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 2016 年 6 月 19 日（日）呉ＹＷＣＡの建物

がなかなか遺産第３号に認証されました。 

 認証式には、国際なかなか遺産委員会共同

代表の腰原幹雄、村松伸両東京大学教授をは

じめ、東京大学、明治大学の先生方、研究室

の方達、プロの写真家、第１号達古袋小学校

（岩手県一関市）から阿部えみ子事務局長、

第２号森文旭館（愛媛県内子町）から森秀夫

館主、東京から、九州から、沢山の方達が日

本各地から駆けつけ共に門出を祝福してくだ

さいました。 

 認証式は「なかなか遺産と呉ＹＷＣＡ」  

と題した腰原教授の講演から始まり、 

村松教授から認証状とプレートを受贈し、 

森文旭館森館主からなかなか遺産フラッグ 

の引渡を受け、参加頂いた皆様から沢山の祝

福と祝辞を頂きました。 

 その様子は当日取材に来てくださった、広

島テレビやテレビ新広島の報道を通じ、広く

一般の方達に知って頂く事が出来ました。 

 広島テレビのインタビューを受け、永冨会

長が「このなかなか遺産を通して沢山の人と

出会いがあり、一緒に次の時代や新しい事が

出来るのではないか、人のつながりが生まれ

るのではないか、という事がとっても嬉しい

事だと思います。」と答えていました。 

 

人の繋がり、ご縁に助けられ、これまで呉ＹＷ

ＣＡが重ねてきた歴史を未来へ繋いでいけるよ

う、これからも大切に時間を重ねて行きたいと

思います。 

 

なかなか遺産とは!? 

 どこにもない特異性をもち、一度見ただけでく

すっと笑っちゃうことから国の重要文化財や世界

遺産に認定はされないものの、でも、生真 

面目に、地域やそれを越えた地球上の環境やひと

や社会やいろんなものを結びつけ、ひとびとに多

様な恩恵をもたらしていることから、なかなか

～！と見るひとびとを唸らせ、建造物のみならず、

そのつながり全体を劣化させずに次世代に継承さ

せたいと自然に思えてしまう共有の財産、のこと

です。 

家頭昌子（呉 YWCA理事） 

呉 YWCAは日本国憲法の前文の恒久平和実現のため、 ９条の非武装、不戦の誓いを広げていきたいと思います。 

活動テーマ 
子どもたちがのびのびと、若い人

が個性的に、高齢者が健やかに、

私あなたがいきいきと、現在、未

来を生きるために… Aug． 2016 

祝！なかなか遺産第３号認証 



有座まさよ先生の言われるまま 

谷折 山折… 

小学生から大人まで 

カッターで切って

普段は使わない 

脳細胞フル活動！ 

 夕暮れが迫る頃… 

楽しく準備中 

「呉 YWCAの保存史料より」 第 9回 

「活動があったから 歴史が紡がれた。 

歴史があったから 活動が続いている」 

～呉 YWCAの保存史料にみる、戦後民主主義の形成と呉市における市民運動の変化についての一考察～ 

平城 智恵子（呉 YWCA総幹事・呉 YWCA 資料保存グループ代表）

9、発会準備期（1947 年）の資料について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史料をそのまま提示しただけでは、その価値が関係者以外には伝わりにくいことがある。内容を要約し、視点を絞って記述し、

適切な編集をほどこすことは、史料の価値をより効果的に伝えることにつながる。年史編集はその目的を確実に果たしている。 

呉 YWCAには現在、「年史」史料①「50年史～過去、現在 そして未来へ」（1998年発行）がある。歴史的な事実を検索する際に

私たちはまずこの 50年史にあたる。内外の世相も網羅され、呉 YWCAが社会の動きとともに発展していく様子が手に取るようにわ

かる。ワープロの時代にこれだけの編集をした諸先輩方に、心より感謝を申し上げたい。 

さて、以下に紹介する史料②「幹部委員会記録（1947.12.10～1948.5.4）」には、 

呉 YWCAが産声を上げようとする時の記録が詳細に記載されている。 

内容を以下に示す。 

  呉 YWCA 準備委員会 （第一回）   昭和 22年 12月 10日 午後 1時半  

出席者：笠、柏村、坂田、谷崎、白市、神津、平沢、古米、高田、内田、岡田 

  礼拝：司会 笠  讃美歌 263 聖書ピリピ３、17－21  祈 坂田 

・ミスベイグに御出席をお願いして話合ひをする。呉市は YWCA を必要とする。一般女子教育を高める為。

・生活の為皆働くので忙しいが少しの時間でも共にしともしい乍ら持てるものを分ち合ひ キリスト精神を基とした

結合がほしい。若い婦人でこう云う会合を求める人に機会を与へる

・建物はなくてもあるものを用ひ利用できるものを用ひて小規模にはじめる

・既にある YMCAの婦人部を独立させる。YMCAの委員は之を了解してゐる。

・男性と協同することは必要であるが男に依頼せずに仕事が出来る様にする。日本では殊にこの実行がされる必要

がある。日本の YWCAは女性によって始められ、女性が指導し女性の会である。その伝統を持ちつづけたい。

このノートは全 30ページあり、準備委員会から発会式（1948年 4月 21日）までの半年間の動きが 

詳細に記されている。①の 50年史で紹介されている 1947年の記述は、なんと半ページである。発会 

後の 1948年については 3ページ分記述がある。全 123ページの中に、50年間の活動を盛り込もうと 

すれば当然の紙幅であろう。しかしながら、歴史的状況を考慮しつつこの 1947年を取り扱うとき、 

ここに記載されている一文字一文字が非常に重要な意味を持っていることに気付く。 

当時は終戦後占領軍の時代でプレスコード※の統制下に置かれており、地方の女性たちの動きは、 

今日私たちが考えるほどには、国民の間に共有されていなかった時代である。 

前年の 1946年 4月には女性 39人の衆議院議員が誕生。新国会で審議された憲法が同年 11月に公 

布（1947年 5月施行）され、躍動感に満ちあふれた時代のなかで、英連邦の占領軍の傘下にある呉で 

女性たちは呉 YWCA発会に向けて動いた。まさしく、今 NHKテレビで放送されている、連続ドラマ 

「とと姉ちゃん」（2016年 4月～9月放送）のモデル「雑誌 暮しの手帖」発刊の時代と重なる。女 

性たちが目覚め、モノ不足だが、やる気満々の時代であった。 

そんな時代に記録されたこの「幹部委員会記録 1947年 12月 10日～1948年 5月 4日」は、「女性

活躍推進遺産」とでも命名したいほどに貴重なものである。 

実は、こういった遺産級の史料は呉 YWCAの活動においては「現役」の資料であり、日々の業務のために用いられ、幸か不幸かそ

のことは、とくに意識されずにいる。2016年の今日、憲法改正の危機に私たちはどのような手立てをとるべきか考える時、過去 YWCA

で活発に憲法研究会が開催されていた頃はどうだったのか、また活動資金を得るためのバザーの運営はどうだったのかなど、現在

に引き継がれている課題に立ち向かうとき、「昔はどうやっていたのだろう」と先輩方のやり方をノートから参考にする。「歴史」

は「前例」として今の活動に反映されている。そのため、史料②のように、いつの間にか、ビチっとガムテープで張り付けられ、

資料保存の観点からはかなり問題だが、日々の使用により「お蔵入り」を免れているからこそ散逸の危機にも見舞われずに済んで

いるのかもしれない。  

※プレスコード 1945年 9月に「日本に与うる新聞遵則」として発令された出版物発行禁止処分。検閲に類する。

連合軍批判、原子爆弾に関する言論が検閲の対象になり、削除が施された。（註：平城）

30年史は、創立当時にメンバーによる座談会系第 1次史料として史料と編集技術の進歩がその価値を高めることもある。という

作業が必要とされている料はいつか利用される可能性があります。資料を廃棄してしまったら、その段階ですべては終わります。」

小川千代子は米国テキサス州の大学アーカイブ＊の担当者から、このような熱い発言を聞いたと述べている。（『アーカイブへの

アクセス』（日米アーカイブセミナー2007の記録） 日外アソシエーツ 発行小川千代子・小出いずみ編 275頁）

この引用は、当欄の初回（呉 YWCAニュース 2015年 4月号）でも紹介した。「棄てない」ことが資料保存の最良の方法なら、呉

YWCAは高評価をいただけそうだ。史料とは、「歴史研究の材料となる文献や遺物などの総称」であり、アーカイブとは、「記録や資

料などのコレクションのこと」である。これまで 7回の連載では、呉 YWCAの文献資料にスポットライトを当てて紹介してきたが、

今回は呉 YWCAの史料のうち「遺物」について紹介したい。

1、籐椅子
会館の 2階サロンに 9脚の籐椅子がある。これらは、1948年、創立当時に呉に駐留していた、英連邦軍（おもにニュージーラ

ンド軍・オーストラリア軍）の YWCAの女性たちがペンキを塗り贈ってくれたものだ。その様子を撮影した写真は、現在ニュー

ジーランドのアレクサンダー・タンブル・ライブラリーに保存されている。その椅子は、現在も現役で使われている。

史料① 「呉 YWCA50 年史 過去、現在 そして未来へ」

（1998） 

料理メモ 「黒ごまミルクもち」   ～さわやかな夏のおやつ～ 

レシピ紹介 松藤比沙子（呉 YWCA会員・栄養士）   

〈材料〉  牛乳 ２００ ｃｃ  片栗粉 大さじ３  砂糖 大さじ２  黒すりごま大さじ２            

①材料全部を鍋にいれ火にかける ②艶が出るまで木じゃくしで混ぜ練り上げる

③粉っぽさが無くなればよい  ④冷やして切り分け きな粉などをかけてもよい

きゅうりを適当な大きさに切ってすべてを混ぜ合わせるだけ。 忙しいときの簡単料理。

だいこんやなすでもできます。

史料②幹部委員会記録  

1947.12～1948.5.4 

呉 YWCA折り紙建築  

皆さんも作ってみませんか？ 

史料① 「呉 YWCA50 年史 過去、現在 そして未来へ」

（1998） 

2016年 6月 18日（土） 

 前夜祭 その１ 

呉 YWCAの建物を 

折り紙で製作する。 

2016年 6月 18日（土） 

 前夜祭 その 2 

建物ライトアップ＆

お庭でバーベキュー 



腰原先生による「なかなか遺産と呉 YWCA」講演 

 

   

 

                       

 

 

 

 

 

 

      笑顔がいっぱい  

 

 

 

 

 

                        沢山の方に祝福して頂きました。  

                         

                            

 

 

 

 

 

 

               呉 YWCA の 

                美味しいお料理  

              

               大好評でした♪  

2016 年 6 月 19 日（日） 

  認証式 懇親会 

左から村松先生 永冨会長 腰原先生  

2016 年 7 月 23 日（土） 

なかなか遺産第 3 号 

認証記念ビアパーティー 

 



             

2016 年 7 月 7日（木）9：30～11：30 参加者：17 名  

 

                            
 

集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈変更がなされようとしていた頃、子どもの通っていた幼稚

園の学習会で、日本国憲法について学習することになりました。保育者に提案されたことがきっかけでその

テーマとなったのですが、当時の私は、小学生・幼稚園・７カ月の子を抱えて、家事育児、自営業の手伝い

に追われ、明日の未来より今日のことで精いっぱいの毎日。それまで学校の試験勉強以外に憲法にふれたこ

ともなく、正直なところ、あまり興味を持てずにいました。 

しかし、「日本国憲法」の本を買い、わからないながらも仲間と資料を持ち寄り学んでいくうちに、私達

の生活そのものを保障しているとても身近で大切なものなんだということに気づきました。 

あれから 2 年が経ち、今回、YWCA で学習会を開く準備会に参加する機会をいただきました。最初の集

まりで、恥ずかしながら「参議院って？」「そもそも国会って？」という、基本的なことも知らない自分に

気付き、図書館で本を借りてきて政治の基本を勉強することから始めました。そうすることで、新聞記事や

ニュースを見ても、これまでより内容を理解し易くなってきたことを感じました。また準備会では、他のメ

ンバーの方々との話し合いのなかで、自分が今まで知らなかったことを尋ねる度に丁寧に説明して下さり、

知らないことよりも、知ろうとしなかったことの方が恥ずかしいと思いました。 

学習会当日、他愛のない話しかしたことのなかった友人にも参加を呼びかけてみました。私にとっては少

し勇気のいることでしたが、二人とも参加してくれました。「将来我が子が戦争に巻き込まれることがない

よう、いま出来ることを考えよう」という思いを共有できたことを心強く思いました。 

安保問題、原発、環境汚染…。子ども達の未来を思うと不安になることはたくさんあります 

が、大きくなった子ども達に「何で母さんはあの時何も動いてくれなかったの？」と言われ 

ないように、自分でしっかり考え、少しずつでもまわりの人と話し、身近なところから手を 

つないでいきたいと思っています。                           

 

 

日々、目の前の事（子育てや毎日の暮らし）しか見えていない…そんな中での参議院選挙。はてさて、ど

こに投票するのが最善か…と迷っていた時、憲法についての勉強会のお誘いをいただいた。 

正直、私が参加しても大丈夫！？とも思ったが、迷う間もなく準備会を迎えた。その中で、政治とは、選

挙とは、憲法とは…？？？年齢だけは立派なおとなの私だが、知ったつもりで曖昧に片付けていた部分が浮

き彫りになった。と同時に、曖昧にしていても生きていける事にも気が付いた。企画、準備会に携わったこ

とで、1 人では断念してしまう事も、そこで出会った方々との対話を通じて知る喜びと面白さを知り、自分

の新たな世界の広がりを感じることができた。憲法改正に対する各政党の考え方についての資料作成を担当

したが、呆れるようなことを掲げている党もあれば、護憲のようで曖昧にしている党もある。改憲について

だけでも、しっかり読まないと騙されそうである。そして、改めて自民党が突き進めようとしている政策に

ゾッとした。 

勉強会当日は、想像より沢山の方が参加してくださった。そして、政治や社会について無知な私でも参加

できる場がある事は、とても有り難いと感じた。社会に対する本音(疑問や不満)を出し合える場がもっと沢

山の人に当たり前の事として浸透していって欲しいと願う。私自身も、これで終わるのではなく常に頭のど

こかで社会に対するアンテナを張り、色んな角度から物事を見て感じられる自分でありたい。 

最近、新聞で目に留まり思わず購入してしまった絵本がある。 

「わたしの こころは わたしのもの だれかに あやつられたくない」 

「わたしの いのちは わたしのもの だれかの どうぐに なりたくない」…。   

言葉の力を感じた。今の当たり前の暮らしをずっと続けていくために、日本国憲法を守りたいと強く思う、

今日この頃です。 

（戦争と平和を見つめる絵本｢わたしの『やめて』｣ 文・自由と平和のための京大有志の会声明書 絵・塚本やすし 朝日新聞出版 

「選挙前に知っておきたい憲法の話 カフェ」 We Love 9 条 

               
 

伊藤 智美（呉 YWCA賛助員） 

沖本 郁子（二児の母親） 

企画、準備会を経験して 



有座まさよ先生の言われるまま 

谷折 山折… 

小学生から大人まで 

カッターで切って

普段は使わない 

脳細胞フル活動！ 

 夕暮れが迫る頃… 

楽しく準備中 

「呉 YWCAの保存史料より」 第 9回 

「活動があったから 歴史が紡がれた。 

歴史があったから 活動が続いている」 

～呉 YWCAの保存史料にみる、戦後民主主義の形成と呉市における市民運動の変化についての一考察～ 

平城 智恵子（呉 YWCA総幹事・呉 YWCA 資料保存グループ代表）

9、発会準備期（1947 年）の資料について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史料をそのまま提示しただけでは、その価値が関係者以外には伝わりにくいことがある。内容を要約し、視点を絞って記述し、

適切な編集をほどこすことは、史料の価値をより効果的に伝えることにつながる。年史編集はその目的を確実に果たしている。 

呉 YWCAには現在、「年史」史料①「50年史～過去、現在 そして未来へ」（1998年発行）がある。歴史的な事実を検索する際に

私たちはまずこの 50年史にあたる。内外の世相も網羅され、呉 YWCAが社会の動きとともに発展していく様子が手に取るようにわ

かる。ワープロの時代にこれだけの編集をした諸先輩方に、心より感謝を申し上げたい。 

さて、以下に紹介する史料②「幹部委員会記録（1947.12.10～1948.5.4）」には、 

呉 YWCAが産声を上げようとする時の記録が詳細に記載されている。 

内容を以下に示す。 

  呉 YWCA 準備委員会 （第一回）   昭和 22年 12月 10日 午後 1時半  

出席者：笠、柏村、坂田、谷崎、白市、神津、平沢、古米、高田、内田、岡田 

  礼拝：司会 笠  讃美歌 263 聖書ピリピ３、17－21  祈 坂田 

・ミスベイグに御出席をお願いして話合ひをする。呉市は YWCA を必要とする。一般女子教育を高める為。

・生活の為皆働くので忙しいが少しの時間でも共にしともしい乍ら持てるものを分ち合ひ キリスト精神を基とした

結合がほしい。若い婦人でこう云う会合を求める人に機会を与へる

・建物はなくてもあるものを用ひ利用できるものを用ひて小規模にはじめる

・既にある YMCAの婦人部を独立させる。YMCAの委員は之を了解してゐる。

・男性と協同することは必要であるが男に依頼せずに仕事が出来る様にする。日本では殊にこの実行がされる必要

がある。日本の YWCAは女性によって始められ、女性が指導し女性の会である。その伝統を持ちつづけたい。

このノートは全 30ページあり、準備委員会から発会式（1948年 4月 21日）までの半年間の動きが 

詳細に記されている。①の 50年史で紹介されている 1947年の記述は、なんと半ページである。発会 

後の 1948年については 3ページ分記述がある。全 123ページの中に、50年間の活動を盛り込もうと 

すれば当然の紙幅であろう。しかしながら、歴史的状況を考慮しつつこの 1947年を取り扱うとき、 

ここに記載されている一文字一文字が非常に重要な意味を持っていることに気付く。 

当時は終戦後占領軍の時代でプレスコード※の統制下に置かれており、地方の女性たちの動きは、 

今日私たちが考えるほどには、国民の間に共有されていなかった時代である。 

前年の 1946年 4月には女性 39人の衆議院議員が誕生。新国会で審議された憲法が同年 11月に公 

布（1947年 5月施行）され、躍動感に満ちあふれた時代のなかで、英連邦の占領軍の傘下にある呉で 

女性たちは呉 YWCA発会に向けて動いた。まさしく、今 NHKテレビで放送されている、連続ドラマ 

「とと姉ちゃん」（2016年 4月～9月放送）のモデル「雑誌 暮しの手帖」発刊の時代と重なる。女 

性たちが目覚め、モノ不足だが、やる気満々の時代であった。 

そんな時代に記録されたこの「幹部委員会記録 1947年 12月 10日～1948年 5月 4日」は、「女性

活躍推進遺産」とでも命名したいほどに貴重なものである。 

実は、こういった遺産級の史料は呉 YWCAの活動においては「現役」の資料であり、日々の業務のために用いられ、幸か不幸かそ

のことは、とくに意識されずにいる。2016年の今日、憲法改正の危機に私たちはどのような手立てをとるべきか考える時、過去 YWCA

で活発に憲法研究会が開催されていた頃はどうだったのか、また活動資金を得るためのバザーの運営はどうだったのかなど、現在

に引き継がれている課題に立ち向かうとき、「昔はどうやっていたのだろう」と先輩方のやり方をノートから参考にする。「歴史」

は「前例」として今の活動に反映されている。そのため、史料②のように、いつの間にか、ビチっとガムテープで張り付けられ、

資料保存の観点からはかなり問題だが、日々の使用により「お蔵入り」を免れているからこそ散逸の危機にも見舞われずに済んで

いるのかもしれない。  

※プレスコード 1945年 9月に「日本に与うる新聞遵則」として発令された出版物発行禁止処分。検閲に類する。

連合軍批判、原子爆弾に関する言論が検閲の対象になり、削除が施された。（註：平城）

30年史は、創立当時にメンバーによる座談会系第 1次史料として史料と編集技術の進歩がその価値を高めることもある。という

作業が必要とされている料はいつか利用される可能性があります。資料を廃棄してしまったら、その段階ですべては終わります。」

小川千代子は米国テキサス州の大学アーカイブ＊の担当者から、このような熱い発言を聞いたと述べている。（『アーカイブへの

アクセス』（日米アーカイブセミナー2007の記録） 日外アソシエーツ 発行小川千代子・小出いずみ編 275頁）

この引用は、当欄の初回（呉 YWCAニュース 2015年 4月号）でも紹介した。「棄てない」ことが資料保存の最良の方法なら、呉

YWCAは高評価をいただけそうだ。史料とは、「歴史研究の材料となる文献や遺物などの総称」であり、アーカイブとは、「記録や資

料などのコレクションのこと」である。これまで 7回の連載では、呉 YWCAの文献資料にスポットライトを当てて紹介してきたが、

今回は呉 YWCAの史料のうち「遺物」について紹介したい。

1、籐椅子
会館の 2階サロンに 9脚の籐椅子がある。これらは、1948年、創立当時に呉に駐留していた、英連邦軍（おもにニュージーラ

ンド軍・オーストラリア軍）の YWCAの女性たちがペンキを塗り贈ってくれたものだ。その様子を撮影した写真は、現在ニュー

ジーランドのアレクサンダー・タンブル・ライブラリーに保存されている。その椅子は、現在も現役で使われている。

史料① 「呉 YWCA50 年史 過去、現在 そして未来へ」

（1998） 

料理メモ 「黒ごまミルクもち」   ～さわやかな夏のおやつ～ 

レシピ紹介 松藤比沙子（呉 YWCA会員・栄養士）   

〈材料〉  牛乳 ２００ ｃｃ  片栗粉 大さじ３  砂糖 大さじ２  黒すりごま大さじ２            

①材料全部を鍋にいれ火にかける ②艶が出るまで木じゃくしで混ぜ練り上げる

③粉っぽさが無くなればよい  ④冷やして切り分け きな粉などをかけてもよい

きゅうりを適当な大きさに切ってすべてを混ぜ合わせるだけ。 忙しいときの簡単料理。

だいこんやなすでもできます。

史料②幹部委員会記録  

1947.12～1948.5.4 

呉 YWCA折り紙建築  

皆さんも作ってみませんか？ 

史料① 「呉 YWCA50 年史 過去、現在 そして未来へ」

（1998） 

2016年 6月 18日（土） 

 前夜祭 その１ 

呉 YWCAの建物を 

折り紙で製作する。 

2016年 6月 18日（土） 

 前夜祭 その 2 

建物ライトアップ＆

お庭でバーベキュー 



呉 YWCAなかなか遺産認証記念行事 （報告と予告） 

1．「ハサミチョキチョキ飛び出すカード」の講座  2016 年 7 月 23 日（土）14：00～15：30 

折り紙建築士の有座まさよさんが再び来呉され、子ども達に１枚の紙をどう切るか？切り方を変えると出

来上がりも変わる楽しさを経験してもらいました。階段や人の顔、スリット模様などにチャレンジして、幼

稚園児から中学生まで 16人の子ども達が目を輝かせて作っている姿はとても素敵でした。 

2．「サマー・ビア・パーティ」 2016 年 7 月 23 日（土）18：30～21：00 

東大教授の腰原先生も駆けつけて下さり、建築士会の方々、フリースペース夕食会のメンバー、そして一

般の方、広島 YWCA 会員、呉 YWCA会員と総勢およそ 40 名でのパーティーになりました。山からの心地よい風

と、建築士会の手作りのランタンキャンドルの柔らかい明かりに包まれ、会員手作りのごちそうが大テーブ

ルに並んで、どこにもないオンリーワンのひと時を過ごす事が出来ました。

呉 YWCAが多くの方の力を頂いて未来に向かって動き始めたことが実感できました。

3．8・6の花たち展 ～今日、花を生けられるしあわせ～ 

とき：2016 年 8 月 6 日（土）11：00～21：00 

ところ：呉 YWCA  入場無料  

（平和を祈る花たちが集い、平和のともしびが灯ります） 

なかなか遺産認証の建物 で、 

楽しい素敵な集まりや催しをしてみませんか。 

お部屋をお貸ししています。 

お部屋の見学、貸室料など、事務所にご連絡ください。 
お知り合いにもお声かけください。 

（予告）夏の映画上映会 『もしも建物が話せたら』 

日時：8 月 26 日（金）昼・夜  27 日（土）朝・昼・夜 全 5 回 

場所：呉 YWCA 2 階 B 教室     主催：Kure まち映画館 project（仮称） 

☆「なかなか遺産」に認証された呉 YWCA の歴史的建物の

雰囲気を感じながら映画を鑑賞 

       

1、理事会・委員会他 

・広報委員会  8月 26日(金)  10:00～ 

・会館維持委員会 8月 26日(金)  13:30～

・定時理事会    9月 3日(土） 13:30～ 

・夏期休館  8月 11日（木・祝）～16日（火） 

2、プログラム・その他のご案内 
① フリースペース夕食会

8 月 27日(土)・9月 24日 （土）18:00～ 

② 聖書を読む会 8月 22日(月)・9月 26日（月）13:30～

③ 芸大美大コース 夏期講習会

7月26日（火）～8月25日（木） 日・祝・8/15 休み 

【理事会報告】 
【一般財団法人 呉 YWCA  2016年度 5月 月次会 】 2016年 5月 26日（木） 13:30～16:30   呉 YWCA会議室   １、協議  ①前回議事録の承認 

②新幹事養成について  ③第 68回会員集会について（6月 19日（日）開催） （進行プログラム・2015年度事業報告書・決算報告書） ④定時評議員会に

ついて ２、報告 ①事業・委員会 〇会館維持委員会・川そうじ（6/3）・呉 YWCA を支える会（呉の楽市・ブックフェス参加） 〇広報委員会 ・発送リストの

更新について  〇プログラム企画委員会 ・委員会日程の調整  ②その他・2016 年度中央委員会報告・呉市人権センター男女共同参画事業パネル展

参加・日本 YWCA 理事研修日程要望について

【一般財団法人 呉 YWCA 2016年度 6 月 第 1 回 定時理事会 】 2016年 6月 20日（月）18:30～20：30   呉 YWCホール   1、協議 ①代表理事

の選任について ②前回月次会議事録の確認  ③5月末収支報告について ④定時評議員会報告 ⑤2016 年度各委員会報告と取り組みの確認 ○会

館維持委員会（スリッパ購入について・会館修繕について・熊本地震発生時の災害時緊急支援のありかたについて・呉 YWCAを支える会より・川そうじ報

告）○プログラム企画員会 なかなか遺産認証記念ビアパーティ(7/23)準備について・8.6 の花たち展（8/6）準備について ○広報委員会 取り組みについ

ての意見交換 ○グループ活動関係 （WE LOVE9 条… 憲法学習会を企画中） ○地域貢献事業 ・貸室（チャレンジスペース含む）について ○夏休み

子ども事業について ○その他 来館予定（7/31～8/2 日本山妙法寺様）

発行所 一般財団法人 呉ＹＷＣＡ 〒737-0028 広島県呉市幸町３番１号  発行責任者 永冨 彌古 
Tel ０８２３－２１－２４１４ Fax ０８２３－２１－２５１４   Ｅｍａｉｌ  krywca@joy.ocn.ne.jp 

http：//www.ywca.or.jp/kure 

感 謝 
（敬称略 6月 1日～7月 31日） 

 ご協力ありがとうございます。呉 YWCA の活動の為に

大切に使わせていただきます。  

（賛助費） 

難波郁江、金谷千史、武井多佳子 

小島すみ子、土屋宏子、佐々木千代子 

新田和子、河村あゆみ、藤田玖味子 

植田綾子、黒星恵美子 

（未来をひらく募金） 

設楽順子、馬庭恭子 

筒本ゆかり、難波郁江 

長尾眞理子、匿名 1 名 

お 知 ら せ 

呉 YWCAの 今！ 
「ホームページ」や「フェイスブック」で 

さまざまな情報を発信しています。 

ぜひご覧ください。 


	☆呉Yニュ2016年8月①面　
	☆呉Yニュ2016年8月②面
	☆呉Yニュ2016年8月③面
	☆呉Yニュ2016年8月④面
	☆呉Yニュ2016年8月⑤面
	☆呉Yニュ2016年8月⑥面

