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この２月に広島市内公民館にて、「広島県地域近現

代史」の視点から「呉 YWCA の働きを通して、呉の

戦後の女性史を探す」という課題での発言の機会を頂

いた。会員歴は長くても仕事や介護にかこつけて活動

の周りをウロウロして来ただけの私にはかなり厳しい

課題であったが、何時か誰かがしなければならない内

容であったので、受諾した。 

試行錯誤した結果、「YWCA が 1855 年にロンドン

で生誕した（二つの団体が一つとなり YWCA を名乗

り活動を始めたのは 1877 年）理由と歴史的背景」か

ら始めた。と同時に「Australian War Memoriel」と

記載された写真で「AUSTRALIA  YWCA のマーク

が掲げられた呉市内の青山会館」（1950 年 12 月オー

ストラリア国内発行新聞）が入手できた。そこには「寄

宿舎」との説明があり、私が知っている「呉YWCA」

の様とはイメージが異なっていた。 

呉 YWCA に残されていた資料「YWCA の手引き」

（1966年神戸YWCA発行）や「～キリスト教の精神

とYWCAの発祥」（2013.１世界YWCA記事）から情

報を得、その中でのロンドンでの誕生背景として、 

１、 産業革命による「キリスト教信仰の変化」「市

民生活の変容」 

２、 クリミア戦争参戦（1853～56 年、ロシア対ト

ルコ・イギリス・フランス等と戦争。ロシアが

敗北） 

これ等から、当時のロンドンでの若い人達の生活の

様が想像できる。「産業革命」と言われる生活環境での

価値観の変容と混乱。権威的絶対的だった信仰の世界 

 

 

 

 

 

 

 

 

が日常・身近な内容へと変容。「新しい時代の女性への

影響は大きく、女性の生活を変えた。・・・公への責任

を担う女性、職を求めて都会に出る若い女性達も急増

した」と、記録にある。これ等から「信仰こそがこの

時代を乗り切る唯一の道」とエマ・ロバートが祈祷会

を開いたのが、YWCA発足の柱の一つであった。 

今一つの活動は「クリミア戦争に従軍した若い看護

婦達がロンドンに多く帰還した。それらの人々を収容

する看護婦ホームを設けて慰安と生活の指導に力を尽

くすキナードを中心とした集団・・・」と、記録にあ

る。「ロンドンで仕事を持って働く若い婦人たちの精神

的慰安・教育的指導の場として、キリスト教精神のみ

なぎる雰囲気の中での生活をさせる事を目的とした各

種の働き・・・」（前述の写真、呉市内の寄宿舎に

AUSTRALIA YWCAのマークがあった事にこの説明

で納得）この団体もYWCAと呼ばれていたとある。 

呉 YWCA の発足も敗戦後、呉に進駐して来た

BCOF（英連邦占領軍、イギリス・オーストラリア・

ニュージーランド・インド軍）に所属するジーン・ベ

ッグ（軍の職務としての部分もあった）の多大なる働

きに呉市内超党派の教会女性達が呼応し、働き生まれ

た。ロンドンでも呉でも共通している所は「戦争によ

っての誕生」という事。この点をもっと掘り下げると

多くの事に気付かされると考えている。 

今一つは、「やっぱり“Y”のヤングにはその意味が

あった」と。呉 YWCA の働きがヤング達の力になる

事が出来るよう努力をしょう・・・。 

４ 
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… Apr． 2017 

 

 

 

ロンドン・呉YWCAの発足からの学び 

 

永冨 彌古（呉ＹＷＣＡ会長） 



ご報告   なかなか遺産第 4 号認証式 

                               家頭 昌子（呉 YWCA 幹事） 

 昨年 6月になかなか遺産第 2号の森文旭館からなかなか遺産第 3号の呉ＹＷＣＡに受け継いだなかな

か遺産の旗を第 4 号「どまんなかセンター」に 3 月 25 日（土）引き渡してきました。 

 認証式は岡村先生の司会のもと、村松先生の講演会、腰原先生から認証状とプレートの授与に続いて、

呉ＹＷＣＡ永冨会長からなかなか遺産フラッグの引き渡しと祝辞、関係者からの沢山のお祝いの言葉と

続きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この建物は大正時代に建てられた部分を残す木造建築で、 

お米屋さんを経た後、中村洋裁学院という学校として使われ 

ていたそうです。そのため建物のあちらこちらに教室や購買 

所、寄宿所のような当時の面影を残しています。 

 この建物を所有されている方のお話を伺っていると、数々の思い出が詰まったこの場所が新しい活動

の場所として、長く大切に使い続けられて欲しいと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 4 号の名前「どまんなかセンター」のどまんなかの由来は、副市長さまのお話によると、東海道五

十三次のちょうどど真ん中、江戸日本橋からも京都三条大橋からも 27 番目の宿場、だからど真ん中な

のだそうです。認証式に参加されている方達の喜びに満ちた顔を拝見して、呉 YWCA の認証式の時の

事を思い出していました。なかなか遺産第 3 号認証からもうすぐ 1 年。 

この 1 年を振り返ってみると呉 YWCA の新しい展開に希望がつながった 1 年だったと思います。 

第 4 号のどまんなかセンターも、今回の認証を契機にまた新しい展開に踏み出される事と思います。 

なかなかの輪が広がり、全国各地に仲間が増え、皆が手を携え未来に向いて進んでいける事に希望を感

じます。 

（3 号から 4 号へフラッグ引き渡し） 

（フラッグとプレート、折紙建築） 

（折紙建築） 
（認証式を知らせる新聞記事） 



『呉ＹＷＣＡ構造模型』寄贈と報告会 

                    

                                家頭 昌子（呉 YWCA 幹事） 

3 月 12 日（日）午後 1 時 30 分から、呉ＹＷＣＡホールにおいて呉高専光井研究室から呉ＹＷＣＡの

建物調査結果報告と構造模型の寄贈がありました。 

 昨年の測量調査の後、得られたデータをもとに色々な検証や実験を重ね、呉ＹＷＣＡの建物に潜んで

いる弱点や、過去に検証されてこなかった下見板張りについての研究から導きだされた事項など、色々

な視点からの報告会となりました。 

報告を聞きながら今回寄贈された構造模型を見ていると、新しい展開の構想や希望が膨らんできます。 

 参加してくれた建築士会のメンバーたちからも、補強方法について提案が出たり、実施施工の場合の

問題点等の指摘も飛び出し、今後につながっていける報告会になりました。 

 今回呉ＹＷＣＡの調査に携わり詳細な図面や構造模型を作成してくれた 3 人は、3 月末で呉高専を卒

業し新しい場所へ旅立たれるそうですが、呉ＹＷＣＡの調査や検証はこれで終わりではなく、後輩に受

け継がれまだまだ続くそうです。彼らが遠く呉を離れても、何時か改修が終わった呉ＹＷＣＡに帰って

きて、調査した時を懐かしく語ってくれる日を迎えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物改修工事指定寄付にご協力をお願いします。 

呉ＹＷＣＡ建物保存「なかなか遺産募金」のお願い 

現在、様々な方達のお力添えをいただいて、建物調査を進めております。 

今後改修案を策定して、より安全で快適な場所となるよう建物の耐震改修工事を進めていく予

定です。今後も地域の中で、女性の自立支援や子供たちの健やかな育成に寄与するプログラム

を企画実施していきたいと考えています。 

つきましては、皆さまに工事に掛かる費用のご寄付のご協力をお願いいたします。 

 

振込先 ゆうちょ銀行  記号 15120  番号 5606612 一般財団法人 呉ＹＷＣＡ 

 （他の金融機関から振込場合 店名/店番 518 普通預金 口座番号 5606612） 

 

（模型を囲んで意見交換） （参加者） 



講師 呉 YWCA専任講師 星加哲男先生 

体験レッスン 
随時（要予約） 

  2017芸大美大受験コース 合格実績 

九州大学 芸術工学部 画像設計学科 

長岡造形大学 造形学科 プロダクトデザイン学科 

広島市立大学 芸術学部 油絵学科  

広島市立大学 芸術学部 デザイン工芸学科 

尾道市立大学 芸術学部 日本画専攻 

 

多摩美術大学 美術学部 工芸学科 

女子美術大学 芸術学部 美術学科 立体アート専攻 

日本大学 芸術学部 演劇学科 装置コース 

京都造形大学 芸術学部情報デザイン学科 ビジュアルコミュニケーションコース 

京都造形大学 美術工芸学科 基礎美術コース 

成安造形大学 イラストレーション領域 イラストコース 

嵯峨美術大学 デザイン学科 染色・テキスタイル領域 

嵯峨美術短期大学 デザイン分野 暮らしのグッズデザイン領域 

 

大阪芸術大学 芸術学部 デザイン学科 

神戸芸術工科大学 芸術工学部 ビジュアルデザイン学科 

     倉敷芸術大学 芸術学部 デザイン芸術学科 

     安田大学 家政学部 生活デザイン学科 

     広島女学院大学 人間生活学部 生活デザイン・建築学科 

     比治山大学 短期学部 美術学科 

     広島市立基町高校             

  

 
呉ＹＷＣＡ 芸大美大受験コース 

一人ひとりの本来持っている感性を引き出し、 

基礎デッサンから創作・大学受験まで徹底した 

個別指導を行います。 

 

火・水・木・金曜日 

18:00－21:00 

基礎科コース 

中学生、高校 1.2年生 

専門実技コース 

大学受験生対象 



  「かわりポテト」 

材料  （1人分）  じゃがいも 100g   
      しょうゆ  ６㏄、砂糖   1.5ｇ 
      みりん   １㏄ 、水    ３㏄ 
      バター   ３ｇ 
 

① じゃがいもを一口大に切りゆでる。 

② じゃがいも以外を煮立てる。 

③ ②にじゃがいもをからめる。 

 

お弁当のおかずにしてもとてもおいしいですよ♪   

  レシピ紹介 松藤比沙子（呉 YWCA会員・栄養士） 

 

                                        

お料理メモ                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   りあんまるしぇのお知らせ  

   ５月13日（土）まるしぇを開催します。                

   女性作家さんによる手作り品の販売や 

呉ＹＷＣＡを支える会のﾘｻｲｸﾙｺｰﾅｰ・味 

    じまん食堂のランチ、ワークショップ、 

    コンサート、Ｙわいカフェ♪の布草履 

などなど、楽しみ満載のまるしぇです。 

   まるしぇ準備お仕事会 

    ４月10日、17日、５月８日 13時～15時 

   リサイクル品  随時受付中 

 まるしぇ当日のスタッフも募集中です。 

    お手伝いいただける方 

        ぜひ事務所までご連絡ください。 

          お待ちしています♪ 

 

 
【委員会報告】 
 広報委員会   2月 22日   3月 27日 
 会館維持委員会 2月 18日   3月 23日 
 プログラム企画委員会 ３月 22日 
【月次会報告】  
 2月月次会 2017年 2月 20日（月）15：00~17：00 呉 YWCA会議室 
1.前回議事録確認 2.報告事項 1）事務局報告 ①会計報告 ②消防署立入検査 ③11コンサート ④カー
テンレール 2）委員会・グループ報告 ①広報委員会 ②会館維持委員会(会館美化、建物修繕、会館使用
料金） ③憲法カフェ準備会 3.議事 1）次年度活動目標 2）会員総会日程 3）建物補修積立設立 4）広
島 YWCA の荷物預かりについて 4.その他 ①世界祈祷日 ②なかなか遺産第 4 号認証式 ③九条の会ヒロ
シマからの新聞広告依頼 
【理事会報告】 
第４回定時理事会 2017年 3月 18日（土）18：00~20：00 呉 YWCA会議室 

1.前回議事録確認 2.報告事項 1）事務局報告 ①会計報告 ②Ｙわいカフェ♪ ③建物調査報告会 ④建
物保存寄付の受付と寄付の設立 2）委員会・グループ報告 ①広報委員会 ②会館維持委員会 ③支える
会 ④憲法カフェ準備会 3.議事 1）2017年度活動計画 2）予算案 3）消防署提出書類 4）3市Ｙ打合せ
会 5）理事会スケジュール 6）その他①会計監査予定 ②日本Ｙ年間スケジュール 会費減額申請に対す
る回答 ③保険更新 ④なかなか遺産第 4号認証式 

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 2月 1日～3月 31日） 

賛助費 

若宮真理子、沼田典子 

大谷美代子、浜根和子 

福沢喜美江、吉川敦子 

上内由美子、柳つとむ 

前田圭子、中谷明日美 

なかたに工務店 

小宇羅陵子、中原映子 

未来をひらく募金 

梶本直子、住吉百合子 

呉ＹＷＣＡを支える会 

建物修繕なかなか遺産募金 

永冨彌古、長尾眞理子 

木村浩子、中峠由里 

石原晴子、家頭昌子 

お知らせ 

３市（松山・広島・呉）

ＹＷＣＡのつどいを、 

呉ＹＷＣＡにて５月～

６月頃に開催する予定

です。詳細が決まりま

したらお伝えします。

皆さまどうぞご参加く

ださい。 

新年度が始まりました。 
今年度の会費・賛助費の納入をお願いします。 

今年度から、個人情報保護のため振込時の領収書ハガ
キを送らない事になりましたのでご了承ください。領
収証の必要な方は事務所までお申し出ください。 
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広報委員会

３市ＹＷＣＡ

プライベート英会話

18 19 20

プライベート英会話

30

31 1

2 3 4 5 6 7 8

26 27 28 29 30

聖書を読む会 ヨガプラスワン

音訳グループ

木 金

おもてなし英会話

おもてなし英会話

土

28
会館維持委員会

ヨガ講座Ａ

ヨガ講座Ａ

コーラス・シャローム

ヨガ講座Ｂ

広報発送 会館清掃

27

12 139 10

ヨガ講座Ｂ

子ども英会話

書道教室

支える会

まるしぇ準備

支える会

まるしぇ準備

日 月

書道教室

23 24 25 26

火 水

広報委員会

コーラス・シャローム

子ども絵画教室ヨガプラスワン

書道教室

コーラス・シャローム音訳グループ

ヨガ講座Ｂ

打ち合わせ会

14 15

16 17

月次会

子ども英会話

コーラス・シャローム

大人英会話

子ども絵画教室

聖書を読む会

ヨガプラスワン

書道教室

29

21 22

プライベート英会話

書道教室

11

プライベート英会話

呉YWCA保存資料

を読む会

ヨガ講座Ａ

プライベート英会話

子ども英会話

コーラス・シャローム

大人英会話

フリースペース夕食会

ヨガ講座Ａ

子ども絵画教室

芸大美大コース 火～金 18：00－21：00
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