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子どもたちにとっては「教科書は最も重要な

教材」という側面があります。「正しいことや大

切なことが書いてあるもの」「テストの時は教科

書を何回も読んどきゃあええ」と言われ続け、

それを信じている現実があります。 

 また、学校の授業では教科書を使うことを教

員は義務づけられており、教科書無償措置法に

より、義務教育では国の義務として税金で子ど

もたちに教科書を手渡すことになっています。

(戦後制定された日本国憲法第 26 条に「義務教

育は無償」の定めはあったものの教科書は有料

だったのです。そこで「これはおかしい」と声

をあげた人々の運動によって教科書の無償は勝

ち取られ、1969 年に完全実施されました。) 

義務教育での教科書採択とは、広島県の採択

基本方針によれば、何社かの教科書の中から「そ

の地域の子どもたちに最も適した」一つの教科

書を採択するとされています。 

2011 年度に続き、2015 年度の中学校教科書

採択でも広島県内で呉市だけが育鵬社の歴史・

公民教科書を採択しました。 

育鵬社の教科書は、「日本の歴史は誇るべきも

の」とし先の日清戦争～アジア太平洋戦争を「ア

ジアの解放を目指す戦争であり侵略戦争ではな

い」と、戦争を賛美しています。 

また、日本の歴史の始まりを、歴史的事実で

はない「神話」と関係づけて説明したり、二度

と戦争をしない（第 9 条戦争の放棄）とした日

本国憲法を「占領軍に押し付けられたもの」と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したり等、多く歴史の事実をねじ曲げていま

す。そして国民の権利より国益、国家の主権・

領土を主張することを重視し、国家あっての国

民と主張して、憲法の「改正」や原発推進など、

政権の意向を子どもたちに刷り込む編集で貫か

れています。 

私たちは 2011 年の採択の時から 「呉市教育

委員会の育鵬社歴史・公民教科書の採択はおか

しい」「育鵬社の教科書を撤回すべきだ」と声を

あげ続け、4000 筆を超える署名を呉市教育委員

会に届けました。 

しかし、2015 年再び呉市が育鵬社歴史・公民

教科書を採択したため、「はじめに育鵬社ありき

の採択ではないか」との確信を強め、情報公開

で求めた多くの採択資料の分析を精一杯行って

きました。そして、「言い逃れのできない事実」

「証拠」をつかんだのです。 

そこで、1 月 10 日に提訴し、現在進行中の呉

教科書裁判ではその採択の無効を確認すること

と、呉市が支出した公金(教員用教科書・指導書

用)を返還することを求めています。 

裁判の壁は厚いです。しかし、呉の子どもた

ちに大変な「学校教育への政治的な介入」が行

われていることが明らかになった今日、みなさ

んの支援、支えの中で、適正に採択された教科

書による、真に子どもたちの 

自律と真実に基づく豊かな呉 

教育を求める闘いを共に広げ 

ていきたいと思います 

10 
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… 

呉市教科書裁判のいま 
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 中室 茂（教科書ネット・呉） 



     三市（松山・広島・呉）ＹＷＣＡの集いに参加して        

 

 去る 7 月 1 日、「三市ＹＷＣＡの集い」に飛び入りで参加させていただいた。私は広島県の西の端に

ある大竹市に生まれ育ち、呉とは何のつながりもなかったのだが、あることをきっかけに呉に行きたい

という思いを持つようになった。きっかけとは「呉と大竹の深い関係」を知ったこと。で、知り合った

ばかりの永冨さんにその旨お伝えしたところ、この集いに招いてくださった。 

私は学生時代に学校ＹＷＣＡに属していたこともあって（卒業後、広島もＹも離れてしまってるのに）

集いの趣旨に引かれて、厚かましいのを承知で当日集合場所の呉桟橋に向かった。当日のフィールドワ

ークは勿論有意義だったが、呉Ｙ会館に帰ってからの、讃美歌と祈りで始まる交流会も感慨深いものと

なった。私は現在兵庫県に住んでいるが、今も自分を広島人と思っていて、広島の動きに無関心でいら

れない。市民の平和運動が制約を受けて困難に直面しかけている昨今、皆様のＹが日頃「戦争と平和」

について真摯な取り組みをなさっている事をお聞きし、尊敬の念を抱かずにはいられません。その日、

「歴史が見える丘」から呉湾を一望し、案内の方からの、呉海上自衛隊基地の異常な増強ぶりについて

説明を受け「そうか、いつの間にか戦争態勢はここまで来たのか」と抱いた大きな恐怖。夏空が晴れ渡

り、向かいの江田島がよく見えた。右手には広島市があり、島のまっすぐ 30 キロ向こうに、沖縄の嘉

手納をしのぐ軍事基地岩国がある。（そのすぐ手前に大竹が）。平和都市の広島が、実は軍事衛星都市を

数々従えていることもこの丘に立つとはっきり見える。かって広島は軍都だったことがよみがえる。 

さて、問題の、呉と大竹の関係。それは戦時中の海軍繋がりが中心。大竹は戦争と共に発展した町、

呉と同じ。規模的に呉が兄、大竹が弟みたいな。具体的には 1940 年開設の大竹海兵団は呉鎮守府第 2

海兵団として設けられた。大竹潜水学校も 1942 年に呉から移設。1945 年開設の大竹引揚げ港も呉から

急きょ変更、引き揚げ者用の国立病院も呉海軍病院が分院したものである。1945 年、進駐軍司令部は

旧呉鎮守府に置かれ、そこから米軍・ニュージーランド軍が大竹に分遣されている。大竹の事を知るに

は兄貴分の呉の事も知らねば。話題の「この世界の片隅に」で、すずさんの夫が「海軍の片付け仕事で

ちょっと大竹に行く」というのがあって、ホント御近所だ。 

ところで、大竹が基地の町であったことは私は最近まで知らずにきた。現在の大竹人も多くがそうだ

ろう。弟分だから目立たないだけでなく、そこには町の戦後の境遇の違いがある。敗戦後、軍事基地の

多くは米軍基地・自衛隊駐屯地に転用された。呉も基地の町として共存の道を模索して今日に至ってい

る。一方、大竹は曲折はあったものの軍事基地にならずに済んだ。それは幸運というしかないと私は思

う。オスプレイが常駐する岩国米軍基地に対峙するためにも、平和に歩んできた幸運な戦後の歴史を語

り伝えてほしいと思う。 

二つの町の戦後を比較検証することはそんなに無意味なことではない。実は呉Ｙ会長の永冨さんとの

出会いは、今年の 1 月に広島市の大河公民館で行われた「もっと知りたい広島県地域近現代史―船越・

大竹・呉・広島 地域から見える戦争とジェンダー」というセミナーにおいてのこと。地域史を見直す

うえで大きな刺激を与えられたが、その時永冨さんのお人柄にも触れることとなった。一層、呉行きを

願った次第です。歓迎くださった皆様に心からお礼申し上げます。 

阪上史子（「大竹から戦争がみえる」著者） 



          「雑草から薬草へ」 

 

今年、わたしの肩書きには「薬草師」が加わりました。薬草師とは、例えばドクダミの草を健康のた

めに採取して漢方茶にしたり、塗り薬にする人のことを言います。そんなふうに野原に生えている野草

を毎日の暮らしに役立つものとして扱うことになるなんて、6 年前に起こった福島東電原発事故から家

族の健康を守るために、世田谷から移住して来た頃には思ってもみなかったことでした。 

 わたしの本業は物書きです。二十年もの間、企画編集者として、またゴーストライターとして芸能人

や政治家、企業家などの本を 100冊以上書いてきました。草木に関わる本や自然環境に関わる本も何冊

か編集をしたり原稿を書いたこともありますが、まさか自分自身が野草を採取し、しかも薬草として使

うようになるとは、人生何が起こるのか分からないものだと思います。 

 そもそもわたしが野草を採取して薬草として使うようになったきっかけは、今からおよそ四年半前に

呉市内にある大きな病院の急患部で働き出したことにあります。 

毎晩のように駆け込んで来る患者さんが 10～20 名ほどいますが、患者の体にすら触れることなく血

液検査と画像だけに向かい合うような診察のされ方や、どんな患者にも「とりあえずロキソニン」のよ

うな処方のされ方、また病名もつけられず処方も出されず行き場もなく苦しんでいる患者さんへの病院

側の対応を目の当たりにして、「健康は自分自身で管理するのが良い、自分の命には自分で責任を持ち

たい」と強く感じるようになりました。 

医者にかかったとしても体に触れられることもなく、パソコンの画面に向き合ったまま診察する医者

にとりあえずロキソニンだけ出されるような治療は、わたしにとってはまっぴらごめんだったのです。 

 自分で自分のケアをする。そのためには知識を身につけなければなりませんし、本や教科書を読むだ

けじゃなく実際に手に取ったり行動したりといった感触の残る方法が良いように思えました。自分の健

康を自分でケアするのに単なる文字の知識だけではまったく意味がないからです。何がいいかと考えて

いると、すぐに「漢方」に行き当たりました。 

漢方は西洋医学とは違い、伝統ある知識や技術が、いわゆるオープンソース 

として必要な人が学べる形になっていて「実践して身につけたい」と思ってい 

るわたしにとって最良な道だと感じられたのです。 

本を片手に野原に飛び出して、とにかく薬効のある草を探し回りました。 

初めて野草から薬草への一歩を踏み出した記念すべき草は「エビスグサ」です。 

庭でたまたま育てていたエビスグサが決明子（ケツメイシ）という薬草だと 

知って、お茶として利用するだけじゃなく、薬草として採取して利用してみようと思ったのでした。 

 これまで何気なく娘たちと幼稚園に行く前に散歩をしていた土手にも、毎日のように通っていくうち

に車前子、葛根、土大黄、枸杞、威霊仙、七葉樹、猫柳、忍冬、木通、川穀など何十種類もの薬草があ

ることも分かってきました。 

採取する薬草が増えるとバランスの崩れをセルフケアできる状態も増えます。毎日が楽しく充実して 

神原 将（野原はくすりばこ！講師） 



いきました。何よりも自分の体と対話してバランスが整えられることに喜びを感じましたし、今まで以

上に身の回りの自然への保護意識も高まりを覚えました。 

 こうして雑草を薬草へと変える魔法使いのような試みは、薬草師という肩書きでたくさんの人たちに

野草の素晴らしさを使える活動へと広がっています。多くの人にとってみれば迷惑な雑草が軟膏になり、

漢方茶になり、煎じ薬へと変わる不思議をみなさんにも一度体験して欲しいと思います。草を敵にせず

味方にできれば暮らしはもっと楽しく豊かなものになります。 

 

 

                 
   

小さな子どもを連れて出掛けた時、オムツを変えたり授乳をしたりする場所、必要ですよね。 

でもこれまで沢山人が集まる亀山神社のお祭りの時にそういった場所がありませんでした。 

女性と子どもの支援をする呉ＹＷＣＡ。支援活動の一環として、昨年のお祭りの時、初めての試みで、

授乳とオムツ替えの場所を提供してみたところ、乳児や幼児を連れたご家族が多く来館されました。 

中には子どもさんを抱えて走りこまれた方も…周辺には公共トイレは無いですものね。 

皆さん「助かりました」と喜んでおられました。という事で 

今年も授乳とオムツ替えの場所として会館を提供します。 

  10月 7日（土）17：00～21：00         

    8日 （日）11：00～17：00 

つきましては、ボランティアスタッフ募集しています。 

当日少しの時間でも皆さんの来館を一緒に待っていて下さるかた！お待ちしています。 

   

 

 

 
Halloween はカトリック教会の祝日のひとつで全ての聖人と殉教者を記念する 諸聖人の日（万聖節：

11 月 1日）の前夜に行われる、元々は秋の収穫を祝い悪霊などを追い出す風習です。 

今年も呉ＹＷＣＡ恒例のハロウィンパーティーを開催します。 

紙芝居、フェイスペインティング、クラフトやゲームなど盛りだくさん！ 

仮装用の衣装もありますが、お家から仮装して参加も大歓迎。 

 皆さんで Halloweenを楽しみましょう。 

        開催日  10月 28日（土）13：00～14：30 

          対 象  幼児（保護者同伴）・小学生 

          参加費  500円 

          お手伝いいただけるボランティアスタッフ募集中です。 

授乳とオムツ替えの場所を提供します 

Trick or treat!  ハロウィンパーティーのお知らせです 



    お料理メモ 

     

   材料 （4人分） 

      卵 4個  ほうれん草1束  もやし1袋  かつお節1パック（5g） 
油 大 3  バター 大 1  塩 コショウ 少々 

作り方 

①ほうれん草は固めに茹でて５cmに切りバターで炒め、軽く塩コショウ 
  をしてお皿にあけておく。 
②もやしを油大匙 1で炒め、塩コショウをふり①のほうれん草と合わせ 
  4つにわけてそれぞれお皿の中央に盛る。 
③卵を溶いて塩コショウをし、油大匙 2で丸く大きな薄焼き卵を 4ケ作 
  り②のやさいの上にのせ、その上にかつお節をのせる。 
④好みで醤油をかけて食べる。 

                    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    7月 26日、8月 18日、8月 28日、8月 30日、9月 22日 
 会館維持委員会  8月 24日 
【月次会報告】  
8 月月次会 8月 21日（月） 13：00～15：00 呉 YWCA 会議室 

１、確認・報告事項 １）前回議事録の確認 ２）報告事項 ➀事務局報告 会計報告 3市 YWCA経費
について 夏休み子供プログラムについて ②委員会・グループ報告 （1）広報委員会 8月広報発送 7
月 26 日（水）13:30～ 第 3 回広報委員会 8 月 18 日（金）13:30～ （2）会館維持委員会 会館清掃 7
月 29日（土）について （3）プログラム企画委員会 夕涼みパーティーについて （4）呉 YWCAを支える
会 夏のまるしぇについて りあんまるしぇについて （5）憲法カフェ 今後の検討課題について （6）
保存資料を読む会 ・野原はくすりばこ！ ２、議事 1）2017 年度下期の取り組みについて （1）亀山
神社秋季大祭における地域貢献活動 （2）ハロウィンパーティー （3）クリスマスのつどい （4）野原
はくすりばこ！ （5）手打ちうどんパーティー 2）その他・会館関係・他団体 大濱税理士監査 日本
YWCAから合同祈祷週について なかなか会議 たてものがたり原稿確認 日本山妙法寺来館報告 
9 月理事会 9月 16日（土） 13：30～15：30 呉 YWCA 会議室 

１、確認・報告事項 １）前回議事録の確認 ２）報告事項 ➀事務局報告 会計報告 呉青山中学・
高校との連携 ②委員会・グループ報告 （1）広報委員会 編集会議 8月 28日（月）15:00～ 9月広報
発送 8 月 30 日（水）10:00～ 10 月号編集会議 9 月 22 日（金）13:30～ （2）会館維持委員会 第 4
回委員会 8 月 24 日（木）12：00～ 会館クリーンデイ報告 会館清掃実施について チャレンジスペー
ス更新について （3）呉 YWCA を支える会 りあんまるしぇ報告 クリスマスまるしぇ ２、議事 1）亀
山神社秋季大祭 地域貢献活動について 2）クリスマスの集いについて 3）日本 YWCA からのヒバクシャ
国際署名依頼 4）南アジア洪水被災者支援基金 5）その他・会館関係・他団体 日本 YWCA より加盟費計
算のお願い 合同祈祷週について ハロウィンの飾り付け 9月 9日なかなか会議報告  

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 8 月末まで） 

賛助費 

斎藤喜子 古田知子 

神田千夏 沖本郁子 

福沢喜美江 

未来をひらく募金 

呉ＹＷＣＡを支える会 

福沢喜美江 望月保子 

広島女性学研究所 

日本山妙法寺 

長尾眞理子 平田里枝 

建物修繕なかなか遺産募金 

小室奈利美  川野翠  藤川玲子 

長尾眞理子  設楽順子  中峠由里 

大久保邦子  内野  匿名  

「ほうれん草ともやしの卵ぼうし」 

野原はくすりばこ！ 
 

参加された皆様に好評をい

ただいている薬草のアレコレ。 

普段の生活のすぐそばにあ

る雑草が自然の恵みに見えて

くる。次回は薬草と証（体質や

病因）立て、薬膳酒作りです。 

知れば知るほど奥の深い世界

を学んでみませんか？  

詳細はチラシをご覧ください。 

お申込は事務所まで！ 

  

クリスマスまるしぇは 11月 25 日（土）です♪  
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（腰原・村松両代表来訪）

芸大美大コース18：00－21：00（火～
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