
呉  Ｙｏｕｎｇ  Ｗｏｍｅｎ‘ｓ  Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ  Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2016 年度は、多くの皆様の呉 YWCA へ思いや

信頼、ご協力ご助力のお陰で地域で働き、人の繋

がりを通して創造・再生という働きを育てることが

出来ました。心から感謝致します。 

 

活動 

 １、「なかなか遺産第 3号認証」 

（2016年 6月 19日、認証式） 

   先輩達から受け継いだ旧い建物の重みに耐

えかねそうになっていた時、「なかなか遺産」

の認証によって、この旧い建物が多くの人達

を連れて来てくれる事になりました。今まで繋

がっていなかった他団体との連携や人の流れ

をが生まれ始めました。 

〇「開かれた場所としての活用」（「8.6 の花

たち展」や「クリスマス市」など、会員と他

団体や一般の方が共に展開する事業が

増えました）。  

〇「まちづくり講演会の会場」（人のつなが

りが広がった事で、又旧い建物への関心

から、これ迄になかった人達からの会場

使用の申し込みが増えました）。 

〇「なかなか遺産主催者（東京大学工学部

教授達）」「広島県建築士会呉地区支部」

「呉工業高等専門学校教授や学生達」等、

の助力で呉 YWCA の建物の調査・改修

への取り組みが始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２、「憲法カフェ」（グループ We Love 9条 内） 

   日本国憲法で保障されている人権や戦争放

棄への日常生活から感じる危機感から、新し

い活動が生まれました。「原発はいらん、でも

大丈夫！」の活動共々、次年度も大切にして

いきたいと考えています。 

他 

1、「建物基金」（募金活動）を始めました。ご覧のと

おり呉 YWCA の建物はとても古くなり、補強・

改修を迫られています。それには多額の費用

が掛かります。多くの方のご協力をよろしくお

願い致します。 

2、2016年度は活動の視点や呉YWCAに足を運ぶ

人の流れ、そして働く職員と会員との関係等、

質的な変化が生じて来た感があり、次年度は

さらに良い変化を生じるのではと期待してい

ます。 

  

次年度も呉 YWCA が地域や私達の働きを必要

とする人たちと共に、呉の地で歴史を刻んで行け

るように歩んでいきます。一層のご支援、ご協力を

頂けますよう、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

日時 6 月 17 日（土） 10：00～13：00 

場所 呉ＹＷＣＡ1 階ホール 

会員以外の方でもご参加いただけますので、

参加を希望されるかたは是非陪席ください。 

６ 
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… 

呉ＹＷＣＡ定期会員集会のお誘い 

 永冨 彌古（呉ＹＷＣＡ会長） 

June． 2017 

 

 

 



中央委員会に参加して 

                                会長 永冨 彌古 

今年も全国の 24か所の地域 YWCAの代表者、関係者が集い運営委員会や日本 YWCA職員が準備して下

さった議題や報告について話し合われました。参加者の真摯な話し合いや、若い方達の活動報告を

聞きながら、これからの日本での YWCAの活動内容、何を大切に何を育て何を伝えていきたいのか

等々、深く考えさせられた次第です。まずは情報と意見交換ですね。自分達のＹ内で、また近隣の

地域 YWCAの方たちと。 

日本 YWCAから速報が届きましたので、それを基に会員集会の時にご報告させて頂きます。 

 

  ３市（松山・広島・呉）ＹＷＣＡの集いお知らせ 

「平和を実現する人々は幸いである・・」との希望と、戦争責任への深い傷みと共に活動の歴史を創

り育てて来た私達 YWCA の願いとは裏腹に、今、他国でも日本国内でも“力の支配が当たり前化”しつ

つあります。 そんな中で呉の海上自衛隊の Sバース桟橋からの見学を中心に、「今の呉から今後を・・・」

を共に見つけ、それを松山 Y・広島 Yの課題と重ねる学習の機会を、と考えています。 

 又、私達地域 YWCA が持つ課題を共有し深め、これからの歩みへの力にすることが出来たらと願い、

お誘いいたします。他の地域 YWCAの皆様の参加もお待ちしています。 

 

   日 時  2017年７月１日（土）9：30～17：00 

   場 所  集合 呉市昭和町 「海上自衛隊 Sバース潜水艦桟橋」 アレイからすこじま  

        午後 呉市幸町 3-1 呉 YWCAホール 

   参加費  2,000円  (昼食代、資料代 含む） 

   対 象  YWCA会員、賛助員、これから活動してみようと思われる方 

   申込み  ６月 23 日（金）締切   

   受 付  呉 YWCA  メール   krywca@joy.ocn.ne.jp    

             Tel    0823-21-2414    

 Fax    0823-21-2514      

 

 

  夏のまるしぇ、出店者募集中！ 

    日時  2017年 7 月 8日（土） 10：00～15：00 

    場所  呉ＹＷＣＡ1階ホール 

    ご自分でブース出店したいと思われる方大歓迎です。  

     是非事務所までご一報ください。 

      



2017 年 5 月 13 日土曜日、呉 YWCA において、「りあんまるしぇ」が開催されました。

このイベントは、女性の社会参加とまちに関わる人材発掘・育成を目的に【呉 YWCA を支

える会】【NPO 法人呉サポートセンターくれシェンド】の共催で行われました。

呉にゆかりのある女性ボランティア団体、女性作家、女性起業家などが集まって、ハンドメ

イド作品の販売、フラワーアレンジメント、布草履のワークショップ、食堂、パンの販売、

手作りジャムやお菓子の販売、マッサージ体験、バザー、リサイクル用品、野菜の販売等を

実施しました。

また、まるしぇの中でミニコンサートとして、午前中は呉 YWCA でピアノ教室を行ってい

る [ ぽこピアノ教室 ] の大和さんによるピアノコンサート、午後はライアーという楽器の演

奏グループ [ ラ・メール ] さんによるライアーコンサートが開催されました。

約 300 名の方の参加があり、どのお店も大変賑わっていました。

今回の「りあんまるしぇ」では、これまで呉 YWCA に来たことのなかった方も訪れるきっ

かけにもなり、出展者が多岐に渡ることで集客の相乗効果もあり、共催の成果が実感できた

企画でした。

次回の今後も継続して開催しく予定で、次回は 9 月 9 日土曜日を予定しています。

ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。

報告 NPO 法人呉サポートセンターくれシェンド 事務局長 香川裕子

りあんまるしぇ　開催しました



2017年度は以下の形で呉 YWCAを運営していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

各委員会、グループの役割や目的 

評議委員会  定款の改定作業や財産処分、法人の解散・合併などを決定します。 

理事会    法人の業務を決定し、執行し、法人運営・事業の執行に責任を負います。 

理 事     法人の業務上の意思決定に参画し、業務執行を監視する役割を担います。 

監 事     理事及び理事会の職務執行を監督します。 

会館維持委員会   呉 YWCAの会館整備、修理、会館美化、会館の活用、ファンドレイジングなど行います。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ企画委員会 呉 YWCAの存在と活動を広く一般にアピールし、人が集う場所にすべく取り組みます。 

広報委員会     呉 YWCAの願いや使命に基づく活動や働きについて、広く内外に発信していきます。 

人事委員会     職員の意思確認・職場環境向上のための意見聴取などを行い、円滑な運営を補佐します。 

音訳グループ      視覚障害の方々に必要な情報や希望される情報を、音訳活動を通して提供しています。 

女声ｺｰﾗｽｼｬﾛ-ﾑ   合唱を通して自分たちも聞く人たちも元気づけたり励ましたいと願っています。 

聖書を読む会   「共に生きる世界を実現する」を目ざし、聖書に記されたイエスから学んでいます。 

WE LOVE ９条    日本国憲法の精神、特に９条を確かなものにして繋いでゆきたいと考えています。 

子ども・青年ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ 子供、青年が安心して過ごせる居場所、新しい出発を見出せる場として地域に開放しています。 

不登校を考える会   不登校、ひきこもり等で追い詰められた子ども、家族が駆け込んで相談できる場です。 

La Maison de la Fete     呉ＹＷＣＡの建物を活用し、コンサートをはじめとする様々な使い方の提案をしていきます。 

呉 YWCAの保存資料を読む会 呉ＹＷＣＡの過去の資料を読み解き、資料の保存と同時にこれからの展開を模索します。 

呉 YWCA を支える会  バザー、マルシェ、手作りジャムなど、呉ＹＷＣＡを資金、労働面から支えています。 

事務局        呉 YWCAの運営を補佐し、その業務と事務を行います。 

評議委員会 理 事 会 監 事 

会館維持委員会 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ企画委員会 広報委員会 人事委員会 

事 務 局 

グループ活動 生涯学習事業 地域貢献事業 呉ＹＷＣＡを支える会 

・音訳グループ 

・女声コーラス シャローム 

・聖書を読む会 

・WE LOVE 9条 

・子ども・青年フリースペース 

・不登校を考える会 

・La Maison de la Fete 

・呉ＹＷＣＡの保存資料を読む会 

・英会話クラス 

・芸術・美術クラス 

・女性応援講座 

・一般講座 

・クリスマスの集い 

・ハロウィン 

・Ｙわいカフェ♪  他 

・女性のためのチャレンジスペース 

・ショップ（環境保護・フェアトレード） 

・貸し会場 



    お料理メモ 

    「うの花煮」（おからの煮物） 

   材料 （3～4人分） 

    おから 60g  とりミンチ 30g  ごぼう 30ｇ  にんじん 10ｇ  

干しシイタケ 大 1枚 ねぎ（小口切）1本  ごま油 大 1/2   

○Ａ（しょうゆ 大 1/2 砂糖 大 1 みそ 大 1） 

 

    ① ごぼうはささがき、にんじんは千切り、干しシイタケは 

もどして千切り 

  ② ごま油を熱して①の野菜ととりミンチを炒め、おからを入れて炒める 

  ③ しいたけの戻し汁を入れ、蓋をして少し煮含める 

  ④ ○Ａをいれて味付けし、ネギを散らす      レシピ紹介 松藤比沙子（呉YWCA会員・栄養士） 

 

 

     

     

  

  

  

   

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 
【委員会報告】 
 広報委員会    4月 15日   4月 25日   5月 30日 
 会館維持委員会  4月 27日   5月 25日 
 プログラム企画委員会 5月 24日 
【月次会報告】  
 4 月月次会 2017年 4月 11日（火）13：30～15：30 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消防提出について ③なかなか遺産第４
号認証式について ④建物改修なかなか募金について ⑤札幌ＹＷＣＡ吉田さん（日本 YWCA 副会長）との
交流について 2）委員会・グループ報告 ①広報委員会 ②プログラム委員会（今年度活動予定） ③会
館維持委員会(貸室維持補修、クリーンデイ、防火訓練） ④呉 YWCAを支える会（まるしぇ準備） 3.議事
1)日本 YWCA 提出書類について 2）中央委員会について 3）会員総会プログラムについて 4）3 市Ｙ企画
について 4.その他 ①会計監査 ②監事研修（職員研修）③カーテンレール ④呉 YWCA の保存資料を読
む会 ⑤広報カレンダーについて（提案） 
【理事会報告】 

第１回定時理事会 2017年 5月 15日（月）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 ①3市Ｙ打ち合わせ会について ②監査について 2）委員
会・グループ報告 ①広報委員会 ②会館維持委員会（防災訓練 川掃除） ③支える会（まるしぇ報告）
④憲法カフェ 3.議事 1）評議委員会について 2）会員集会について 3）2016 年度事業報告書について 
4）その他 ①広島 YWCAから荷物預かり及び寄付について 

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 4 月末まで） 
賛助費 

toro＊toro、小宇羅陵子、下末伸正 

畝川眞由美、曽我絵利子、瀬尾都子 

下末かよ子、地岡美根子、犬童公子 

山田順子、小林いづみ、松井国彦 

山中久美子、大和美香、片山愛子 

内田愛、野田那保美、門田幸恵 

脇田スズエ、山本さなえ、 

吉原純子、向井茉莉子、大濱香織 

池田尚子、増岡洋子、長岡順子 

神保美都子、沖山慶子、吉川敦子 

あじさいの会、匿名 3 名 

 

 

未来をひらく募金 

瀬尾都子、下末かよ子 

下末伸正、小林いづみ 

弓場美香、長尾眞理子 

石崎淳子、山本さなえ 

池田尚子、大島ヨシ子 

増岡洋子、ﾋﾟｰｽﾘﾝｸ広島呉岩国 

手島千景、西森壽美枝 

梶本直子、馬庭恭子 

沖山慶子、井上泰子 

匿名 1 名 

建物修繕なかなか遺産募金 

石崎淳子、吉田亜希、梶本直子 

川掃除のご報告 

5月20日（土）の川掃除にご協力

をいただき、ありがとうございま

した。おかげさまで川の崖の美観

と安全が保たれています。 

（会館維持委員会） 

 

「憲法カフェ」 

学びの冊子ができました。 

 

３回分の学習会の資料と準備者の

意見感想も載っています。 

手に取り学びを共有していただけ

ますと力が湧いてきます。 

１冊 ３５０円（カンパ込） 

We love９条 
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7月8日夏のまるしぇを開催します♪テーマは縁日、楽しみにお待ちください
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