち続けること、そのも
のが光っている。つらいことや夢の代償も含め。（男性40才） 

●わたしのゆめはどうぶつえんのしいくいんで、ゆめにまた
一歩あるきました。（女子8才）

●動物の死に慣れなければいけない状態があることに悲し

みがありました。夢をかなえることはとてもむずかしい
ことなのですごいと思います。（女子10才） 

●学力向上ばかりで、今は余裕がなくなっている学校。
生き物を育てる、そして、その生き物との別れ、いのち
をじかに学べる素晴らしい教育だと思いました。その
教育が知美
さんのように
素敵な獣医
さんを育て
たのですね。
（女性54才）

◎上映後のトークでは、｢もし大学受験に落ちたら、映画に
しないで」という知美さんとの約束があった、と時田監督。

美
に
医
て
。

ト クでは ｢もし大学受験に落ちたら 映画に

ドキュ
メンタ

リー映
画、

こころ
に

ストラ
イク！

校でいやというほど選挙に行けと言わ

れているから、 

弱い立

場の人のことを考えている人 
うーん、よくわからない、

自分の意見を示すことはだ

いじ 、 学

　　  6日(金) 19:00開演  
             山口市民会館 小ホール
■ 一般券 未就学児入場不可
　 3000円　18歳以下2000円

ドラマリーディング
空 の 村 号
《アート企画陽だまり》
  
   　　　　　　 　 　

■ 2016年度 鑑賞例会 詳しくは2016年ごあんないリーフレットに掲載しています

15日(土）

ポロンポロン
～まるで広場で音楽に出会うよう～

《ロバの音楽座》

10月

 20日(月・祝)　
いまからいえでに
いってきます
《劇団風の子九州》　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

3月

10日(土)　

ちいちいにんにん　
～やわらかく、あたたかく
《人形劇団ののはな》

12月

　

7月 11日（月）～18(月）
山口市内9会場で開催
　
 あっちこっちdeアート2016
こまのたけちゃんの
あそぶあそび！
《こまのたけちゃん》

8月 （日にち未定）
映画 今伝えたいこと（仮）
～高校生の視点で震災を伝えます～

 
《相馬高校 放送部》

5　月 6 ~ 8月

18日(日)
★法人化15周年記念
火の鳥―黎明編―
原作：手塚治虫
《人形劇団クラルテ》

　

12月12日（日）
松元ヒロ・ソロライブ2016
6月 14日(金)　

森 の オト
～森のオトに
　　耳をすませてみよう~

《ロバの音楽座》

10月 10日（金）　
だるま食堂の
日替わりコント定食

《だるま食堂》　
　　

3月

10月 12月  3月

5月

　　13日(金) 18:30開演　
　　　山口市民会館 大ホール
■ 一般券 3才以上  3000円　

原作/馬場のぼる

11ぴきのねこ どろんこ
《人形劇団クラルテ》

5月

ール

円

高 学 年 コ ー ス

低 学 年 コ ー ス

特別公演 低・高コース 小学生以上対象 高学年コース

低学年コース 幼児対象高学年コース

低学年コース

低学年コース 幼児対象

低学年コース

低・高コース 小学生以上対象

　　　　

だ

い
すき
な1
1ぴき

が

帰っ
てき
たよ！

少年・空には見える！　
宇宙海賊船｢空の村号」が！

集まると

たの
しい
！

●１才の子どもが身を乗り出して見入っ
ていました。歌声や表情、動きのひとつ
ひとつが くすっと笑ってしまったり、う
っとりしたり。きっと私も子どもの心に
戻ってみていたのかな。子どもと同じ目
線になれた時間でした。（一般 /女性 31才）

33

ひとりじゃ あじわえない  ワクワク  がある！ひとりじゃ あじわえない  ワクワク  がある！

L I N E U PL I N E U PL I N E U P



４

◯こどもステーション山口はこんな団体です
子どもたちが文化芸術に親しんで、心ゆたかな

子ども時代が過ごせるように活動しています。プロ

の舞台芸術に出会う鑑賞例会のほかに、キャンプ

やこどもまつりなど、たくさんのなかまといっしょ

に活動できる場をサポート。大人にも、”子どもと

共に育ちあう”学習の機会をつくっています。

また各地区（学校区）ブロックでは、会員が地域の

つながりを大切にしながら、独自の楽しい活動を

行っています。

◯入会しませんか  ・・鑑賞例会料金が無料！
正会員　月会費2500円 (子どもの登録ができます)
　　　　子どもの登録料 (400円/年)

準会員　月会費1300円 (大人だけで参加される方）

◯ご支援をおねがいします
賛助会員 　個人会費：一口    5000円/年　
　　　　　　           団体会費：一口 10000円/年

※寄付も随時、募っています。  
※年間3,000円以上ご寄付いただいた方は確定申
告により、税額控除が受けられます。　

 《こどもステーション山口＝3月の会員数》
　正会員202 人   準会員 67 人   
　子ども登録数 438 人　計 707 人

発行：認定NPO法人こどもステーション山口/事務局　OPEN  月～金10:00～17:00　〒753-0047  山口市道場門前2-4-20　国近ビル2F　
TEL・FAX　083-925-1486　　  co26station@yahoo.co.jp　http://blog.canpan.info/kodomo_s_y/

　4～ 9月までの鑑賞例会以外の予定は・・・

4/29 (祝）  こどもまつり2016
5/28（土）  定期総会

6/12(日        ）  特別公演｢松元ヒロ・ソロライブ」

7/11（土）～ 18（月）　あっちこっちdeアート2016

7月 (日にち未定）「子どもの権利条約 学習会」

8月 (日にち未定        ）こどもキャンプ

8月 (日にち未定)  ８月の Love＆Peace2016 
　　　　　 映画上映｢今 伝えたいこと( 仮 )」ほか
毎月1回開催   幼児クラブ モコナ
毎月第２火曜  10:30 ～　会場：吉敷地域交流センター
未就園児の子どもたちの遊びの会を開いています。

たちと何かをするっていうのも面白かった。
②親以外に、話せる大人がいたこと。子どもにも真
面目に関わってくれたように思います。
③楽しいことたくさん経験してください。

中高生グループOBが口をそろえていちばんの思い
出、と答えてくれたキャンプ。そんなキャンプに初期
の頃から現在までつきあってくれている青年は・・
   
 ■子どもとは本気で遊ぶ、根っからのキャンプ大好き人間。                  　　　　　　　　藤井恵子さん  会社員  広島市
●キャンプにつきあうようになったきっかけは？
山口で就職したばかりの頃、「青年ブロック」にい
た人と知り合い、キャンプ活動の話を聞いておやこ
劇場に入りました。大学生の時に学んでいた専門
課程、「グループワーク」の実践方法が「キャンプ」。
そこで、リーダーをしていた経験が楽しかったので。 
●そんなに長くつきあっているキャンプの魅力とは？
みんなの成長が見られて楽しいからでしょうか。中
高生は事前の話合いも、キャンプ地でも、みんな何
かをがんばってるし、何かで成長している。大人も
子どもも関係ないところが魅力です。何よりキャン
プが大好きなんですね。本当は私がトムソーヤや
ロビンソン・クルーソーになりたい！ 
●子どもたちに何かひと言、お願いします。
ゲームやスマートフォンばかり見てないでたまに
は空をみよう！目のために、心のために。

●　　●　　●

こうして4人の先輩のことばを聞いてくると、どうや
らキャンプは自然とふれあうと言うより、自然の中
で人とふれあうことが魅力のようです。小学生で参
加して楽しんだら、次は中高生リーダーとして参加
することで、キャンプの醍醐味、倍増なんですね！

 40年も続いてる？!  中高生グループの活動
こどもステーション山口の前身は1972年に発足
した「山口おやこ劇場」。発足5年後には早くも中
高生グループが誕生しました。当時の中高生は
いまや50歳代！ そのころは青年ブロックがあって
大学生や社会人のメンバーが中高生の活動を
サポートしたこともあり、とても元気に活動して
いたようです。今日まで、とぎれなく続いて今ま
た、その魅力全開の中高生グループ。今回はそん
な彼らのOB登場！過ぎ去った青春の日々を振
り返りながら、語ってもらいました。

　いちばんの思い出はキャンプ！
　～中高生グループＯＢに聞いてみました～
①中高生グループの活動で印象的だったこと・楽し
　かったことは？
②中高生グループに入ってよかったと思うことは？
③今の中高生または今から中学生になる子どもた
　ちへ、ひとこと。

　■堀アニと呼ばれ、小学生から絶大な信頼を得ていた。

　　　　堀  直斗さん  36才 エンジニア  浜松市
①夏のキャンプです。ただイベントに参加していた
小学生の時と違って、自分達が中心となってキャン
プファイヤーの出し物や肝試しの企画など進めて
いくのが大変でもあり貴重な経験でした。苦労し
た時ほどいい思い出になったかも。
②いろんなイベントを通じて責任感とリーダーシッ
プが磨かれた、というのが一番良かったことですが
部活などと違ってかなり歳の離れた子達に接した
経験は３児の親となった今でも役に立っていると

中高生グループ
月 と す っ ぽ ん 座 思います。

③歳の近い仲間たちと楽しく活動できるのはもち
ろんですが、様々な世代の子ども達が楽しめる場
を企画から参加して提供できるのは、充実感と達
成感がありますよ。

      

■キャンプ場でも超おしゃれなリーダー、カズくん。

　   國弘一輝さん  22才 学生/保育関係   山口市  
①やはり、キャンプが一大イベントのイメージが
強くて印象に残っています。キャンプに限らず、当
日以外の打ち合わせなどの活動もあるのが中高
生グループの特徴かな。
②浴衣でお祭り、休日にファミレスに行ったりと友
達関係も築けたこと！
③今までの活動で中高生の姿を見ている君は、先
輩の「まねっこ」からでも良いスタートがきれると
思います。逆に中学生から参加する経験の少ない
君は、頼もしい仲間を頼りながら自由な発想で動
くことができます。一人一人の個性が活きて、そし
て仲の良いグループで活動できると良いですね！

 ■歴代高校生で初のキャンプ長をかって出た、ウメジ♥ 

　　　　  才本知実さん  35才 会社員  山口市
①キャンプや中高生交流会。中高生が中心になっ
て話し合って決めていったし、学校も学年も違う人

2012年8月、C・S赤れんがで開催した｢ふくしまそうま
の子どものえがくたいせつな絵展｣。そこでは被災した
子どもたちの描いた絵50点のほかに、子どもたちの書
いた作文と被災地の写真も展示しました。そして今年、
「5年後の子どもたちの作文集」(文芸春秋社刊 森 健 編
集ほか）が発刊され、そこにあの時の子どもたちの作文
が掲載されました。5年前は保育園児だった高玉そら
ちゃんの作文の一部を紹介します。

私に弟が出来ました　        高玉そら（名取市 小学4年)
　私が二年生の時、今まで生きてきた中で一番うれしか

った出来事がありました。それは、私に弟が出来たことで

す。弟の名前は「颯大｣と言います。お母さんと私で考えま

した。私はずっと兄弟がほしかったのでこんなにかわいい

男の子が弟だなんて、今でも信じられません。颯大は震災

のことを知りません。大きくなったら、あの震災の出来事

を教えたいと思います。

　そして私が三年

生の時の事です。

お父さんは閖上

地いきの現地再

建にずっと反対で

した。未来の子ど

もたちのために安

全で安心な町を

残したいと言っていましたが、名取市は、現地再建を決め

ました。安全な場所に集団移転ができなくなり、私の同級

生の家族は、別の場所に家を建て、引っこしていきました。

私は、とてもうらやましく思いました。私も、早く新しい家

に住みたいなぁと思いました。

● ● ●
 こ ど も の き も ちこ ど も の き も ち ● ● ●
3 . 1 1 大 震 災 か ら 5 年 　そして四年生になった五月、待ちに待った家が完成し引

っこしました。やっと自分一人の部屋が出来、机も買っても

らいました。まだ一人でねるのはこわいけど、新しい家で祖

父母と颯大も含め家族六人の生活がスタートしました。こ

れから楽しい事、つらい箏があると思いますが、がんばって

いきたいと思います。　家族と共に…。

2012年キャンプの中高生リーダー(中央は青年) 國広さん

ぼ く ら の
居 ・ 場 ・ 所

                                                    　　　　　　

小出裕章さん講演会　　 

1月24日、50 年ぶりという大寒波襲来の日、山口県教育会館ホ

ールは雪も溶けそうなほどの熱気 にあふれていました。 

戦争や原爆の話から原子力というものの恐ろしさに始まり、

地震の多い日本という国にたくさんの原発を建ててしまうこ

との愚かさ、こんな簡単なことを知らん顔で押し通そうとする

理不尽。科学者らしく、お話は実に明瞭でした。　(中略）

今、私たちができることは何か、せめて子どもたちを守らなけ

ればならない、と、淡 と々しつつも熱い口調から、小出さんの

静かな怒りが伝わりました。 

2 時間立ちっぱなし、 原稿も見ないでの講演でしたが、これか

らもどうぞお元気で、多くの人に伝えていってくださることを

願わずにはいられませんでした。　　　　　杉山美羽（会員）

(ハミングバードのメールマガジンから抜粋）

LECTURE  REPORT 参 加 し ま し た

絵：佐藤春菜(気仙沼市 小学6年)
「春の到来や復興していくイメージを伝えたかった。」

子どもたちの未来のために小出さんと考えよう！
福島の、わたしたちの、今とこれから
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