
呉  Ｙｏｕｎｇ  Ｗｏｍｅｎ‘ｓ  Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ  Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 昨年 6月のなかなか遺産第 3号認証式を新し

いスタートとして、9月 10 日、11日を皮切りに

建物保存に向けた取り組みが始まりました。  

 まずは現状確認と耐震診断のための実測調査

です。東京大学の腰原教授、佐藤助教授（腰原

研究室）指導の元、建築士会呉地区支部と呉高

専の光井研究室の皆さんで行われました。 

 建物外観測量チームは立面図作成のためのス

ケッチと寸法取りで、特に 2階屋根廻りの計測

に苦心し、建物内測量チームは文明の利器を活

用し測量をすすめる反面、建物のゆがみの程度

を数字で突きつけられ、何より一番大変だった

屋根裏チームは、残暑厳しい時に断熱材も入っ

ていない屋根裏で、しかもライトの熱も加わり、

汗だくになりながらの調査となりました。 

 この建物内の調査をする過程でホールの壁板

を剥がしたところ、英連邦軍の人のサインらし

きものが出て来ました。くっきりと書かれたそ

のサインを見て、理事の方が英連邦のサイトを

検索し当時の記録を探したり、改めて呉 YWCA

の歴史を紐解く端緒となったようです。 

 その壁板を剥がしてみると、「倉庫と言われて

もしょうがないかな」と思われる造りでした。 

 作業の途中、呉 YWCAで保管していた戦後の進

駐軍によるものと推測される改修計画図と現状

を照らし合わせて考えると、窓の位置と壁の関

係がおかしいのも尺貫法とメートル法とが 

 

 

 

 

 

 

 

 

混在したからではないかと納得出来ました。 

 日頃疑問を感じながらも、なんとなく慣れて

しまっていた事に改めて気付きます。 

 天井を剥がしてみると、下から出てきた当時

の天井板の合間に、写真で見て知ってはいたも

のの、くっきりハッキリ柱を切った跡を見た時

には、天井を見上げて一同ぼー然。 

 本当に柱を切っていたんだと実感し、今まで

よくぞ保ってきたものだと感心してしまいまし

た。過去の改修や補修の痕跡をたぐりながら、

１階の床下は過去に修理した時の写真を元に基

礎を推測し、２階の床板を剥がして覗き込み、

波打つ２階床の高さを測り、1 回目の調査が終

了しました。 

 その後、呉高専の光井研究室に全てのデータ

を集約し検証されていましたが、11月 19日に 2

回目の調査があり、12 月に呉 YWCA の構造模型

が出来上がりました。 

 状況からすると、大がかりな補強、改修が必

要になって来るのではないかと推察されます。 

 必然的に多額の費用が必要となって来ますが、 

現在の呉 YWCA にそれを担うだけの体力は残さ

れていません。これから先、補強、改修を進め

る事が出来る仕組みを建物の保全を行いながら

皆さんと共に模索して行きたいと思います。 

《お知らせ》 2月 21 日産経新聞夕刊（近畿

版）に「なかなか遺産呉 YWCA」が掲載予定です。 

２ 
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… Feb． 2017 

 

 

 
家頭昌子（呉 YWCA 業務執行理事） 

 

なかなか遺産実測調査 

 



建物調査 
   

 

  

   

   

     

     

    

      

                  

                   

 

 

        

 腰原先生を囲んで調査の確認 
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                       壁板の下から出てきたサイン  

 ２階床下 当時には珍しい木の合成梁         

好評だった呉 YWCA

手作りのお昼ご飯  

昔の天井板と切断された柱の跡が…  

作業の手順と分担確認  

 左の女性が佐藤助教授  屋根裏調査に大活躍  

9 月 10 日（土）  

  11 日（日）  

11 月 19 日（土）  

今も壁の中に…  



  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ教室前床下は         

   ？？？な空間 

                     

 

  呉ＹＷＣＡ構造模型 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 光井研究室（呉高専）生徒の力作、出来上がりました！ 

2 日目参加の皆さん  



 

 
このたびは、伊方原発広島裁判原告団・応援団にお心のこもった 

ご支援を賜りまして、誠にありがとうございました。 

昨年の 3 月 11 日、伊方原発広島裁判原告団は、伊方原発全機の運転差止を求める本案訴訟と伊方原

発 3 号機の運転差止を求める仮処分申立という 2 つの訴えを広島地方裁判所に起こしました。仮処分の

申立人は、原告中の 3 名（のち 4 名）です。 

原爆被爆者を中心とする私たち原告団が強く訴えたいことは、被曝を強いられることの拒否です。原

爆と原発はどちらも、人間（そしてすべての生き物）に電離放射線被曝をもたらします。原爆は、炸裂

した瞬間の強い外部放射線によって人々を殺傷しましたが、核分裂から生じた放射性物質（いわゆる死

の灰）を原因とする低線量被曝によっても、いまだに人々の健康を奪い続けています。そして原発苛酷

事故では、原爆とは桁違いの大量の放射性物質が環境に放出されます。また、事故を起こさなくても、

稼働中の原発は放射性物質を環境に放出し続けています。これらの放射性物質は、間違いなく、汚染さ

れた環境に住み、汚染された食品を摂取している人々の健康を、低線量被曝によって奪いつつあります。

しかし、私たちはこれ以上被曝を強いられたくないのです。 

広島市から 100km、呉市の倉橋島南端からは 60km あまりの四国電力伊方原子力発電所。日本列島

を地質上 2 分する大断層帯である中央構造線のほぼ真上に位置し、わずか 600ｍの所に活断層が走って

いる可能性が指摘されているこの原発が、巨大地震を引き金として苛酷事故を引き起こし、瀬戸内海全

体を放射能で汚染してしまう可能性は、それほど低いものではありません。この伊方原発の 3 号機が、

昨年 9 月に再稼働しました。 

しかし、もし運転差止を求める仮処分申立が認められれば、伊方原発 3 号機は停まります。年度内に

は、仮処分について、いずれかの決定がなされる見込みです。 

裁判には、裁判所に支払う印紙代、証拠書類作成費等々、多くの費用がかかりますが、弁護団や証人

の方々はほとんど手弁当で力を尽くしてくださっています。このたび賜りましたご支援が、私たちの裁

判活動の大きな支えとなります。心より感謝申し上げます。そして今後とも伊方原発広島裁判に関心を

お寄せくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 辺野古基金への力強いご支援とご協力を賜り心から感謝申し上げ、併せてこの度はご芳志を賜り心か

ら感謝申し上げます。 

 ご承知のように、安倍政権は仲井眞前知事が県民の 7割以上が埋め立てに反対する中、公約を翻し行

った公有水面埋め立て承認を盾に民意を無視し、辺野古新基地建設を強行しています。こうした政府の

行為は、沖縄県民の圧倒的な民意を否定し、日本の民主主義と地方自治の根幹を破壊する暴挙と言わざ

るをえません。 

 私たちは 2013 年 1 月に安倍総理に提出した建白書を総意として「オスプレイの配備撤回、普天間基

地の閉鎖・撤去、県内移設断念」の要求と「辺野古への新基地建設」を止めさせ、沖縄の未来を拓くこ

とを目的として「辺野古基金」の設立を行いました。 

 辺野古基金の趣旨をご理解いただき、今後とも尚一層のご支援をお願い申し上げ、略儀ながら御礼と

させていただきます。 

伊方原発広島裁判原告団 

原告団長 堀江 壮  

伊方原発広島裁判応援団 

代表   原田二三子 

辺 野 古 基 金 

那覇市旭町 112-1 金秀ビル内 

日本 YWCA からも御礼状と領収書が届いております。 

クリスマス献金のお礼状が届きました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

           

 

 

主題 「わたしはあなたに 

不当なことをしているか？」 

    ‐フィリピンからのメッセージ‐ 

  日時  2017年３月３日（金） 

      10時30分～12時 

  場所 日本キリスト教団 呉平安教会 

     呉市西中央5丁目６－１ 

  参加を希望される方は 
   事務局までお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

【委員会報告】 

広報委員会    12月23日   編集会議 １月26日 

【月次会報告】 

[12月 月次会]2016年12月19日（月）13：30～15：30 呉YWCA会議室 1、協議事項 前回議事録確認 2、報告事項 

1）事務局報告  ①会計報告 ②研修報告 ③亀山神社秋季大祭 ④Ｙわいカフェ♪ ⑤ハロウィン 2）委員会報告  

①会館維持委員会（補正予算 マルシェ参加について フリースペース片付け カーテン） ②広報委員会 3、議事 

①日本YWCA加盟費計算書 ②日本YWCA総会議題 ③クリスマス市 ④Ｙわいカフェ♪ ⑤クリスマスの集い（クリス

マス献金送り先 クリスマスカード） ⑥業務執行理事の雇用について 3、その他 YMCA・YWCA合同祈祷週 シャロ

ーム発表会 

【理事会報告】 

＊1月 理事会＋2017年1月21日(土)10:00～12:00 呉YWCA会議室 1、協議事項 前回議事録確認 2、報告事項 1）

事務局報告  ①会計報告 ②寄付金礼状差出人 ③研修報告 ④Ｙわいカフェ♪ 2）委員会報告 ①広報委員会 

②憲法カフェ準備会 ③人事委員会 3、議事 1)日本YWCA加盟費について 2)活動報告及び活動予定案について 

3)その他 ①11コンサートについて ②産経新聞社取材 ③RESAS（リーサス）講演会 ④桂サンシャイン講演会 

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頂きます。 
（敬称略 12月 1日～２月１日） 

賛助費 
楠本優美子、木村多枝子 
茂木千恵子、河越良子 
大濱香織、木野奈緒美 
南奈津子、岸本暁子 
若宮真理子、沼田典子 

未来を開く募金 
野間頼子、木村多枝子 
角田アサ子、大濱香織 
山田美恵子、木村浩子 
筒本隆博、永冨彌古 
山田順子、曽我絵利子 
畝川眞由美 
呉 YWCAを支える会 

世界祈祷日のお知らせ 

2017 年 

地球っ子くらぶ善隣館、 

2月の Yわいカフェ♪ 布ぞうりのワークショップ開催します。 

   日 時  2月 24 日（金）13時から 

   場 所  呉 YWCA １階  

   参 加 費  会員 無料 

        一般 500円 （材料代・お茶代） 

出来あがった物はお持ち帰り頂けます。 

ご家庭で不要になった綿の服、タオルまたは使ってみたい布がありましたらお持ち下さい。 

   申し込み  呉 YWCA  電話 ２１-２４１４ 

２月 11 日（土） 14 時から 呉 YWCA1 階ホール いちいちコンサートが開催されます。 

被災地の継続支援を主旨としたコンサートです。 



２０１7年 ・今月のYわいカフェ♪は24日13時から　布草履作りです。

　　参加希望の方は事務所まで。
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子ども絵画教室

コーラス・シャローム

子ども英会話

ヨガ講座Ｂ

とことん英会話

プライベート英会話

火 水 木 金 土日 月

・くれまちかどコンサート in 阿賀　　2月12日（日）　14時～　阿賀まちづくりセンター

　　入場無料　　クラリネット　ピアノ　篳篥（ひちりき）

　　ピアノは会員の　内田愛さん　です。

書道教室

音訳グループ

26 27 28 1 2 3

リフレッシュヨガ

15 16

ヨガプラスワン

ヨガ講座Ａ

布草履つくり

ヨガ講座Ａ

阿賀まちづくりセンター

くれまちかどコンサート

4

17 18

19 20 21 22 23 24 25

12 13
とことん英会話

子ども英会話

コーラス・シャローム

とことん英会話

書道教室

プライベート英会話

プライベート英会話

書道教室

コーラス・シャローム

子ども英会話

ヨガ講座Ａ

聖書を読む会

ヨガプラスワン

書道教室

憲法カフェ準備会

とことん英会話

おもてなし英会話

おもてなし英会話

広報委員会

音訳グループ

ヨガ講座Ｂ

子ども英会話

コーラス・シャローム

プライベート英会話

書道教室

14

デッサン

Talk Talk

プライベート英会話

フリースペース夕食会

広報発送

合同委員会

Talk Talk

子ども絵画教室

子ども絵画教室

Talk Talk

リフレッシュヨガ

Ｙわいカフェ♪

いちいちコンサート

芸大美大コース

火～金

18：00－21：00

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

☎ ０８２３－２１－２４１４   📠 ０８２３－２１－２５１４   📠 krywca@joy.ocn.ne.jp     http://www.ywca.or.jp/kure


