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四国電力伊方原発 3 号機運転差止を求める仮

処分抗告審において、昨年 12 月、広島高裁が、

本年 9 月 30 日までという限定付きながら、運

転差止の決定を出しました。これは、伊方原発

の建設計画がもちあがった当初から現在に至る

まで継続されてきた地元の方々の粘り強い闘い、

1973 年～2000 年の伊方原発訴訟の積み上げ、

その蓄積を余すことなく生かしさらに新しい視

点からの主張を展開した弁護団のご尽力、裁判

長の勇気と見識、そして、多くのみなさまの強

い願いとご支援、こうしたすべてのものの結果

として得られた、重要で小さな勝利です。 

 

 伊方原発は、呉市中心部から直線距離で約

87km のところにあります。伊方原発の危険性

とは、事故時あるいは通常の運転時に伊方原発

から出る放射性物質による被曝の危険性です。

伊方原発の使用済み核燃料プール内には現在、

「再稼働」で新たに発生した 93 体を含む 1515

体の使用済み核燃料集合体があります。一つ一

つの使用済み核燃料集合体の中には、核分裂に

よって生じた核分裂生成物（いわゆる「死の灰」）

がぎっしり詰まっています。最悪の事故とは、

これらの放射性物質がすべて環境中に放出され

てしまう事故です。 

 

 広島高裁の決定は、必ずしも抗告人側の主張

を全面的に認めたものではありません。しかし、

次のように、非常に重要な意味を持っています。 

 一つは、日本ではじめて、それも被爆地広島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の高裁が原発運転差止の決定を出したというこ

とです。このことが、他の裁判へ及ぼす影響は

小さくないと考えられます。 

 また一つは、伊方原発から約 100km に居住

する抗告人についても、原発の「放射性物質の

放出によりその生命・身体に直接的かつ重大な

被害の及ぶ蓋然性が想定できる地域に居住する

者といえる」と明確に述べていることです（決

定書 179 頁）。この意味では、おそらく日本に

居住する人すべてが、原発の被害地元住民とし

て、被曝の強制を拒否して立ち上がることがで

きます。もう一つは、「火山」のリスクに目を向

けたということです。広島高裁は、原子力規制

委員会が策定した規制基準適合性審査の内規で

ある「火山ガイド」の規定に照らして、伊方原

発から約 130km の阿蘇カルデラについての評

価から「伊方原発敷地に原子力発電所を立地す

ることは認められない」として伊方原発 3 号機

の運転差止を決定しました。四電は現在分かっ

ている阿蘇カルデラの過去最大の噴火による火

砕流が伊方原発敷地に到達した可能性が小さい

ことを、証明することに失敗しました。 

 「地震」についてもそうですが、せいぜい 100

年に足らない寿命しか持たない私たち人間は、

感覚的に、非常に短いスパンでしか物事をとら

えていないように思います。しかし、日本列島

は、約 100 年に１度、約 1000 年に１度、約 7000

年に１度、といった周期で巨大地震や超巨大地

震、巨大噴火に見舞われることが運命づけられ

ているようです。そしてその周期は迫っている 
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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… 
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「広島高裁伊方原発 3 号機運転差止決定 重要で小さな勝利」 
 原田二三子（伊方原発広島裁判原告／応援団代表） 



ようです。地球の自然の営みを止めることはで

きません。しかし、たとえ巨大自然災害に見舞

われてもこの列島で将来も人間が住み続けられ

るように、「原発」という人為のリスクは最小の

ものにしていかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  無農薬のミカンや新鮮やさい 

 

 

 

 

 

 

 

             伊方原発 3 号機運転停止がいつまで継続するか、

そして「核」の利用に全面的に終止符を打つこと

ができるのがいつになるのかは、今後の闘いにか

かっています。ともに頑張りましょう。 

呉ＹＷＣＡの活動報告 

吉田牧師「価値あるあなた」 

呉 YWCA 女声コーラス シャローム 

紙芝居「しあわせの王子」 

クリスマスの集い 

美味しいシチューに特製肉まん 

クリスマスまるしぇ 

（2017/12/16） 

（2017/11/25） 



 

 

 
 

●わいわい食堂について 

広島ＹＷＣＡでは、２０１７年４月に広島市中区大手町に拠点を移転し、同年８月より、こどもとその保護者

を支援するための、こども食堂と学習支援を始めました。こども食堂とは 夕食を１人で食べていたり、遅くまで１人で留

守番している、小・中学生に、安心してすごすことができる「居場所」です。学習支援は、高校生・大学生によるボランテ

ィアで行っています。こども食堂の取り組み自体は、２０１６年に当時事務所を置かせていただいていた広島主城教

会（広島市東区若草町）から始まります。月に１度カレーパーティーと称して会堂をお貸りし、大勢で食卓を囲むこと

ができました。移転後のこども食堂は、広島市補助事業（ひとり親家庭等居場所づくり補助事業）として補助金を受

けて運営を行っています。 

 

●貧困について学ぶ 

こども食堂＝こどもの貧困というイメージが浸透しています。私自身もこどもに関

する支援を行いたいという思いは強かったのですが、こどもの貧困については何

も知っていませんでした。新聞やニュースでは「こどもの貧困率が先進国の中で

も高い国、日本」「こどもの６人に１人は貧困」、などという文言が見出しに使

われ、なんとなく貧困なんだ、支援しなくては、という空気があります。しかし「食

べるものに困っているこども」を見かけることなどありません。ファストファッションで

身なりを整え、スマホを持っている子を見て、貧困を連想できる人はいないと思

います。２０１６年８月にこども食堂ボランティアに向けた講座を行い、そこで

貧困について少し学ぶ機会を得ました。「子どもの貧困とサポートについて」という 

内容で、講師は広島国際大学医療福祉学部教授の岡崎仁史先生をお迎えしました。貧困に種類があること、こども

の貧困ほど目に見えなくなっていること、社会的孤立が生み出す貧困について教えて頂きました。人間が生きるのに必

要な最低限の衣食住を満たすことができない状態を「絶対的貧困」、平均的な生活レベルよりも低い状態を「相対的

貧困」、そして社会的なかかわりを失してしまうことを「社会的孤立」というそうです。この３つは非常に危ういバランスで、

私たちの生活に潜んでいます。こどもの進学や親の介護などの課題や問題が生じたら、私たちは家族や友人に話してみ

ます。そして背中を押してもらって、専門機関に相談したりして、様々な選択肢や公的サービスがあることを知ることがで

きます。しかし、社会から孤立していると「相談する」ということ自体、ハードルが高くなります。ズルズルと状況が悪化し、

自身の生活がままならなくなり、いつの間にか貧困へ足を踏み入れてしまいます。経済的に豊かかどうかとは関係なく、

社会的孤立はすぐそこにある貧困問題と言えます。「顔の見える関係・話の出来る関係」が大事で、貧困を断ち切る一

つの方法として、人と人との結びつきがとても有効で大切であると学びました。こども食堂の運営は、こどもや子育て支援

であるとともに社会の居場所として期待され、重要な地域の資産になる 

のだと感じています。 

●運営を通じて 

専任スタッフを雇用していますが、基本的にはボランティアの力で運営し

ています。調理ボランティアさんは、会員とそのお友達に輪を広げています。

また、近所の方が気にかけてお手伝いに来てくれます。学習支援のボラ

ンティアさんは、ホームページや、大学事務局のボランティア募集を見て、

自分で応募してくれた学生がほとんどです。こども達にとっては、憧れの高 

広島ＹＷＣＡ会長 中木 風子 
こども食堂の取り組みについて  

広島ＹＷＣＡ 

クリスマスパーティーの様子  準備や会場は近く
のお菓子教室にご支援いただきました。 

わいわい食堂で提供している食事 
内容はすずらん薬局の栄養士さんが考え、
レシピを準備して下さっています。おいしいの
はもちろんのこと、栄養バランスも非常にい
い食事が提供できています。 



校生・大学生です。こどもらしくのびのび、いい雰囲気で過ごせるのは学生ボランティアのおかげです。こども食堂を通じて

ボランティア活動にかかわる仲間も増えました。わいわい食堂はボランティアさんにとっての居場所でもあります。ただ、居

場所というのは人同士が作るものです。雰囲気や内容によっては合う・合わないという問題が生じるのも事実です。だか

らこそ、こども食堂はたくさんあった方がいいと思っています。ここはダメだったけど、違うところは大丈夫だった、ＹＷＣＡな

ら行きやすい、そんな風に選択肢は多い方がいいと思うのです。「顔の見える関係・話の出来る関係」はＹＷＣＡが長

年議論とともに培ってきた組織の性格のようなものであったし、美味しい食事を交えた人間関係の構築は得意分野でし

た。ここに、こども食堂という支援形態がはまっているのだと思います。 

 

 

 

2017 年 10 月 24 日（火）キリスト教愛真高等学校（島根県江津市）２年生の皆さんが平和

学習で呉を訪問された感想のお手紙が届きました。（毎年来呉） 

 

呉 YWCA御中 

ポカポカなお日さまがうれしい季節になりました。いかがお過ごしでしょうか。 

先日の 29 期呉・大久野島平和学習では、朝倉さんのお話をお聞きするにあたって、場所をお貸しくださり誠

にありがとうございました。はじめの挨拶のときのお話をおききすることができたことは、わたしにとって恵みで

した。呉ＹＷＣＡ会長の永冨さんが話してくださったことは、“命と本気で向き合う”。この言葉が 

わたしの心の中で今でも響いています。この 2日間の平和学習で、わたしは「平和学習って、平和ってなんだろ

う」という疑問を与えられました。この問いに対する答えというものは絶対にひとつだけではない、正しいもまち

がっているもありません。ですが、この問いを自分に向けたとき、永冨さんの“命と本気で向き合う”という言葉

が頭に浮かびます。 

“命と本気で向き合う”ということは決して軽い気持ちでできるようなものではないし、簡単なことでもありません。

ですがすごくシンプルなことだとわたしは思います。この言葉をきくことができたこと、本当に感謝です。また、永

冨さんが昔実習した止揚学園でのお話ももっと詳しくきいてみたかったです。 

この度は本当にありがとうございました。 

呉 YWCAの平和のための歩みが守られますように。寒くなってきましたので、どうぞお身体にお気をつけてお

過ごしください。                                                S .F 

 

西岡由紀夫先生（ﾋﾟｰｽﾘﾝｸ広島・呉・岩国 呉代表） 

落葉の候、寒さが厳しくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

先日の呉・大久野島平和学習では、お忙しいところお時間を割いていただき誠にありがとうございました。時

間が限られる中、一つひとつの説明が丁寧で非常に分かりやすかったです。心より感謝申し上げます。 

私は事前学習で呉の海上自衛隊の役割について調べたのですが、艦艇の種類などが本に書いてあっても

あまりイメージがつかなかったので実際に目で見て大きさを感じることができ、良い経験になりました。また、戦

艦大和の塔での先生の「大和が世界最大なのは、最後に作られたから」という言葉が印象に残っています。大

和は日本の誇りだという話を聞いたことがあったので、戦艦が時代遅れだったから大和は最大なのだというお

話は、皮肉な話だと思いました。また、最後に公園で「声をあげられる人からあげる」とおっしゃったことが一番

心に残りました。初めて呉に来た私たちには街の中に自衛隊基地があることは違和感がありますが、「歴史の

見える丘」の下のバス停から巨大なクレーンが見えるように、それが日常となっている呉の中で自衛隊基地に

反対することは難しいことが多いのではないかと感じました。その中で少人数でも声をあげ続けることはとても

エネルギーが要ることだと思いつつ、その大切さをフィールドワークの中でひしひしと感じました。 

 今後は、この学習で得たことをきっかけにして、関心を持ち続け、学びを深めます。末筆ながら、ご健康とご活

躍をお祈りして、お礼の言葉とさせていただきます。                          H .E 



    お料理メモ 

     

   材料 

    鶏もも肉40g しょうが0.3g ごま油3 ほうれん草18g 
国産とうふ 100g 干しシイタケ１枚 干しエビ 3g 
調味液（でんぷん２g オイスターソース 7㏄ 酒７㏄ 

昆布出し汁 50㏄ しょうゆ 1㏄  
    みりん 1㏄ こしょう 0.1g） 

作り方 

①昆布だしをとり、干しシイタケは水で戻して千切りにする。 
②鶏肉は一口大に切ってしょうがに漬けておく。 
③鶏肉をごま油で炒め、食べやすい大きさに切った豆腐を加え、シイタケを加え調味液で煮る。 
④でんぷんでとろみをつけほうれん草を加える。 

               

 

 

 

   

 

  

  

   

       

  

 

 

 

  

 

  

 

【委員会報告】 
 広報委員会    11月 29日、12月 18日、12月 21日、１月 26日、１月 31日 
 会館維持委員会  12月４日、１月 18日 
【理事会報告】  
12 月理事会 12月 9日（土） 13：30～15：00 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 印刷機解約通知 第２回なかなか会
議について ② 委員会・グループ報告 （1）広報委員会 12 月編集会議 11 月 22 日（水）13:30 12 月
ニュース発送 11月 29日（水）13:30 第 5回委員会 12月 18 日（月）14:00 （2）人事委員会 1 月 21
日（火）次年度勤務意向確認 職員の会員化について （3）会館維持委員会 12 月 4 日（月）13:00 フ
リースペース片付け （4）呉 YWCAを支える会 クリスマスまるしぇ報告 ２、議事 1）クリスマスのつ
どいについて 2）クリスマス献金について 3）会員の声を聴く会「呉 YWCAの今後を語ろう」 4）世界祈
祷日について 5）活動報告及び予定案について 6）日本 YWCA 地域ＹYWCA を主体とした活動に対する補
助申請 7）その他・会館関係・他団体 ①HACCP義務化に向けて ②YWCAフェスタ in京都 
【月次会報告】  
1 月月次会 1月 9日（火） 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 星加先生からのお返しについて クリスマス献
金と募金について ② 委員会・グループ報告 （1）広報委員会 第５回委員会 12 月 18 日（月）14:00 
1 月広報発送 12月 21日（木）15:30 （2）クリスマスのつどい 12月 16日（土）参加者 35名 ２、議事 
1）クリスマス献金について 2）日本 YWCA 地域 YWCA を主体とした活動に対する補助申請 3）活動報告
及び予定案について 4）賛助費について 5）その他・会館関係・他団体 市民クリスマス 普天間バプテ
スト教会付属緑ヶ丘保育園・米軍ヘリ落下事故署名のお願い YWCAフェスタ in京都 国連総会政府代表団
に加わる民間女性推薦依頼 てつのくじら館主催事業 会員の声を聴く会「呉ＹＷＣＡの今後を語ろう」に
ついての意見交換 

 

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月末まで） 

賛助費 

木村多枝子、藤田玖味子 

楠本優美子、河越良子 

濱田牧子 

未来をひらく募金 

設楽順子、長岡順子 

呉 YWCAを支える会 

梶本直子、角田アサ子 

筒本隆博、大濱香織 

地球っ子くらぶ善隣館 

山田美恵子、木村浩子 

中峠由里 

 

なかなか遺産募金 

吉岡和子、吉原純子、野間頼子 

大島ヨシ子、畝川眞由美 

山田順子、曽我絵利子 

地球っ子くらぶ善隣館 

梶本直子、木村浩子 

中峠由里 

「とうふの旨煮」 

バレンタインまるしぇ開催します 

２月10日（土）10:00～15:00 

楽しい時間を過ごしましょう。 

ボランティアさん大募集中！ 

クリスマス献金（前回報告後） 

ジーン・イングリス、谷真寿美 

井手畑隆正、松藤富隆 

阪上史子、伊藤和子・知見 

 

レシピ紹介 松藤比沙子（呉 YWCA会員・栄養士） 

呉ＹＷＣＡの建物保存と活用に

ついて話し合うなかなか会議が

開催します。 

２月 17日（土）13:30～15:30 

関心のある方どなたでもご参加

ください。 

「なかなか会議」 
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15:30

火
2018年

土

聖書を読む会

月次会

木

子ども絵画

子ども絵画

3

24

プライベート英会話

10

ヨガ講座Ａ

世界祈祷日10:30～12:00

金

ヨガプラスワン

書道教室

プライベート英会話

音訳グループ

12 13

26 27

プライベート英会話

日 月

4

憲法カフェ

書道教室

7

11

ヨガプラスワン

プライベート英会話

水

18 19

6

14

子ども英会話

5

広報委員会

書道教室

おもてなし英会話

16

20 22

まるしぇ準備

9

ストレッチ

子ども英会話

ヨガ講座Ａ

おもてなしプラス

8

コーラス・シャローム

3

子ども絵画

1

21 23

子ども英会話

2

フリースペース夕食会

15

バレンタイン・まるしぇ

17

おもてなし英会話

おもてなしプラス

コーラス・シャローム

なかなか会議

コーラス・シャローム

音訳グループ

広報発送

25 28

コーラス・シャローム

子ども英会話

ヨガ講座Ａ

2

書道教室

プライベート英会話

ストレッチ

1

（山手教会）

芸大美大コース18：00－21：00（火～金）
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