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「改憲」思想を支える家族政策 
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まるで戦前（あるいは戦中）のようだ―日本政府の

状況をとらえて、そう表現されはじめてしばらく時間が

経つ。実際、太平洋戦争を隔てて、人びとの意識はい

かほど変化したのだろうか。昨今、強引に進められよう

としてきた改憲問題も、天皇の元首化や再軍備、家族

制度の復活など、戦後間もない「保守」勢力の構想が

せり上がってきているに過ぎないとの指摘もある。 

 「改憲」問題は、憲法 9 条に焦点が絞られることが多

いが、根底のひとつに家族政策があることにも注意し

たい。自民党改憲草案（2012年）をみてみると、その前

文には「日本は国民統合の象徴である天皇を頂く国

家」であると示される。さらに「天皇は日本の元首であ

り、日本国、日本国民統合の象徴」（第 1 条）と規定さ

れるところからはじまる。注目したいのは、そのような

規定のもとに置かれる「家族」の位置づけだ。「家族は

社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。家族

はお互いに助け合わなければならない」（第 24 条）。こ

こにはきっちりと「家族の相互扶助義務」が明記されて

いる。自民党は、改憲案の根拠として「世界人権宣言」

16 条 3 項にあるつぎのような文言を挙げていた。曰く

「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会

及び国による保護を受ける権利を有する」。しかし、こ

こでは後段の「保護を受ける権利がある」こそを読みと

るべきではないだろうか。つまりは、国民（住民）が国

家に守られる権利である。しかし、自民党は逆向きの

解釈をし、国家を維持するために「家族」を利用する方 

 向を示しているのだ。 

家族を基礎単位とした国づくりは、粛々と地盤がため

がされている。たとえば、①「夫婦同姓制度合憲判決」

（2015 年 12 月 16 日）、②女性活躍推進法（2016 年 4

月施行）、③「親子断絶防止法」に関する議員連盟の発

足（2014 年）など。そこに想定される「家族」は、両親と

子どもという形式。特定の家族のかたちが“あたりまえ”

のものとされていることに気づかされる。 

24 条は 1 条とセットであることをわたしは忘れたくは

ない。「国民」統合の象徴としての天皇元首化、それを

支える基礎単位としての家族。とくに「平成」天皇の報

道される姿をみていると、皇后とともに夫婦で被災地を

はじめとした各地に慰問などで出かけ、平和を象徴す

るような演出がなされている。ここにも「夫婦」という「家

族」モデル―異性愛モデル―が繰り返し流布されつづ

けているのだ。 

 

 キリスト教会は戦時下では大政翼賛体制を支える有

力な主体であった。そしていまもなお「家族」主義を存立

構造としてもち、「家族」幻想を嫌というほどに再生産し

つづけている。この歴史と現状を忘れてはならない。わ

たしたちは、嘘と詭弁で塗り固められ、腐敗しきった日本

政府のあり方を問うだけでなく、みずからの足下を問う

勇気を思い起こす必要があるのではないだろうか。イエ

スが腐敗した宗教システムや慣習を根底から問いつづ

けたように。 

 

 
 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。 

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。 
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野原は くすりばこ 

                      弓場 一雅 （呉 YWCA 賛助会員） 

 昨年から、薬草を勉強する機会に恵まれましたが、頭を悩ませている今日この頃、嬉しいことが

ありました。 

会社からの帰り道、休みの日に買い物に出かけたとき、または子どもの自転車の練習に付き合っ

ているとき、ふと何気なくみる草があの時の薬草だと気づくときがあります。まだ名前も効能もう

ろ覚えでハッキリしないが、確かにあの時の薬草だと確信したときに、何とも言えない高揚感が湧

いてきて、一人で嬉しくなります。普通なら、足早に通り過ぎてしまう道でも、少しスピードを落

としてゆっくり歩いてみると、自分だけの楽しい時間についつい微笑んでしまいます。 

（傍から見たら、近寄ってはいけない怪しい人に思われてるかもしれないが…） 

 「雑草という名前の草はない」。ある人が言っていた言葉です。 

 確かに「雑草」と言う言葉を使いますが、そのとき私は「要らない草」「邪魔な草」を総称して

「雑草」と言っていました。つまり「雑に扱ってきた草＝ゴミ」です。 

また草だけでなく、使わないものをすぐにゴミとして処分しています。しかし、子どもは大人から

見るとゴミでも「大事なもの」として集めて、遊び始めます。大人は使い方が分からないだけで、

子どもはそれを使った楽しい遊びをすぐに考え出してしまうため、「大事なもの」に変わっていく

のです。 

 のんびりと自分のペースですが、薬草の勉強を始めて一年経ちました。まだまだ使い方は分かり

ませんが、見つけることのできる薬草は増えてきました。私の中で「要らない草」から「大事な草」

に変わってきました。しかし、これからは少しずつ「大事な草」から、「大事な草を使える」に変

えられるように、今年も勉強を続けようと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                               

 

５/８に開催した二河川沿いの薬草採取の様子 

みんな講師の説明を真剣に聞いてます 

根を採取中（他の木の根と絡まって 

掘りにくかったです） 

野原はくすりばこ！ 5月からグループ活動開始です 

私たちの身の回りにある草、知らないと邪魔、でも知ってみたら薬草が沢山あります。 

見慣れた二河川の土手も薬草の宝庫です。 

 薬草の採取、薬草茶作り、軟膏作り、薬膳酒作り などなど 一緒に活動してみませんか？ 

 グループメンバー募集中です。ぜひ皆さん参加してください。 

活動日  第一火曜日 9時から 14時 （講師は隔月） 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 31日（土）9：00～12：00まで、幼児・小中学生・大人 あわせて 20名の方々

のご協力のもと、会館クリーンデイを行いました。多数のご参加のおかげで、会館

外まわり、表・裏三角コーナー、ホール窓ふき、台所床みがきまで、当初予定した

以上の成果に感激いたしました。特に子供たちの活躍に力をいただきました。 

また、初めて参加していただいた方々、毎回時間を作ってご協力いただく方々、あ

りがとうございました。 

「訪れる人たちが気持ちよく、ホッとする空間作り」を目指して 活動していきた

いと思います。 

次回も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

                          会館維持委員会 

会館クリーンデイにご協力ありがとうございました 

「記憶の記録展」のお知らせ 

今年の夏、旧海軍用地の呉市「宝町」と「幸町」エリア（呉 YWCAの建物がある場所）の写真を公

募し展示する「記憶の記録展」を呉YWCAと呉サポートセンターくれシェンドが共催（呉市後援）で

開催します。皆さんがお持ちの呉 YWCAとその周辺の写真を呉 YWCAまでお寄せください。 

募集期間 7月 22日まで  

記憶の記録展開催予定 ８月 22日～９月９日 

開催予定場所 呉 YWCA 呉市立美術館別館 大和ミュージアム 他 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

  

    

    

    

 

    

 

 

 

  

 

日時 2018年６月 16日（土）10：00～11：30 

場所 呉ＹＷＣＡ １階ホール 

議題 2017年度 事業報告 

   2017年度 収支決算・監査報告 

   2018年度 事業計画・年間スケジュールの説明 

   2018年度 予算案 

会員以外の方には議決権はありませんが傍聴出来ますので、是非ご参加ください。 

 

 

【委員会報告】 

 広報委員会  4月 4日、4月 26日、5月 23日、5月 29日 

 会館維持委員会 3月 31日、5月 26日 

【月次会報告】 

4月 18日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）2018年度 日本ＹＷＣＡ提出書類 2）評議委員会開

催について 3）会員集会プログラム 4）プログラム委員会の役割範囲について 5）委員会構成の確認 6）

人事委員会の役割範囲について 7）その他・会館関係・他団体 日本 YWCA ひろしまを考える旅 記憶の

記録展２０１８（仮）～「宝」のまちと「幸い」のまち～ 世界 YWCAデー・ツールキットのお知らせ ヒロ

シマ９条の会からの依頼について 伊方から原発をなくす会からの依頼について ﾋﾟｰｽﾘﾝｸから報告 

【理事会報告】 

5月 16日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）評議委員会について 2）会員集会について 3）2017

年度事業報告書について 4）その他・会館関係・他団体 中央委員会フェスタ in 京都 呉観光協会 街歩

きと講演会 いちいちコンサート依頼 まちまちシネマ ひろしまを考える旅 共催時の基準と費用検討 

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 

久良友美 難波郁恵 馬庭恭子 半井康惠  

茂木千恵子 小宇羅陵子 福田辰夫 弓場一雅 

畝川眞由美 山田順子 曽我絵利子 福味孝子 

門田幸恵 神保美都子 向井茉莉子 toro＊toro 

大濱香織 

なかなか遺産募金 

あじさいの会 伊藤智美  

板野靖雄 梶岡静子 

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

のご協力を 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 

プチＹ会 曽我絵利子 山田順子 畝川眞由美 

 伊藤智美 呉ＹＷＣＡを支える会 

 

第 71回定期会員集会のお知らせ 

  

 

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 

議題終了後、12時から呉 YWCAの未来を語る意見交換会を開催します。（13時 30分終了予定） 

お弁当（1000円）を手配しますので参加されるかたは 12日（月）迄にお申込み下さい。 

呉 YWCAを支える会からのお願い 
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昼月祭
コーラス・シャローム

会員総会

ヨガ講座

プライベート英会話

おもてなし英会話

防災訓練

子ども絵画教室

子ども絵画教室広報委員会

21

コーラス・シャローム スキルアップ講座

28

書道教室

子ども絵画教室

プライベート英会話

日 月

24 25 26 27

火 水

ピラティス

書道教室
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木 金 土

29

スキルアップ講座

スキルアップ講座

スキルアップ講座

ヨガ講座

15

フリースペース夕食会

ヨガ講座

3 4 5 6 7 8 9

スキルアップ講座

なかなか会議

野原はくすりばこ

1 2

30

22 23

コーラス・シャローム

14 16

音訳グループ

書道教室

コーラス・シャローム

おもてなしプラス ヨガ講座

おもてなしプラス

12

プライベート英会話

音訳グループ

聖書を読む会

書道教室

月次会

おもてなし英会話

プライベート英会話

プライベート英会話

ピラティス

19 20

芸大美大コース 火～金 18：00－21：00
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