「ノーベル文学賞 にボブ ・デ ィランが ！」まだ、

記憶 に新 しい ニ ュー スです。 １９７４年 に発表さ

れた 「フ ォー エバ ー ・ヤ ング 」と いう曲が 絵本 に

な りま した。ボブ 本 人が 「
息 子 のことを 思 いなが

ら つく った。」と言 っているように、子ども の幸せ

を 願う気持ち、 新 たな スタ ートを応援す るメ ッセ

ージが 込め られ ています。 この名曲 に、ポ ール ・

手

とど き ま す よ う に 」 冒

ロジ ャー スが 絵を つけ、 それを アーサ ー ・ビ ナ ー

しあ わせに

ドが 「
は じまり の日」と訳しま した。「
き みが

を のば せば

頭 の 一節 で、ボブ の思 いが 伝わ ってき ます。 反戦

の歌 い手は、 平和賞 にも 匹敵す ると思 います。

なが

譲位による 10 連休

い
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◆元号が「平成」から「令和」に変わった。10 連休

うだ。上皇と美智子様は「象徴としての天皇」を模索

の恩恵を受けることなくセンターは開館していた

し続け、そのなさりようは多くの国民からの支持を得

が、訪れる子どもたちはまばら。家族で遠出でもし

た。だが、退位の希望をテレビで国民に発信されてか

ていたのか、地域はお盆休みと同じように閑散とし、

ら、実現するまでに多くの時間を必要とした。戦後、

高速道路の渋滞の TV 映像を見て、休めない者の僻

昭和天皇が「人間天皇」と宣言されてから幾久しい年

みか「どこに行っても混んでいるさ」と呟く。

月を経ているが、「隠居」するにも「結婚」するにも

◆４月 30 日には退位の儀式が放映され、５月１日

天皇は法で縛らており、思うように生きられないのは

には即位の儀式が映し出された。両２日間は、どの

依然として変わっていない。「今日は天気が良いから

チャンネルも同じ映像が繰り返し流されていた。そ

出かけよう」などもってのほかで、人間らしい生活が

して渋谷などに集まった大衆のカウントダウン。天

送ることができているのだろうか。

皇が変わって何かが変わるのではないかという国民

◆さらに、皇室典範で天皇は男と決められている。な

の期待感が映像からあふれ出ており、裏返せば現代

ぜ女は天皇になれないのだろうか。血筋を守るためと

社会に対する不安・不満ともいえるかもしれない。

いうが、
「女性がいなくては血筋が絶えてしまうのに」

「令和に期待するものは」とのインタビューに「平

と当たり前のことをあらためて思う。女性蔑視ともと

和が続いて、心優しい時代に…」と期待感をつのら

れる考え方を「法」のなかで堂々と語られているのは

せる。◆「元号が変わったからといって時代は変わ

なぜか。
「女性は土俵から降りろ」と叫んだ相撲界。
「墓

らない。今日は昨日の続きで、明日は今日の続き」

守りの男がいなくては墓地を売らない」とする宗教

で元号の変化が時代の変化をもたらすものではな

界。こうした「慣習」は、社会通念であり、いずれは

い。報道も期待感までならまだ良いが、
「令和になっ

社会の変化によりあるべき姿に変化していくだろう。

てあなたは何をやりたいですか？」の質問になると、

◆だが「法」で堂々と女性蔑視をとうとうと謳い上げ

何で願掛けをするのかと思ってしまう。まして「令

ている事はなぜ許されるのだろうか。男女平等を唱え

和、初めてのホームランです」や「初試合です」に

る憲法。その憲法を否定しているという矛盾がある。

は、何の記録でもないのにと笑ってしまう。

矛盾を正す意味で皇室典範を見直さなくては社会通

◆この代替わりに考えたことは、皇室典範のありよ

念も変化しないだろう。

４

統括館長：針山直幸
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5・12・19・26 日(水) 14：30～16：30
あそべば 誰でも 無料
５日 七輪の日
12 日 ストロートンボ
19 日 ポートボール
26 日 めかくし一騎打ち

￥14,000- (事前研修・交通費「往復貸切観光バス」
・キ
ャンプ宿泊費・食費・レクリエーション費・保険代含む)
逃げるマスをおい
かけろ！ つかまえ
たますは炭で塩焼き
にしてかぶりつく！
「わんぱく」らし
くワイルドに行こ
う！

小学校 2～６年生(60 人)
※但し、2 年生は ONE ぱーくに 3 回以上出席者のみ

菅生こども文化センター ℡044-976-0444
9：30～21：00(日・祝は 18：00 まで)
６月 29 日(土)～7 月 10 日(水)
先着順（定員になりしだい〆切）

このためにキャ
ンプに参加すると
いうこどもがいる
ほど。神聖なかがり
火をかこんでみん
なでもりあがろ
う！

日時：７月 13 日(土)
17：00～18：30
場所：菅生こども文化センター・
※説明会終了後に参加費を納入していただきます。説明会
に欠席の方は必ずお申し出ください。

☎044-977-2577
5・12・26 日(水) 15：00～16：30
ぞうさんのポケット 誰でも 無料
５日 七輪の日
12 日 蔵敷サッカー大会
27 日 手作りスクイーズ

☎044-976-0444
4・11・18・25 日(火) 16：15～17：30
卓球クラブ
小学 4～6 年クラブ員 100 円/月

わんぱく名物花
火大会。
わんぱくのメンバ
ーだけへの
打ち上げ花火が川
面に光る。

事前研修：７月 27 日(土) 9：00～15：30
７月 29 日(月)9：30～15：30
８月 1 日(木)9：30～12：00
キャンプ：８月 2 日(金)～8 月 4 日(日) ＜２泊 3 日＞
山梨県丹波山村 木下ファミリーキャンプ場

7・14・21・28 日(金)
16：00～17：00
だがし亭きらぴぃ
誰でも 10 円～(但し１日 100 円迄)

6・13・20・27 日(木) 15：３0～16：30
居菓子屋「ぶん」
誰でも 10 円～(但し１日 100 円迄)

19 日(水) 15：30～16：30
忍者駆羅武
小学生 無料

12(水) 15：00～16：30
おやつづくりクラブＣ＆Ｅ(ほうじ茶パフェ)
3～6 年クラブ員 170 円

20 日(木) 10：30～11：30
こぶんらんど(手作りﾚｲﾝｺｰﾄでハイチーズ！)
幼児とその保護者 無料 当日ご参加ください
※地域子育て支援センターすがおで実施

14 日(金) 15：00～16：30
やさしいおやつづくりクラブ(カラフルクッキー)
1・2 年クラブ員 170 円

29 日(土) 14：00～16：00
Kids キッチン（手作りアイスパフェ）
150 円 小学生 30 名 要申込 〆切 26 日

21 日(金) 10：45～11：30
がおがおらんど（三匹の子ブタ）
幼児とその保護者 無料 当日ご参加ください
21 日(金) 17：00～夕食作り(自由参加)
18：30 開店～20：00
もぐもぐ亭(チキンカツ定食)
誰でも 300 円 要申込 〆切 17 日

わんぱく生活学校は、子どもたちに「生活力を」という
目的でキャンプを実施し、今回で４3 回目を迎えます。指
導にあたるスタッフ・リーダーは、こども文化センター職
員経験者や、わんぱく生活学校で育ったリーダーたちで構
成されています。経験豊富な指導者ですので、安心してお
子さんを親元から離し、貴重な体験をさせてみませんか？

22 日(土) 10：00～15：00
ＯＮＥぱーく（ライスケーキ作り＆草木染）
350 円 要申込 ２年生は 10 名 ３年生以上
は定員無しで 19 日〆切

チキンカツ定食
みんなで「夕ご飯」
どうですか？
菅生こども文化センター
17：00～夕食作り(自由参加)
18：30 開店～20：00
誰でも 300 円 要申込 〆切 17 日
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