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 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。 
 
 
 
 
 
 

 

 

今年もクリスマスの季節を迎えました。2018

年は大阪府北部地震、西日本豪雨、台風 21号、

北海道胆振東部地震など多くの自然災害と向き

合う 1 年であったように思います。それでもク

リスマスの季節が当たり前のように訪れました。 

先日、ある方とのやり取りの中で「日本中で多

くの人々が被災し、苦しみ、悲嘆の中にいること

を考えるとクリスマスを祝うことを不謹慎に思

うのだ」という話を聞きました。その方にとって

クリスマスは、街中がイルミネーションで煌びや

かに飾られ、華やかで、楽しいお祭りのようなイ

メージだったのだと思います。だからこそ、クリ

スマスに浮かれた気持ちで楽しむことが、厳しい

状況にある人にとっては、気分を害するのではな

いかと感じたのでしょう。 

確かに、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、実際は、2000 年前、暗く汚い馬

小屋でイエス・キリストは産まれました。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。 

 私たちの住む、この呉の地も西日本豪雨によっ

て大きな痛みを受けました。被災地で支援活動を

する中で、多くのもの、人、場所を失い、深い苦

しみのうちにある方々と出会いました。絶望と思

えるような泥と砂と埃の中で、必死にもがく人々

の姿がありました。イエス・キリストはその様な

人々の痛みに寄り添うためにこの世に来られま

した。イエス・キリストは必死にもがく人々と共

にもがくためにこの世に来られました。クリスマ

スは苦しんでいる人、悲しんでいる人のためのも

のです。痛みや、苦しみの最中にあってもイエ

ス・キリストが来てくださることをおぼえる季節

です。痛みの中にある人々がおられるならば、ク

リスマスはその人のものです。イエス・キリスト

は私たちと共におられます。私たちは傷つき、痛

みを負い、涙を流すかもしれません。しかし、決

して一人ではありません。「神は我々と共におら

れる」この約束をおぼえつつ、本当のクリスマス

の意味に思いを寄せる季節をお過ごしください。 

 

「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その

名はインマヌエルと呼ばれる。」この名は、「神は

我々と共におられる」 

という意味である。    

 

マタイによる福音書 1 章 23 節 
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神様は私たちと共にいてくださる 

 

 

 

 

 

 
 

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。 



世界ＹＭＣＡ/ＹＷＣＡ合同祈祷週 

「誰もが自分らしく生きるために～私たちは神様のこども～」に参加して 

 

 

呉 YＷＣＡで開催された合同祈祷週の集まりに参加した。「祈祷」という言葉から、集まってす

るお祈り合戦…のようなものを想像していたが、全く違っていた。 

大月純子牧師の話は普段の言葉で、私たちの日常の出来事に結び付けての話でした。 

「聖書は、良い人間になるための教科書ではなく、歴史の先達たちが、困難に出会ったっときに、

どう向き合い、神様との関係の中で、どのように受け止め、乗り越えていったかが示されている」

ということを聖書の引用や言葉の説明を交えながら話された。そしてまた、キリスト教の「神」の

語源の「ヤハウェ―」は「神は静かにそこにおられる」という静的な意味と、「私たちが苦しんで

いる声をつぶさに聴いて、何とかして助けたいと思い、行動を起こされる」という動的な意味があ

る、ということだった。 

 大月牧師の話を聞いた後で、呉 YWCA 憲法カフェのメンバーによる詩の朗読、広島ＹＭＣＡ

や広島・呉ＹＷＣＡの活動報告をされ、それぞれの活動は「キリスト教の基盤に立った活動」だと

いうことがよくわかった。 

私は先月、呉ＹＷＣＡの定款の「キリスト教の基盤に立ち、女性と青少年の力を育て、すべての

人々にとっての正義・平和・人間の尊厳・自由、持続可能な環境を実現することに寄与することを

目的とする」という文面に出合い、それを具体的にする事業が示されていることも改めて知った。 

今回、新約聖書だけでなく旧約聖書の物語の意味するところは、人には選択の自由があること、

命をもって償うのではなく再生が望まれていること、そして多様性を認める事等を聞いて、「ああ、

だから、キリスト教基盤なんだ」とクリスチャン 

でない私にも理解できた。 

「世間の常識にあてはまらない人が知らず 

知らずのうちに排除されてしまってはいない 

か、という視点で物事を見、行動を起こす呉 

ＹＷＣＡ」だから会員になったんだった、と 

思い出した。 

 

中峠 由里（呉 YWCA会員） 

世界ＹＭＣＡ/ＹＷＣＡ合同祈祷週とは 

世界中のＹＷＣＡとＹＭＣＡは、毎年 11月の第 2週目の日曜日を起点とする 1週間を合

同祈祷週とし、1904年以来毎年、世界の課題のために祈る時をもってきました。 

この一週間は、YWCA と YMCA に連なる人たちが、よりよい世界の実現のために、その基

盤となる「魂のビジョン」を再確認する一週間です。 



   

 

グループでは、身の回りの草木を暮らしの中で役立てる手法について、楽しみながら学ぶ活

動をしています。10月の会では、今年の夏前に採取した薬草をお茶にしていただきました。

それぞれの葉には、味や香りにしっかりとした特徴があります。効能も期待しつつ、採取から

蒸したり干したり…の過程を振り返りながら味わいました。（大谷 佳代） 

 今回つくった薬草茶を、呉 YWACにて販売しています。  

 
【地元でとれた薬草茶 各 180円】 

 〇あかめがしわ 

  採取後、1ヶ月近くかけて天日干し・陰干ししました。 

  甘くて飲みやすいお茶です。薬草茶が初めての方におすすめ。 

 〇どくだみ 

  採取後、1ヶ月近くかけて天日干し・陰干しし、から煎りして仕上げました。 

  くせが少なく飲みやすいお茶になりました。飲んだ後に清涼感があります。 

 〇柿の葉 

  若葉の季節に採取、１秒でも過ぎると蒸しすぎで色が悪くなるため、絶妙な蒸し加減で香

りをたて、天日干しをしました。湯呑に注ぐときに、よい香りがたちのぼります。 
 

    ぜひ味わってみてください。一緒に学びたい方も随時募集中です！ 

心も体もあたたまるスープ教室＜秋＞                プログラム企画委員会 

 

 

秋晴れの 10月 27日土曜日の朝、呉 YWCAの台所では、「えーっ！知らなかった 」「そうなんだ！」

と口々に 目からウロコの声があがります。 

スープ教室講師の村井さんの言葉には、野菜の取り扱いのコツや材料全てを使い切るスープス

トックの裏ワザなど、毎日の台所を豊かにするヒントが満載で、若いお母さん達やベテランの

方々まで、メモを取る姿はワクワク感に溢れていました。 

調理途中で、「あっ、炒める順番間違えた、どうしよう 」すると村井さん  「大丈夫、料理に

失敗はないですよ、できたものは美味しいから」と すぐに対応される。皆さん、鍋を囲んで

音や匂いを見極めようと、五感をフルに使い、熱気に溢れたスープ教室となりました 

今回は森のめぐみのスープなのでトッピングの１つに河川をのぼる鮭をチョイスされたとの

こと、カップの中に深い森の景色がイメージされていました。(中本静恵) 

 

スープも出来上がりお楽しみのランチタイム。テーブルセッティングされたホールはまるでビ

ストロのようです。パン、レモン・みかんで作ったドレッシングで頂くハムサラダ、洋ナシの

コンポート等、豪華なランチに歓声があがりました。スープを頂きながら話もはずみ心も体も

あたたまるひと時を過ごしました。次は春、芽ざめのスープです。(中村和美) 

 

活 動 報 告 

 

森のめぐみのスープ  

暮らしの中の薬草茶 「野原はくすりばこ」グループ 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

    

 

 

 

 

    

    

    

 

    

 

 

 

  

【委員会報告】 
 広報委員会     9月 28日、10月 9日、30日、11月 20日 
 会館維持委員会  10月 18日 
 プログラム委員会  9月 6日、8日 
 人事委員会    10月 25日、11月 2日 
 
【月次会報告】 

10月 10日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）YWCA・YMCA合同祈祷週について 2）クリスマスの
集いについて 3）3市 YWCA集会について 4）その他・会館関係・他団体 （1）市民クリスマス寄付 （2）
日本 YWCAからの募金呼びかけ 
11月 7日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）YWCA・YMCA合同祈祷週について 
2）クリスマスのつどい準備について 3）3市 YWCA集会について 4） 「YWCAにおける、キリスト教基
盤とは？」研修会について 5）その他・会館関係・他団体 （1）10月 13日、14日の「亀山神社祭礼日」
周辺状況 （2）日本ＹＷＣＡから『ＹＷＣＡハンドブック１—ようこそＹＷＣＡへ』発行のお知らせ （3）
広島 YWCAから 12月 16日（日）開催の講演会の後援依頼について （4）サーロ節子さん特別講演会の
お知らせ （5）福島 YWCAからりんご販売のお知らせ 

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  伊藤俊子  

なかなか遺産募金 

中峠由里  長尾眞理子  永冨彌古  

曽我絵利子  畝川眞由美  山田順子 

12月22日（土）10時から会館クリーンデイを行い 

ます。年末のお忙しい時とは思いますが、ご協力よ 

ろしくお願いします。 

未来をひらく募金 

木村浩子 中峠由里 伊藤俊子 住吉百合子 

設楽順子（親族） 地岡美根子 長尾眞理子 

大濱香織 8・6の花たち展 愛真高校 

永冨彌古 

 

ひろしまを考える旅呉フィールドワーク 

全国中高ＹＷＣＡ顧問総会・研修会 

2019年夏に全国中高 YWCA カンファレンス

が広島で開催されることになりました。 

その時のフィールドワークの 1 コースとして

呉コースが計画されています。 

大浦崎～潜水艦基地、歴史の見える丘、和

庄児童公園、海軍墓地など、呉の歴史と現状

をお伝えするコースを提案したところ、年末に

顧問の先生方が呉コースの下見に来られる

事になりました。 

年末押し迫った 12 月 27 日ですが、参加し

てみたいと思われる方がいらっしゃいましたら

事務所までご連絡お願いします。 

呉ＹＷＣＡでは、使用した後の食用油で作っ

た石鹸を販売しています。 

使用済みの食用油で作られているので、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、ペットボトル等に入れて呉ＹＷＣＡに提供

よろしくお願いします。 

使用済みオイルを集めています！ 

冬期休館のお知らせ 

 12月 25日（火）から１月４日（金）は冬期休館

になります。新年は１月５日 10時から開館します。 

クリスマス献金に 
ご協力お願いします 

 

クリスマスの日によせて、神様の御心にかなう働

きのために、生活の中で与えられた恵みに感謝し

て自分の持てるものの中から捧げものをします。

それがクリスマス献金です。皆さまからお寄せい

ただいた献金は、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≫  

1）日本ＹＷＣＡ災害時支援募金     

2）女性に対する性的暴力を無くす活動 

   名古屋 YWCA 女性の相談窓口 

3）日本の中の子どもの虐待防止 

   NPO法人ひろしまチャイルドライン 

会館維持委員会からのお知らせ！ 
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