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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。 
 
 
 
 
 

       

米軍の「銃剣とブルドーザー」による土地強奪

に、伊江島の阿波根昌鴻さんと村民は、いかに無

法で人権を無視したものであるかを沖縄本島各地

に訴えまわり、その運動は「島ぐるみ」土地闘争の

発火点となりました。非暴力で闘い続けた人々の生

き方に、平和を創り出すことの意義を見出します。 

1955 年に伊江島から始まった土地接収は、米軍

の『核基地建設のため』だったという事が、2017 年

に放映された NHK スペシャル「沖縄と核」の取材

で、米国の資料や元米兵の証言によって明らかに

されました。伊江島の LABS 模擬核爆弾投下訓練

は、戦闘機の胴体の下に爆弾を搭載し、レーダー

網をかいくぐりつつ低空で飛び、急上昇しながら爆

弾を投下するというアクロバット飛行さながらの訓

練でした。住民の中には、この模擬弾を拾いスクラ

ップとして解体している際に爆発して死亡するという

事故も起きています。 

那覇基地では 1959年 6月、核弾頭を搭載したま

まの迎撃用ミサイルの誤射事故が起き、海に突

入。核爆発や放射能漏れは無かったと言っていま

すが、発射した米兵は即死。1962年 10月のキュー

バ危機では、メース B（広島型原爆の 70 倍以上の

威力）による攻撃が発射寸前で回避されました。現

在も、核保有大国は「抑止力」としての核を強調しま

すが、このように一触即発の事態がいつ起こるか

予測がつきません。「核抜き本土並み」とうたわれ

た沖縄返還交渉も、当時の佐藤首相とニクソン米

大統領とで、米国が沖縄に対して「基地の自由使

用」「緊急事態の核持ち込みと通過」が行えるように

密約が交わされていました。  

 今、自衛隊と米軍が台湾有事を想定し、南西諸

島の島々を米軍の臨時軍事拠点にする共同作戦

計画が明かになっています。辺野古新基地建設を

要に、与那国島の情報収集部隊、奄美大島、宮古

島ミサイル部隊、石垣島は駐屯地建設中（ミサイル

部隊）。自衛隊に住民を避難させる余力はないの

で、自治体でやってくれといいます。住民の生命を

何と思っているのでしょうか。 

沖縄キリスト教学院平和研究所では、2013 年～

2019年に 7回に亘って、「キリスト教を土台として沖

縄・長崎・広島から平和を考える学び合い」を開催し

ており、沖縄 YWCA でも第 4 回目から関わっていま

した。礼拝、戦跡や基地などのフィールドワーク、沖

縄戦体験者の講演、学生・リソースパーソンによる

発表、学生のグループワークなど、3 泊 4 日のゆっ

たりしたプログラムの中で、参加者はそれぞれの体

験や思いを共有していきます。知識のみでなく、泣

いたり、笑ったり、様々な感情が交錯する場でした。

寝食を共にしながら、平和とは何かを考えていく貴

重なプログラムです。1 年かけて沖縄の現状を全国

に伝えるキャラバンを行った知念優幸さん、ユース・

ルピナスで活動している又吉さやかさんはフィール

ドワークのガイドをしていました。私の参加した回で

は、長崎平和大使の経験のある学生の発表、広島

女学院大学で起こった被爆についての発表があり

ました。被爆手帳を持っていらっしゃるというシニア

の方（大学院生）の参加など、世代を超えての学び

合いに深く共感しました。 

このような集いが地域 YWCA間でも行えないかな

という思いがあります。一緒に考えてみませんか。 
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平和をつなぐ
  

  

  

  

  

  

  

  

 障される社

会 に 

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。 

沖縄 YWCA 糸洲のぶ子 



呉 YWCA 会館改修のこれまで  

2021年 1月より始まった会館改修ですが、クラウドファンディングその他、皆様のご協

力のお陰で、現在第 3期工事まで進んでいます。2月から第 4期工事が始まります。 

 

第 1期工事  2021年 1月－4月 

  玄関からホール入口まで：事務所、つどいの部屋、2階 B教室床の持ち上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防法に基づいた外開きの玄関扉   合成梁が見える天井の高い通路  つどいの部屋・会議室（入口左） 

 

第 2期工事  2021年 5月－7月 

  階段下とトイレ：女性用トイレを移設（授乳スペース付）し、多目的トイレと並びました。階段下旧トイレ設備

を解体、扉を階段左側にも取り付け、物置兼作業室として使用できるようにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

第 3期工事 

 ７月－10月 

 ・2階 B教室床のささくれを 

  補修・塗装しました。  

・2階の照明・電気配線を 

  整備しました。 

・ホール前の柱を元の丸柱に 

戻しました。 

 

第 4期工事予定 

2月－ 

フードバンク設営準備。 



  
          クリスマス募金にご協力ありがとうございました 

1月 10日までに皆さまからお寄せいただいた募金の総額が 260，929円となりました。 

呉ＹＷＣＡは、人権・平和（特に女性・子どもの人権）を柱に活動を続けています。これらを大切にする働きを 

されている団体を支援するため、次の 3か所にお届けしました。 

 

・日本ＹＷＣＡ  東日本大震災被災者支援募金 

 ～すべての女性と子どもの安心・安全・未来のために 

・日本ＹＷＣＡ 災害時支援募金 

～世界中で起こる戦争・紛争・自然災害への緊急支援及び中長期支援 

・社会福祉法人救世軍社会事業団 児童家庭支援センター「明日葉」  （呉市狩留賀町）  

～18歳で養護施設を退所する若者の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委員会予定】 
 理事会         2月 16日 13：30  
広報委員会       2月  4日 13：30 

 会館維持委員会    3月 26日  9：00 
【理事会報告】 

1月 12日（水）  
１、確認・報告事項 ２、議事 1）2022年度評議委員会について 2）会員集会について 3）2021年度
活動報告及び 2022年度活動予定案について 4）その他・会館関係・他団体 

《募金をお寄せいただいた方々（あいうえお順）1月 10日現在》 

新井静子 池田大晟・泰介 池田尚子 石崎淳子 石原晴子 伊勢田三佳 伊藤俊子 上岡佳子  

畝川眞由美 大久保邦子 大谷美代子 大村喜久子 沖本郁子 上内由美子 小瀬利治 角田アサ子 

梶本直子 片山愛子 上内由美子 賀谷令子 神田千夏・龍之介 木村浩子 木村多枝子 倉田恵子  

小宇羅陵子 笹方玲子 城久美子 ジーン・イングリス 重田玲奈 神保美都子 住井かつみ 住田順子 

曽我絵利子 谷本和生 土屋宏子 筒本隆博 手島千景 長尾眞理子 中原映子 中峠房江 中峠由里 

永冨彌古 中本静恵 難波郁江 野田那保美 野間頼子 ハフリ理美容 濱田牧子 平岡佳子  

平田里枝 平原冨美子 増岡洋子 松田冨美子 松村治子 宗政祥子 村井純子 家頭昌子 山田順子  

山田美恵子 弓場美香 吉田有 らぽーる長尾美香 募金箱 匿名 7名 

 

 

呉ＹＷＣＡの活動に意見のある方、興味がある方、

こんな事やってみたい！こうしたらどう？って思

う方、理事になりませんか？あなたの視点で色々

な意見を出してください。共に活動していきまし

ょう。やってみたいと思われる 

方は 2月 28日までに、理事 

もしくは事務所までご連絡 

お願いします。 

立候補をお待ちしています。 

 

理事になりませんか？ 
 

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   

石原晴子 下末かよ子 大谷美代子 古田知子 

野間頼子 小林いづみ 地岡美根子 板垣陽子 

金谷千史 犬童公子 門田幸恵 浜根和子 匿名 

会館百年プロジェクト募金 

石原晴子 池田尚子 角田アサ子 山田美恵子 

野間頼子 新井静子 小瀬利治 濱田牧子  

住井かつみ 中峠房江 沖本郁子 ハフリ理美容 

  匿名 3名  

 

呉ＹＷＣＡ活動支援募金 

木村浩子 大濱香織 永野拓也 金谷千史  

筒本隆博 山田美恵子 野間頼子 山田順子 

畝川眞由美 曾我絵利子 匿名 

沖縄の絵葉書購入のお願い 

沖縄ＹＷＣＡが関わっている運動を支えるため

の資金になります。 

遠い呉の地からできる支援にご協力ください。 

１セット７００円です。（事務所にどうぞ） 
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