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 今年もクリスマスの季節を迎えました。

最近では 11 月初旬から街はクリスマス一色

になります。とても賑やかで、華やかな季節

です。その華やかさの陰で、寂しさを覚え、

孤独の内にこの季節を過ごす人々がいること

も事実でしょう。また、私たちはどんなに華

やかに見えたとしても、心の中に暗い陰を持

っている一人ひとりかもしれません。クリス

マスの季節を喜びのうちに過ごせる人々、

苦々しい思いを抱えつつ過ごす人々、そのど

ちらにも人には言えないような苦しみや悩み

があるかもしれません。 

最近、ある高校生と話す機会がありました。

彼は「自分には生きる価値が無いのだ」と私

に話しました。彼の生い立ちを考えれば無理

も無い状況であることは想像ができました。

彼は「だから、生きる意味を見出すために、

学歴、資格を得て素晴らしい職業に就きたい」

と言いました。それを否定することは出来ま

せん。しかし、それを得られたときに人間は

価値ある存在になれるのでしょうか。それを

得られなければ私たちは価値の無い存在なの

でしょうか。 

クリスマスは神の独り子であるイエス・キ

リストの誕生をお祝いする日です。昨今の煌

びやかなクリスマスの装いを街中に見るとき、

その誕生は非常に華やかであったように思い

ます。しかし、そのイエス・キリストは暗く 

汚い馬小屋に産まれました。弱々しく、何の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権威も無いような赤ん坊の姿で神の独り子で

あるイエス・キリストはこの世に来られまし

た。そして、神様であるはずのイエス・キリ

ストは人と同じように悩み、苦しみ、嘆き、

涙を流しました。 

それは、この世にあって人間には苦しみが

あり、悩みがあることを知って下さる神様が

その痛みに寄り添うためになさったことです。

そんな人間を神様が愛してくれているからで

す。私たち自身は自分の価値を計ることは出

来ないでしょう。しかし、神様はその独り子

を私たちに与えるほどに私たちを価値あるも

のとしてくださるのです。 

このクリスマス、私たち一人ひとりが「自

分には価値がある。何故なら神様がイエス・

キリストを与えるほどに私を愛して下さって

いるから」というメッセージを受け取ること

が出来ますように。 

 

 

 

 

「わたしたちが神を愛したのではなく、神が

わたしたちを愛して、わたしたちの罪を償う

いけにえとして、御子をお遣わしになりまし

た。ここに愛があります。愛する者たち、神

がこのようにわたしたちを愛されたのです

から、わたしたちも互いに愛し合うべきで

す。」   ヨハネの手紙Ⅰ4 章 10、11 節 
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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… 
Dec．2017 

 

 

 

「神がわたしたちを愛して」 

 
吉田 有（救世軍呉小隊） 



     
 

 

「I have a pen. I have an apple. Uh! Apple-pen」ちょうど去年のこの頃、世界中に流れた歌（？）

である。もうとっくに忘れ去られたかと思いきや、トランプ大統領の訪日歓迎会に再登場したこと

は記憶に新しい。歌詞は続く。「I have a pen. I have a pineapple. Uh!...」。パイナップル・・こう

片仮名で書くと、パイナップルという果物しか思い浮かばないのであるが、英語で「pineapple」

と書くと見えてくる世界がある。 

「apple」はその昔、りんごを含む果実一般を指していたという。 

りんごが果実の代表的なものだったため、次第に「apple」は 

「リンゴ」を指すようになる。従って,「pineapple」というのは、 

もともとは「pine(松)+apple(果実)」で、松の果実、つまり松笠 

のことだった。イギリスに新たに入って来た果物が、 

松笠に似ていたため、その名を借用して「パイナップル」と呼ぶようになったという。 17・18

世紀のことだ。当時のイギリスは、東インド会社設立、アジア植民地化など、アジアとの交易が盛

んになった頃である。アジアからの目新しい果物を人々は喜んで食したに違いない。日本にパイナ

ップルが入ってきたのは、その名が定着した後、明治時代になってからのことだ。ちなみに、名前

を奪われてしまった本家本元の「松笠」は、今では、同じく果実を意味する「（pine）corn」と呼

ばれている。 

ここで、ふと疑問がわく。アダムが食べたとき喉につかえたことから、喉ぼとけのことを「Adam’s 

apple（アダムのリンゴ）」と呼ぶようになったと言われるが、この「禁断の果実」とは本当は何だ

ったのだろうか。ウィキペディアによると、国や宗教によって解釈が違うようで、リンゴの他に、

ブドウ、イチジク、ザクロなど、いくつか挙げられている。また、ラテン語の「善悪の知識の木」

の「悪の」の部分にあたる「malus」を、学名が同じつづりの「リンゴ」と取り違えたという話も

ある。何かの果実なのは確かであるが、りんごとは限らないようだ。 

英語は海外に行ったときに便利。日本を訪れる外国人と交流できる。ビジネスのグローバル化に 

は必要不可欠。などなど、英語を学ぶ理由は様々。英語講座や 

教材の人気が衰えない所以である。 

一方で、「何年も勉強しているのに、話せない」という嘆きの 

声や、果ては「英語なんて話せなくても生きていける」「英語 

は苦痛以外の何物でもない」など投げやりの声も聞こえる。 

言語は文化、時には、語彙や文法から離れて、背景に広がる世 

界を覗いてみてはいかがだろうか。 

思わぬ発見があるかもしれない。 

山田美恵子（呉ＹＷＣＡ英語講師） 

I have a pineapple. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2年前、呉ＹＷＣＡの財政と会館維持の大変さ、会員数の減少・高齢化等による活動の難しさ 

  等から、呉ＹＷＣＡの今後の在り様について検討するために会員の声を聴く会を開催しました。 

その結果、建物に対する愛着や活動を継続していくためには拠点が必要との意見から、建物を 

残し活動を続けていく道を選びました。その後、「なかなか遺産」と巡り合い、第 3号に認証され、 

保存のための測量等が進んでいますが、会員の中では建物を残すところまでは話し合いをしたも 

のの、その後どう残すかは充分に話し合いをしていません。呉ＹＷＣＡとしての今後の活動や 

希望を会員の皆さまで語り合いましょう。 

開催日  2018年 1月 20 日（土） 13：30から  

場 所  呉ＹＷＣＡ１階ホール 

Trick or treat!  ハロウィンパーティー 

 

「呉ＹＷＣＡの今後を語ろう！」の会開催 

10月 28日（土）開催 



 

クリスマス献金にご協力お願いします 

        

クリスマスは、天地の創り主である神様が、私たちの悩みや苦しみに寄り添い愛の業を 

もって慰め導いてくださるために、神の独り子であるイエス様をこの世に贈ってくださっ 

たことを感謝する日です。そのイエス様の誕生は神様からの人間へのプレゼントです。私 

たちはそれに倣って、神様の御心にかなう働きのために、自分の持てるものの中から捧げ 

ものをします。それが献金です。皆さまのその思いでお寄せくださった今年の献金は、次 

の三つの団体の働きに届けたいと思います。      

≪献金の送り先≫     

日本ＹＷＣＡ東日本大震災被災者支援募金 

  東日本大震災の年に生まれた子供たちが 20 歳になるまで続ける支援募金 

国連世界食糧計画 WFP 

飢餓、貧困をなくすことを目的とした国連機関、災害や紛争発生時の緊急食糧支援 

広島 YWCA 子ども食堂 

子どもの 7 人に 1 人が貧困の現状で、教育の機会と健康な育成のための活動 

    

 

 

   
                                家頭昌子（呉ＹＷＣＡ業務執行理事） 

 「ひろしまたてものがたり」とは、「訪れたい」と思えるひろしまの建築物にスポットをあて、

ひろしまの「魅力（ものがたり）」、ひろしまらしさを地域の「宝」として、県内外に伝えていく事

を目途とした、広島県が主催する県民参加型のイベントです。 

「魅力ある建築」は、人それぞれの趣味や嗜好により捉え方が異なりますし、呉ＹＷＣＡの建物

はあって当たり前と思っている会員からすると、建物の魅力なんて考える事もありませんでした。 

ですが昨年のなかなか遺産認証以来、呉ＹＷＣＡの建物が世間の注目を浴び、たてものがたりに

参加してみてはどうだろうかとお誘いを受け、改めて建物を考え「ひろしまたてものがたり」に名

乗りを上げ、11月 11日（土）に見学会を開催しました。 

いつもは壁の中に隠れている英連邦軍の落書きや、天井裏に隠れている当時では珍しい合成梁、

2階の床下等普段は目にする事の無い場所の見学もあり、 

参加された方達からは驚きの声があがっていました。 

 参加された方から「知っていたけど入った事なくて…」 

と聞き、どうすれば訪れやすい場所になれるのか、今後の 

展開を含めもっと考えていきたいと思います。 

そしてもっともっとこの場所が、地域の中で、暖かい交流を 

はぐくむ場所として、愛される建物であり続けたいと思います。 

ひろしま たてものがたり見学会を終えて 



    お料理メモ 

     

   材料 

    大根 5㎏   
Ａ （砂糖 1㎏  塩 1ｃ  酢 1ｃ  辛子 25ℊ（チューブ） ビール 2缶） 
 

作り方 

①大根を洗い、皮をむき、適当な大きさに切る 
②Ａの材料を混ぜ合わせ、大根を漬ける 
③4～5日置いておけば出来上がり 
  
大根の美味しい季節になってきました。 
おうちで手軽においしいお漬物をどうぞ。 

              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    9月 27日、10月 20日、10月 27日、11 月 22日 
 会館維持委員会  9月 30日、10月 26日 
 人事委員会    11月 21日 
【月次会報告】  
10 月月次会 10月 16日（月） 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 電話の切り替
えについて 亀山神社秋季大祭地域貢献活動について ②委員会・グループ報告 （1）広報委員会 10月
編集会議 9 月 22 日（金）13:30～ 10 月広報発送 9 月 27 日（水）13:30～ （2）会館維持委員会 会
館清掃について 9 月 30 日（土）9：00～（3）呉ＹＷＣＡを支える会 クリスマスまるしぇについて ２、
議事 1）ハロウィンパーティーについて 2）クリスマスのつどい準備について 次回準備会 10月 30日
（月） 3）なかなか会議について 10月 22日 10時 4）印刷機について 5）星加先生お祝いについて 6）
その他・会館関係・他団体 市民クリスマス YMCA・YWCA 合同祈祷週について 南京を考える旅 YWCA フ
ェスタ in京都 なかなか遺産 第 5号認証式 11月 10日（金） 
11 月月次会 11月 15日（水）9：30～11：30 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 星加先生お祝
いの件 なかなか会議報告 10 月 22 日（日）10 時～15 時 なかなか遺産 第 5 号認証式 ②委員会・グ
ループ報告 （1）広報委員会 定例会 10月 20日（金）13:30～ 11月お知らせ発送 10月 27日（土）15:30
～ （2）会館維持委員会 定例会 10月 26日（木）12:00～ 資料室の掃除について 12月 4日（月）フ
リースペースの片づけについて クリスマス献金の送り先について （3）呉ＹＷＣＡを支える会 クリス
マスまるしぇについて （4）ハロウィンパーティーについて ２、議事 1）クリスマスのつどい準備につ
いて 2）印刷機について 3）プログラム委員会について 4）なかなか会議にむけて 1月 20日（土）13：
30 会員の声を聞く会を開催する。 5）その他・会館関係・他団体 1.市民クリスマス寄付金について 
2.YMCA・YWCA合同祈祷週について 3.YWCAフェスタ in京都について 4.南京を考える旅について 

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 10月末まで） 

賛助費 

仁木ルミ子、大谷佳代、板垣陽子 

花浦みどり、なかたに工務店 

中谷明日美、小川努、安永勢津子 

小林克哉、黒木順子、若宮真理子 

沼田典子、大谷美代子、中原映子 

阿井泰子、小瀬利治 

金原櫻子、南奈津子 

井手畑隆正、祝弘子 

河村あゆみ 

未来をひらく募金 

女子学院、板垣陽子 

呉ＹＷＣＡを支える会 

大久保邦子、住吉百合子 

愛真高等学校、金谷千史 

なかなか遺産募金 

斉藤久仁子、石原晴子 

山本さなえ、手島千景 

池田尚子、南奈津子 

木村浩子 

「大根のビール漬け」 

呉ＹＷＣＡでは、使用した後

の油で作った石鹸を販売してい

ます。廃油で作られていて、石油

製品を含んでいませんから手肌・

環境に優しい石鹸になっていま

す。使い終わった天ぷら油やサラ

ダ油は捨てないでＹＷＣＡに提供

をお願いします。 

廃油を集めています 

12 月 4 日（月）13 時からの会館清掃

ボランティア参加お願いします。 
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