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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。 
 
 
 
 
 

       

昨年度の呉 YWCA は、コロナ禍で人や物の動き

も停滞しがちな日常の中でも、多方面の方達との話

し合いを重ね、知恵や力を頂きながら大きく舵を切

った。それは「建物の整備とこれからの活動」の模

索から始まった動きであった。 

 

その一つが、「建物内部の改修や設備変更」であ

る。それへの対策として呉 YWCA としては初めてク

ラウドファンディングを組んだ。達成できるか緊張し

たが、目標額を越える事が出来た。呉 YWCA に関

わる一人ひとりが輪を広げ、思いを繋いで下さった

結果だと思わず声を上げて喜ぶ場面もあった。それ

と並行して設計や工事者の方々との話し合いを続

け、玄関・会議室・事務所・トイレ・2階B教室・物置・

ホールの柱等々手を加える事が出来た。これらは

その都度ニュースにて報告をして来た。 

二つ目は「地域・子ども食堂」の開設である。開設

の為に他地域の子ども食堂を見学した。地域性や

人材・建物等から来る独自性があり、参考になる知

恵を頂いた。結果、21 年の歴史を持つフリースペー

ス夕食会に加え、第 2 土曜日にワイワイ食堂の開

設に至った。今は準備する側も来ていただく方達も

手探りの状態で、会話もぎこちないかも・・・です。

が、スーパーや企業からの協力、又個人的に食材

やご寄付を届けて下さる方等々、思いもかけない働

きに助けられているし、この活動から社会の一面も

見えて来た。 

 三つめは「フードバンク」の立ち上げである。これ

は現在一階奥の部屋をその場所に想定して周辺も

加え準備を進めている。皆で知恵と力を注ぎたい。 

 コロナ禍で私たちの暮らしはずいぶんと変わっ

た。経済活動の変化のため、死活問題迄に追い詰

められた人の数は想像以上との事。特に女性への

しわ寄せの様が心を締め付ける。この体験から今ま

での暮らし方に戻るのではなく、今後の私達の暮ら

しの新生に繋げたいと切望する。 

この様な中、ロシアのウクライナ侵攻が始まっ

た。ニュース源や両国の歴史を注視しているが、な

んと理由を付けようとも「軍事力では解決しないし、

平和をつくる事は出来ない」「人は殺し殺されてはな

らない」との思いが深まる。 

ウクライナ侵攻に異議を唱えるなら、日本での

「改憲の動き（9 条）」に異議を唱えなければならな

い。日本 YWCA はウクライナ YWCA と連絡をとりあ

っている。私達の呉YWCAの活動も世界に繋がって

いる事を実感する。 

 

 呉 YWCA は地域の中で存在するための活動を模

索している。 特に地域・子ども食堂やフードバンク

の課題は「地域の中で、本当に困っている人達との

繋がりを紡ぐ」こと。そして、共に活動したい人への

門戸や懐は広くて深い事を伝えていきたい。 

 

  地域で生き生きと活動を生み出しながら、同時

に世界の人達と繋がりながら真の平和を創り出す

呉 YWCA でありたい。「平和を実現する人々は、幸

いである」（マタイによる福音書 5章9節）。平和は身

近に、そして会った事もないが私と同じように今生き

ている人達と共にあるものだと感じる事が出来る活

動を共に生み出したい。 

 

Apr.  2022 

共に活動をつくる、平和をつくる 

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。 

呉 YWCA代表理事・会長 永冨 彌古 

沖縄 YWCA 糸洲のぶ子 



私たちは、新しい取り組みを始めています 

ワイワイ食堂、フードバンク事業へ 
会館百年プロジェクト代表 木村浩子 

 昨年は、クラウドファンデイングを行い、無事目標額を達成して改修に滑り出すことができ

ました。 

玄関周り、天井の梁、二階の床面の補強とささくれ防止、トイレ等の移動に加え、電気回線

の点検と取替、電灯の設置、漆喰が落ちかかっていた柱の補修、階段下の旧トイレの壁補修等々

を終えました。玄関から入ると以前とは見違えるようにきれいで安心な空間になりました。そ

して旧トイレの場所に新しい収納スペースを作り、1 階奥に詰め込まれていた、たくさんのも

の、物、ものたちを分別、整理し移動させました。でも、ちょっと多すぎました！捨てるには

しのびなく使ってくださる方がいれば、と、 0 円市を開いたら、大盛況で、「こんな素晴らし

いものをタダではもらえない」と改修のために寄付してくださった方も。たくさんの応援と協

力と参加を本当に感謝しています。 

 

 この経験から私たちは夢に描いていた次のステップに進む時が来たと感じ、決心することに

なりました。お金はないし力も弱いけれど、呉 YWCA ならではの働きはできないだろうかと考

えに考えた結果、地域・子ども食堂「ワイワイ食堂」を始めることになりました。 

 

「ワイワイ食堂」はたくさんの個人、団体のご支援を得て 12 月から始めました。米、野菜

等の食材の提供を受け、又、飛入りで生きのいい魚を 30 匹くらいさばいて持ってきてくださ

る人がいて、急遽助っ人に入った人も含め、カレーにサラダ、おいしーい天ぷらもできました

（第 1 回）。食材を定期的に提供くださるところも見つかり、毎回、その食材を見ては「う～

ん」と知恵を絞ってメニューを作りおいしく料理しています。コロナの影響もありましたが、

いろいろな人が三々五々来ては食事を楽しんでいます。 

 

今、私たちはフードバンクの準備に入っています。これまで呉 YWCAが実践してきた蚤の市、

バザー、まるしぇを通した「誰かにとって不要なものも、ほかの誰かにとっては大事なものに

なる」という働きを食べ物に広げていくものです。場所は 1 階一番奥の部屋です。これから、

最低限の補強をしながらフードバンク事業が展開できるようしていきます。その後、キッチン

の改修に進みます。果てしのないような道のりですが、みんなが楽しくつどう為に必要な事業

だと思っています。 

 

みなさんにお願いがあります。毎月第 2 土曜

日は昼食、第 4 土曜日は夕食を提供します。誰

でも OK で、おとなは 300 円、こどもは無料で

す。昼食は 11 時からの提供ですが、準備は 10

時からします。小さな手でも、少しの時間でも

お手伝いいただけると嬉しいです。一人でも、

友達と一緒でもお気軽にお運びください。一人

と一人が集まれば二人に、それが集まればにぎ

やかに話がはずみます。お待ちしています。 



2021年度合格実績 3/24現在 

合格おめでとう！ 

広島市立大学 芸術学部 油絵専攻 

広島市立大学 芸術学部 デザイン専攻 

女子美術大学 芸術学部 美術学科 油絵専攻 

京都精華大学 デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 

グラフィックデザインコース 

京都精華大学 メディア表現学部 メディア表現学科  

メディア情報専攻 

大阪芸術大学 芸術学部 美術学科 (特待生) 

倉敷芸術科学大学 芸術学部 デザイン芸術学科 

                         (特待生) 

比治山大学 短期大学部 美術科 

広島市立基町高校 普通科 創造表現コース                             

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ワイワイまるしぇ 開催します 

まるしぇ準備会を行います。 

4月 19日から毎週火曜日（5月 3日を除く） と開催日前日 21日 

13：30～15：30 の 2時間 

準備のための作業を一緒にしませんか。 

まるしぇ当日のスタッフ大募集中！ 

是非ご参加ください        呉ＹＷＣＡを支える会 

 

５月 22 日（日） 10：00～14：00 

楽しいワークショップや雑貨、新鮮お野菜、足つぼマッ

サージ、支える会恒例の味自慢食堂やリサイクルコー

ナーも充実しています。 

是非楽しみにお出掛けください。 

どのような歴史・経緯があろうとも、戦争は絶対にしてはいけません。私たちと同じ人たちが苦しみ泣

き絶望しています。私たちの募金がウクライナの人々の「緊急生活支援」や「周辺国に逃れた人々」の

希望に代わることを願って募金をします。お寄せいただいたご寄付は日本ＹＷＣＡから協力団体・ネッ

トワークを通じ、YWCA世界奉仕協議会による女性や少女のための中長期支援と YMCAの行う緊急支援活

動を通じて現地に届けます。 

2021 年度 芸大美大受験コース  

「ウクライナ 緊急支援募金」受け付けています 

指導：呉 YWCA 専任講師 星加哲男 

対象：中学生、高校生、卒生 

日時：火～金 18:00-21:00 

生徒作品 



会員集会開催のお知らせ 
 

2021年度の事業報告、2022年度の事業予定等について会員集会を開催します。  

定期会員集会は、会員をはじめ呉 YWCAの活動に関心のある方が一堂に会し、一年間の活動を振り返 

り、新年度について協議しその方

向性を定める、とても大切な機会

です。 

会員・賛助員だけでなく、 

呉 YWCA の活動に関心のある方も

是非ご参加ください。 

 

日時 2022年 4月 16日 （土） 

場所 呉ＹＷＣＡ １階ホール 

時間 13時 30分～15時 

 

会員集会終了後、15時から防災避

難訓練を実施します。ご協力よろ 

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委員会予定】 
 理事会         4月 13日 13：30 
広報委員会       4月 １日 13：30 

 会館維持委員会     5月 16日 13：30 
  
【理事会報告】 
2 月 16 日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）次年度活動目標について 2）2022 年度事業計画及び
予算案について 3）会員集会の内容について 4）理事の役職変更について 5）3 市ＹＷＣＡ合同研修会
日程変更 6）その他・会館関係・他団体 

3 月 26 日（土）１、確認・報告事項 ２、議事 1）事業報告書について 2）2022 年度事業計画につい
て 3）会員集会について 4）その他・会館関係・他団体 

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   

馬庭恭子 祝弘子 柳つとむ 仁木ルミ子  

増岡洋子 土井桂子 佐藤待子 福沢喜美江  

大濱香織 住井かつみ 匿名 

会館百年プロジェクト募金 

笹方玲子 柳つとむ 福沢喜美江 

 

 

呉ＹＷＣＡ活動支援募金 

木村浩子 福味孝子 佐藤待子 設楽順子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画実施する 

2022年度呉ＹＷＣＡ基本方針 

呉 YWCA はキリスト教の基盤にたち、女性と青少年の力を育て、社会

的弱者に寄り添い、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。 

活動方針 

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は日本国憲法前文の恒久平和実現のため、憲法９条の非

武装、不戦の誓いを広げていきます。 

活動課題 

1. 環境と平和の問題に取り組む。 

2. 地域の女性と子ども、高齢者に貢献するプログラムを 

企画、実施する。 

地域・子ども食堂 

岩永昌子  

 

 

 芽吹きの季節、皆さまにはお変わりなくお

過ごしのことと存じます。平素から呉 YWCAの

活動にお心をお寄せいただきありがとうござ

います。 

 さて、新年度を迎え 2022年度会費・賛助費

の振込用紙を同封させていただきます。 

出費多き折かと存じますが、何とぞご理解

ご協力のほどお願いいたします。 

会費納入についてのお願い 

 

訃報 木岡小枝子さん 

創立から呉 YWCAの基盤を作られ、尽力された木岡さんが 2月 24日 98歳で逝去されました。 

さまざまな人を、受け入れ、育て、つなぐという働きを私たちに示し続けられました。 

長年にわたる呉 YWCAでの力強いお働きに感謝し平安をお祈りいたします。 
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芸大美大コース １学期 4/5～ 火～金 18：00－21：
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