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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。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      
 

2022 年 5 月 3 日、日本国憲法は施行されて 75

年目を迎えました。 

 この 75 年間、日本は戦争をせずにすんできまし

た。憲法 9条で「戦争の放棄」をうたい、それを守っ

てきたからです。 

 2022年 2月 24日、ロシア軍がウクライナに軍事

侵攻を始め、ウクライナは戒厳令を出して武力で

抵抗。米欧各国はウクライナからの要請に応える

形で、武器などを続々と援助しています。ロシア軍

はさらに戦力を増強して、戦争に邁進しています。 

 日本国憲法第 9条は、「国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を

解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と

しています。その目的を達成するため、「陸海空軍

その他の戦力は、これを保持しない」「国の交戦権

は、これを認めない」としています。 

 ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻、ウクラ

イナ軍による武力抵抗、米欧各国による武器援助

は、日本国憲法第 9 条から引用した「 」の部分を

すべて破っていることが、わかります。憲法 9 条に

明記されている内容をすべて破ることで、戦争が

続いているのです。 

言い換えれば、日本国憲法第 9 条は、国家とい

う統治機構に戦争を起こさせないために必要なこ

とをすべて網羅しており、これ以上のレベルの法

規はない、と言えるでしょう。日本が起こしてきた戦

争がいかに悲惨な結果を招いたのか。だから、当 

 時の日本人は憲法の平和主義・戦争放棄を圧倒

的に支持したのです。 

しかし、今ウクライナで展開されている戦争は、

日本がしてきた戦争を含めた、20 世紀に二度あっ

た世界大戦と同じ名目・理由で起きています。国家

が、他国から侵される危険から自らを守ること―そ

の「自ら」には、“国家（国民）としての誇り”も含ま

れている―が、そうです。「他から侵されず自らを

守ること」そのものは否定しがたいことですが、そ

のために国家が武力を派手に行使しつづけて、数

千万人が無残に死んだのが、二度の世界大戦で

した。死んだ人だけでなく、その数倍の人が悲惨な

目に遭いました。全く同じことが、来る日も来る日も

ウクライナで起きていて、これからも続こうとしてい

ます。 

 戦争することで起きる「悲惨」を繰り返さないため

に、どうすればいいか、どうするべきか・・・そこの

思考に、人類の叡智は、これからもたどり着けない

のでしょうか。“寿命が来るまで幸せを追い求めて

生きていきたい”という自然な望み、そして、“生ま

れて、生きて、日々くらしていること”を、強制的あ

るいは有無を言わせずなぶり殺しにする（それが

「戦争で死ぬ」ことだと思います）のが、“国家・国

民の誇りを守ること”とどのようにつながるのでしょ

うか。戦争加害および被害の地である呉で、歴史

に学び近未来を見据えて考えたいものです。日々

のくらしで、子どもたちに笑顔をもたらしながら。 
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人類は「悲惨」から学べないのか  

―憲法 9条と“ロシア・ウクライナ戦争”から考えるー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

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。 

ピースリンク広島・呉・岩国 平賀伸一 



芸大美大受験コースを受講して 

呉 YWCA芸大美大受験コース卒業生 車地悠貴 

 

幼少期から好きだった絵を学びたいと思い、芸術の大学に

進学することを決心して、高校生から呉 YWCA の芸大美大コ

ースに通い始めました。 芸術の専門的高校に通っていなか

ったので、恥ずかしながら受験知識は何一つなく、受験に必

要な画材道具も揃っていませんでした。YＷＣＡ芸大美大受験

コースで、言葉の通り一から学ぶことができました。 

この芸大美大コースでは、油絵や日本画、デザイン、彫刻

等、自分が選択する分野に合わせた受験対策を行うことがで

きます。また、希望する大学ごとの試験内容に沿った指導を

受けられることが強みです。 

高校の同級生に芸術の大学を志望している人は一人もいませんでしたが、ＹＷＣＡにはそれ

ぞれの専攻分野で芸美大学を目指す受験生がたくさんいて、刺激にも心の支えにもなりました。 

広島市立大学油絵専攻を志望した私は、入試課題である木炭デッサンと油絵を中心に技術

向上を図りました。 

始めは木炭や油絵の道具の使い方も分からないことだらけで、毎日多くのことを吸収していく

日々でした。それでも絵の枚数を重ねるごとに、自分の成長を感じることができて嬉しかったこと

を覚えています。 

特に、私が入試時の課題にもなった、人物をモデルにした油絵を描くことができたのは、大き

な経験となりました。この教室では受験対策に特化して、個人に合わせたカリキュラムを組んで

もらうことができます。 

教室からデッサンの本を借りて読むこともできました。何度も繰り返し読んだ『恋する石膏像』

という本は、当時の愛読書となりました。 

芸大美大コースで先生に熱心に指導していただき、志望大学にも無事合格することができまし

た。大学を卒業し、就職した現在も油絵の創作活動を続けています。大学時代の創作活動も、

現在の創作活動も、基盤は呉ＹＷＣＡで過ごした時間です。どの絵具とどの絵具を混ぜたらどん

な色になるのか、初歩的なことから一つひとつ学んだ知識と実技の時間が、受験後の自分にも

生かされていると実感しています。 

 

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、基礎デッサンから  

 創作・大学受験まで徹底した個別指導を行います  
 

専任講師の星加哲男先生によって組まれた、個々人に即した決め細やかなカリキュラム

は、それぞれの人の特性を引き出し、伸ばしてくれます。 それは、個人の良さや持ち味を大

切に育て、人間として社会や人との関係性を、柔軟性をもって豊かに築いていく感性・想像

力を養うことにも役立っています。  

その感性・想像力はクリエイターとしての様々な道で活かされます。 

                         

 



 

「加盟 YWCA中央委員会」に出席して 
                                  会長 永冨彌古 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委員会予定】 
 理事会         6月 25日  
 広報委員会        6月 ３日  
 評議委員会       6月 11日 
  
【理事会報告】 

4月 13日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）評議委員会開催について 2）地域ＹＷＣＡ訪問
について 3）その他・会館関係・他団体 
5月 18日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）評議委員会開催について 2）地域ＹＷＣＡ訪問
について 3）その他・会館関係・他団体 
 

【臨時理事会報告】 
4月 22日（金）１、議事 1）理事及び監事の辞任について 2）定款変更と登記について 
5月 28日（土）１、議事 1）決算報告 2）委員会構成について 

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 4月末まで） 

賛助費   

植田綾子 野田那保美 ジーン・イングリス 濱田牧子 

大島純子 曾我絵利子 畝川眞由美 山田順子 松村治子 

伊藤智美 金原瓔子 石原晴子 古田知子 あじさいの会 

新井静子 小林いづみ 木村多枝子 吉中千君 小瀬利治 

神保美都子 福味孝子 大濱香織 犬童公子 住吉百合子 

伊藤俊子 馬庭恭子 金谷千史 小宇羅陵子 祝弘子 

匿名２名 

 

会館百年プロジェクト 

濱中康子 長尾眞理子 松村治子 新井静子 

井上泰子 伊藤俊子 

活動支援募金 

濱田牧子 木村浩子 安藤 長尾眞理子 

ﾋﾟｰｽﾘﾝｸ広島・呉・岩国 伊藤智美 

新井静子 井上泰子 金谷千史 匿名 

  

 

 

 

日本キリスト教海外医療協力会を通じて、あなたの使用済み切手がバングラデシュやタンザニ

アに看護師を派遣したり、カンボジアやケニアの健康教育や療育事業に使われます。 

使用済み・未使用の切手や書き損じはがきを集めています 

皆様の家や学校、職場などにある郵便物の封筒に貼ってある切手を、切手の回りを 1 ㎝

ほど残して台紙ごと切り取って呉ＹＷＣＡにお持ちください。 

 

5月 28日（土）13時から 17時 30分まで、70数名の参加に依る全国の地域・中高 WCAの総会が開か

れた。Zoomに依る会議は今年で三年目。会長に依る各 YWCAの紹介から会は始まった。内容は現状であ

ったり予定や思考中の事など、各 YWCAの歴史や現状が垣間見え情報をいただき活動の雰囲気が感じら

れた。 

議事は事前に説明や確認、動議提案などの時間がとられていたので、内容はスムーズに運ばれ説明

などへの質問意見は無かった。 

 

  今年は上記議事の他に「地域 YWCAジェンダーに関する交流会」が 6人位の小グループに依る話し合

いがもたれた。異 YWCA・異年齢で組まれており若いメンバーからの意見に刺激を、高年齢のメンバー

からの共通意見は「何よりも自分を大切に！」だった。ジェンダーの課題は山積しているが、若い人

たちの働きで随分とみえる化してきている. 

  

この企画の総合司会や提案者等、若いメンバーの画面での表情に YWCAのこんもりとした力強い未来

を感じた。最後に「全国の YWCAで一緒に推薦する議員を出して社会を変えたい！」との発言に大きな 

 拍手が沸いた。 
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