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「大人として、未来への責任」 

 

 

 

 

 

 
 

山中久美子（憲法カフェメンバー・保育者）  

 

 

 

 

 
 活動テーマ 

子どもたちが伸びのびと、

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

生きるために活動します。 
 
 
 
 
 
 
 

 

202018 年 4 月から「保育所保育指針」が 10 年

ぶりに改訂され、「幼児期の終わりまでに育って欲

しい 10の姿」が示され「国旗」「国歌」について

の文言が新しく盛り込まれた。 

乳幼児期の問題については待機児童問題や保育

士不足に始まり、ここ数年様々に話題となってい

る。しかし国の掲げる聴こえのいい言葉とは裏腹、

実態を知れば知るほど、国が進めたい方向が見え

隠れし危機感は募るばかりだ。一例をあげると

2015年には「子ども・子育て支援新制度」が施行

となり、幼保連携型認定子ども園や小規模保育等

多様な施設が整備、行政は厚労省・文科省・内閣

府と三元化され、保育者の資格要件等の規制緩和

含め施設間では様々な格差が生じている。保育の

仕事は「命」を育む責任の重い仕事である。是非

公立保育所の死亡事故について書かれた猪熊弘子

さんの「死を招いた保育」や小林美希さんの「ル

ポ保育崩壊」を読んで欲しい。決して他人ごとと

は思えず、つくづく一施設だけで話を完結させて

いては豊かな保育どころか、尊い命を守ることは

出来ないのだと思う。 

そして今、憲法議論が進む中、「平和」を考える

ことは保育の柱につながる問題としてきた私にと

って、学びと行動は未来の子ども達への責任だと

痛感している。いったいこの国はどこに向かって

進もうとしているのか？新しくなればより良くな

ると思うのは錯覚。教育基本法が変わって何が変

わったか？の問いを持つことで保育所のこれから

が見えるのではないか。指針に記載された「道徳

や規範性」についてもしっかり議論しなくてはい

けない問題だろう。（「道徳や規範性」を身に着け

ないといけないのは誰なのだ？と思ってしまうこ

の頃だが…） 

 今、隣にいる人に「一緒に学ぼう！」と声を掛

けたい自分がいる。しかしここでも大きな問題が

立ち塞がる。目の前のことに精一杯で時間と心を

費やしている人たちにとって、社会や政治に思い

を馳せる時間や余裕などない。ましてや関心を寄

せ語り合う風土などなく、個人の尊厳よりも協調

性を重視し「空気を読む事」「同調する事」にばか

りに神経を使う人間関係の中では逆にそうした話

はタブー視されてしまう。そして報道の劣化…見

ようとしないと見えなくなってしまった中では、

主体的に「知りたい」と思わなければ本当の事は

見えてこない。肝心なことは小さく扱われる。 

いったいどこから風穴をあければいいのか？ 

堂々巡りの中で考え続けていた時、2月広島県保育

者 9 条の会が生まれた。広島平和記念資料館で開

催された第１回講演会にて石川康弘氏は「子ども

は保育所の中だけでなく社会に生きている。社会

をよくすることなしに保育所だけで健やかな育ち

は保証できない。保育のプロはあるべき保育への

環境を社会に提起できる人である。」と話された。

集った保育関係者は 91名。その後発行されたニュ

ースには学習会の講師に「平和憲法を守る弁護士

の会」が無料でどこへでも来てくださるとの記事

が掲載されていた。実は問題意識を共有できる人

はたくさんいるのだ…。「分断」という罠にかから

ずに、子どもたちに「豊かな自我の育ちを」と語

る以前に自分自身の「自我」を見つめ「一歩」を

踏み出す勇気を持とう。その先につながる仲間は

生まれ、仲間と共に歩く中で確かさは増していく。

「幸せに自分らしく生きる権利」は「平和」があ

ってこそ。子どもへどんな未来を手渡すのか？市

民として保育者として今が正念場だ。 

 

 

Apr．2018 

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。 



古居みずえ監督のトーク撮影の裏話や 現在の飯舘

村の様子もお話いただくことができました。 

『飯舘村の母ちゃんたち 土とともに』上映会 
2018.3.11 

まちまちシネマ × 呉 YWCA 

        ご報告         まちまちシネマ 小野・福田 
 

 

呉のまちなかで様々な映画を上映するプロジェクト「まちまちシネマ」です。今回は、呉 YWCA さ

んと共催企画として上映をさせていただき、本当に有難うございました。3月 11日（日）に無事開

催し、全３回の上映で 84名の方にご来場いただきました。 
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まちまちシネマは「マチナカで、まちまちやってる、待ち遠しい映画館」として、2016年に始めた

プロジェクトです。呉市内に常設映画館が呉ポポロシアター１館になり、呉の人の映画体験が減っ

てしまうことが悲しく、劇場以外でも様々な作品を楽しめる機会をつくりたいとの思いで始めまし

た。 

 今回の作品を選んだのは、3月 11日という日に、呉からは少し遠くに思える東北に思いを馳せ、

東日本大震災という大災害はまだ終わっておらず、現在進行形で被害が続いている、ということを

考える機会を持って欲しかったからです。 

 この作品を昨年 10 月に映画館で鑑賞し、非常に感動しました。「福島」「原発」というと、どう

しても暗いイメージがつきまといます。でも、映画に出てくる栄子さんとよしこさんは、笑顔です。

かわいそう、などという言葉は似合いません。そこに生きる人をとにかく丁寧に描いた映画でした。

でも、笑顔であればあるほどに、その背景にある悲しい出来事、逃れられない現実があぶり出され

ます。 

 人の暮らしを丁寧に描くことでしか伝えられないものがある、と教えてくれる作品。 

上映作品 

『飯舘村の母ちゃんたち 土とともに』 

2011年 3月 11日の東日本大震災の原発事故

による避難指示で、故郷である福島県飯舘

村から離れ仮設住宅で暮らす 2 人の女性を

追ったドキュメンタリー 



 呉 YWCA という場所だからこそ、そこに生きる女性たちのかっこいい生き様が、観客の人により

伝わるはず、そう思い、今回、共催のお願いをさせていただきました。実際に、伝わったと思いま

す。この度は、本当にありがとうございました。 

 

【来場者アンケートより（一部です）】 

・ どんな状況にあっても強く生きていく。笑って生きていく。この映画を観れてほんとに良かっ

た。 

・ わからない事、知らない事が多く申し訳なく思うばかりです。只、絶対に忘れてはならないと

感じました。 

・ 生の姿に心打たれました。あの笑いの中身を考えさせられました。笑顔に救われました。 

・ 忘れてはいけない。考え続けなければいけない。この日にこの映画を観ることができて大変良

かったです。 

・ 強く脱原発を訴えている作品ではないけれど、母ちゃんたちの深い哀しみが伝わってきて、自

分たちに出来ることはないかと考えさせられました。ニュースにはとり上げられない様々なこ

とを知る貴重な機会を頂き感謝です。 

・ 生きる力を頂きました！ 

・ 丁寧に生きている人間の暮らしがありました。見せて頂けて良かったです。精一杯生きていか

なきゃ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呉 YWCA「東日本大震災・福島原発事故の被災者支援へのこれまで取り組み」 

・  東日本大震災直後の「女性や子どもたちへの緊急物資（生理用品・粉ミルク他）支援」 

・  福島原発事故後の 3年間、「福島の子どもと家族のための夏の保養プログラム」実施 

   2012.7.28～31   倉橋町本浦 

          2013.8.8～8.9   倉橋町本浦 

          2015.3.27～3.30 豊町大長 

・  編んだもんだら（女たちの復興プロジェクト）の講演会と商品（アクリルたわし）販売の支援 

・  2011年から毎年、日本 YWCAと通して、「東日本大震災被災者支援募金」を継続（今後も） 

 



 

日頃の努力が実りました！ 

             2018 芸大美大受験コース 合格実績 

東京学芸大学  岡山県立大学  広島大学 

広島市立大学  多摩美術大学  東京造形大学 

女子美術大学  長岡造形大学  大阪芸術大学 

成安造形大学  京都精華大学  安田女子大学 

比治山大学                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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・創作から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 

講師 呉 YWCA専任講師 星加哲男先生 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

    

    

 

 

 

 

    

    

    

 

    

 

 

 

  

 

【委員会報告】 
 広報委員会 1月 31日、2月 15日、2月 28日、3月 23日 
【月次会報告】 
2月 14日（水）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 12月・１
月会計報告 会員の声を聴く会  固定資産税・都市計画税 減免申請提出 ② 委員会・グループ報告 
（1）広報委員会 2月ニュース編集会議１月 26日（金） 発送 1月 31日（水） 第 6回広報委員会 2月
15日（木） （2）呉 YWCAを支える会 バレンタインまるしぇ 2月 10日（土） ２、議事 1）次年度活
動目標について 2）会員総会日程について 3）なかなか会議 4）備品の買い替えについて 5）地域 YWCA
を主体とした活動補助申請 6）その他・会館関係・他団体 大型冷凍庫について 汚水排水管破損による
修理 集いの部屋貸室希望について まちまちシネマ「飯館村の母ちゃんたち」上映会 3月 11日（日） 呉
ブックフェス 5月 13日（日） 呉市市民協働センターからのプログラムの案内 世界祈祷日 3月 2日（金）
呉山手教会 
【理事会報告】 

3月 24日（土）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 2月会計
報告 呉西消防署より 保険請求について 水道管修理について 大型冷凍庫処分について キッチンの
掃除について 備品購入について 地域 YWCA を主体とした活動補助申請について 世界祈祷日について 
3月 11日映画上映について 松浦監事より  ② 委員会・グループ報告 （1）広報委員会 カバーレタ
ー発送 2月 28日 4月ニュース編集会議 3月 23日 （2）会館維持委 
員会 会館クリーンディ 3月 31日（土） （3）呉 YWCAを支える会 りあんまるしぇ 4月 21日（土） ブ

ックフェス 5月 13日（日） 昼月祭 6月 3日（日） ２、議事 1）次年度年間計画及び予算について 2）
広島を考える旅について 3）次期理事の確認 4）その他・会館関係・他団体 2018年呉ブックフェス 記
憶の記録展 2018（仮）～「宝」のまちと「幸い」のまち～ 日本 YWCA 広島を考える旅 2018 ボランティア
リーダー募集について 呉市西消防署依頼事項 広島フリーWi-Fi 職員の委員会陪席について 

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 ２月末まで） 

賛助費 

吉野かおり、大垣由香里、横山保子 

上内由美子、伊藤俊子、松藤富隆 

木野奈緒美、浜根和子、西岡智子 

（匿名） 

なかなか遺産募金 

永冨彌古 西森壽美枝 

 ごめんなさい・・取り扱わないもの 
  電器製品、布団・座布団類、危険物 
  古い下着、汚れた衣類、 
使用済みの食器など 

リサイクル品の寄付をお願いします。 

新品・中古品（使えるもの） 

＊家具類はカタログだけで結構です。 

あなたには不要 ・ わたしには必要 

呉YWCAを支える会からのお願い 

好評をいただいている支える会のリサイク 

ルコーナーは、皆さまからお寄せいただい 

たリサイクル品で運営しています。 

 

皆様のご家庭に眠っているリサイクル品 

のご寄付のご協力よろしくお願いします。 

火曜日～土曜日(10:00～17:00)随時受付 

未来をひらく募金 

永冨彌古、呉 YWCAを支える会 

 

イベントのお知らせ 
りあんまるしぇ 

4月21日（土） 10：00～15：00 
 

2018呉ブックフェス 
 5月 13日（日）11：00～16：00 
 

まるしぇ準備お仕事会のお知らせ 
  ４月２日（月）13：30～15：00 

  ４月９日（月）13：30～15：00 

  4月 17日（火）11：00～16：00 

 短い時間で構いません。ご協力お願いします。 



２０１8年

支える会お仕事会 9:30 12:00 13:30

13:00 13:00 13:30

13:00 15:00

15:30

支える会お仕事会 10:30 10:45

13:00 13:00 13:30

13:00 13:00

15:30

10:00

9:30 10:45 りあんまるしぇ
10:30 10:00

13:00 13:00 13:30

15:30

13:30 10:30 10:45

13:00

15:30 18:00

9:30

15:30

会館維持委員会

おもてなし英会話 ヨガ講座

ヨガ講座おもてなし英会話

フリースペース夕食会

ヨガ講座

おもてなしプラス

24 25 26

コーラス・シャローム

コーラス・シャローム

ピラティス

21

6 7

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5

音訳グループ

音訳グループ

木 金 土

4

コーラス・シャローム

なかなか会議

20

憲法カフェ

15 16

書道教室

聖書を読む会

プライベート英会話

22 23

5

27 28

日 月

書道教室

29 30 1 2

火 水

広報委員会

ヨガ講座

書道教室

3

1918

ピラティス コーラス・シャローム

支える会お仕事会

書道教室

書道教室

17

音訳グループ

子ども絵画教室

子ども絵画教室

プライベート英会話

子ども絵画教室

芸大美大コース 火～金 18：00－21：00
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