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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。 
 
 
 
 
 

  

      

参議院選挙中に、安倍元総理が他者の手により

不慮の死を遂げた。その他者にとってどのような理

由があろうとも、その行為を正当化する根拠はない

し、あってはならない。突然の別れに家族友人方の

悲しみは如何ばかりかと想像を絶する。 

   

 この件で先ず私が驚いたのは、マスコミ（国会議員

の口からも）を通して、この行為は「暴力による民主

主義への敵対である」「テロである」と大きく報道され

始めた事だ。後はそのような言葉は流れず、旧統一

教会に翻弄された犯人と言われる人や家族の宗教

団体との深いつながりが採り上げられている。 

                                    

 花を手向ける多くの人たちの中に、多くの若い人達

や高校生の姿が見られた。いずれも「民主主義政権

の偉大な指導者」と。そのような多くの言葉を聞くた

びに「あなたの立ち位置はどこ？あなたの民主主義

の実態は何？」と、私は何度もぶつぶつと繰り返し

た。私は「桜を見る会」の安倍さんの会計報告を納得

していない。「森友学園問題」は官僚込みで公式文書

を改ざんし、手を加えさせられた赤木さんは自殺し、

妻が裁判に持ち込んだが結果は認諾と言う形で、強

硬に裁判を打ち切られた事も納得していない。「加計

学園問題」の報告も納得していない。いずれも総理

時代の出来事で、本来は国会で説明を果たすべき責

任を強硬に打ち切った。このような事実があるのにど

こが民主主義の総理だったのだろうかと実に素朴な

疑問である。 

 今日では自民党と旧統一教会との深い関係をマス

コミが流している。がこれも“ ある程度の内容” でし

かないと私は穿った見方をしている。がその程度の

内容でも一市民の私は大ビックリというかやっぱりと

言うか。 

 

夫婦別姓・ジェンダーの課題・同性婚の問題が裁

判で何度も却下されるのは、旧統一教会の家庭観か

らの影響かと納得している私だ。 

 

 巷でも「個人的にはいい人だった」と言う話をよく聞

くが、その人が個人に権力を行使しなければいい人

で終わるが、その人が自分に都合の良いように個人

に権力を振るうなら、決して良い人ではない。私たち

は真に平和を創り出す為にも、心情的にではなく社

会的に構造的に自分の立ち位置を知り育てる必要

がある。それがあってこそ３６５日の平和活動であ

る。 

 

日本 YWCA の戦後の大きな一歩は「日本政府は

戦争に加担し、日本国民は元より、アジアの人たちに

償いきれないほどの犠牲を強いた事実。それを決し

て忘れない」ことを自分たちの運動を通して体現して

いくことから出発をした。この一歩の柱は「民主主義」

であり「人権」であり「戦争放棄」だ。広島・長崎に原

爆を落とされた８月を機に再度、私達は確かな立ち

位置を育てながら、自分や他者の大切さを実感でき

る呉 YWCAの活動を拡げたい。 
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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会長 永冨彌古 



コロナ禍の中、思うような練習も出来ず、久々に舞台

で歌うことが出来ました。お客様に声が届いたか不

安でしたが、お友達からすごくよかったと言ってい

ただきホッとしました。この先限りある時間を 

楽しく歌っていきたいと思います。 

 

合唱フェスティバルに参加して 

               於 6 月 12 日（日） 呉信用金庫ホール（呉市文化ホール) 

                     呉 YWCA 女声コーラス「シャローム」 
 

本当に久しぶりのステージでした。それまでは中止もしくは辞退。練習しても発表する場はなく

コロナに翻弄された日々でした。私たちは YWCAのホールで練習を続けることが出来ましたが、練

習会場を確保することが難しかった合唱団もあったと聞いています。そのせいか参加したのはわ

ずか 7 団体。その割には多くのお客様を前に歌えて幸せなひと時を過ごす事が出来ました。ご尽

力いただいた全ての方に感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりの演奏会は、楽しく

みんなで舞台に立てたと思

います。心のこもった歌声が

聞いている人に、伝わってい

たらうれしいです。 

 

コロナの中なかなか舞台に立て

なかったので文化ホールで歌う

ことができとてもうれしく思い

ました。マスク着用でしたが、思

いきり歌うことができました。 

 

数年ぶりの舞台。緊張というよ

り、温かい気持ちで歌を届けた。

孫や夫の姿を思い浮かべながら。

マスクで声の振動が止まってし

まったので、次回は是非無しで歌

いたい。 

 

「平和のたね」を歌ったシャロームの皆の気持ち

は、少しでも客席の皆様に届いたでしょうか。一人

のまくたねは小さいけど、少しでも大きく育ってほ

しいと願います。 

長年コーラスをやってきました

が、マスクをつけて歌ったのは初

めてです。本当に貴重な経験でし

た。でも次は外して歌いたいです。 

 

メンバーを募集しています。 

心よりお待ち申し上げます。 

毎週木曜日 13時～15時 30分 

呉 YWCAのホールで練習しています。 

お問い合わせ 

野田 20-3152  080-1907-0192 

 呉 YWCA   21-2414 

 

「平和のたね」精一杯想いを込

めて歌いました。皆様の心の琴

線に届いたでしょうか？久しぶ

りのステージで歌えることの喜

びと幸せを感じたひと時でし

た。 

 

久しぶりの大ホールでの合唱

はとても感激しました。特に混

声合唱団の歌声は心に沁みま

した。私たちの練習場は古い木

造の建物です。タイムスリップ

したようでとても落ち着きま

す。是非お越しください。 

 

いい歌詞とメロディーの好きな二曲を歌

えて良かったです。歌詞が届きますよう

にと歌いました。 

 

フェスティバルの 6月 12日は実家の母の 87歳の

誕生日でした。「逢えてよかったね」の気持ちを込

め、そして「平和のたね」は孫の未来が平和な世

でありますよう願いを込め歌いました。 

 

 

歌が大好きでシャロームに入会させ

ていただきました。舞台では大変緊

張しましたが皆さんのお陰で終える

事が出来ました。これからも皆さん

と一緒にずっとコーラスを楽しく続    

けていきたいと思ってます。 

 今回久しぶりに観客のはいった

ホールで歌うことが出来、大へ

ん嬉しく思いました。二曲とも

大へん良い曲で、マスク越しの

声でしたが、皆様に届いてほし

いと一生懸命に歌いました。 



 フードドライブと地域・子ども食堂 
 

 ７月15日（金）生協ひろしま焼山店でフードドライブが実施されました。  

 本来フードドライブとは、家庭で食べきれない食べ物を持ち寄り、 

地域の福祉団体や子ども食堂などに寄贈する活動のことですが、 

今回は生協ひろしまのご協力の元、焼山店の店内で販売されている 

商品をいただける事になりました。その仕組みは、地域・子ども食堂 

が必要としてリストアップさせて頂いた品物を、来店された方がその 

商品の代金を支払ってくださるという仕組みです。 

フードドライブの商品が並んだ棚においてある札を持ってレジに行き、 

お支払いしていただいた商品がフードバンクゆるてぃさんを通して 

呉市内４か所の子ども食堂に届きます。 

当日は暑い中、焼山店に来店され、子ども食堂のためにと品物を購入 

していただけた事、また、生協ひろしまとフードバンク契約をされ 

ているフードバンクゆるてぃの皆さまにもご協力をいただいた事、 

本当にありがたく、感謝以外ありません。 

  

 地域・子ども食堂はおとなも子どもも誰もが参加出来る場所です。 

ぜひ皆さんでおいでください。 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委員会予定】 
 理事会         8月 20日 13：30 
広報委員会       8月  5日 13：30   

【理事会報告】 
6 月 25 日（土）１、確認・報告事項 ２、議事 1）評議委員会について 2）登録有形文化財の申請に
ついて 3）木の建築フォラムについて 4）2022年度後半行事について 5）その他・会館関係・他団体 
7 月 14 日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）クリスマスのつどいについて 2）会館百年プロジ
ェクトについて 3）木の建築フォラムについて 4）監事参加理事会 5）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 6月末まで） 賛助費   

山中久美子 土屋宏子 新田和子 片山愛子 中原映子 

大谷美代子 野田那保美 斎藤喜子 伊勢田三佳 

梶岡静子 佐々木一子 谷本和生 増岡洋子 楠本優美子 

Ciel ぱぴえ紙ふうせん 伊佐雅美 

会館百年プロジェクト募金 

 斎藤喜子 永冨彌古 中峠由里 

 

 

呉ＹＷＣＡ活動支援募金 

木岡ファミリー基金  呉 YWCAを支える会  広島ＹＭＣＡ 

大谷美代子 谷本和生 永冨彌古 中峠由里 伊勢田三佳 

 

 

 

ウクライナ支援募金については 7月

31日で一度締め切らせていただき、皆

さまからお預かりしているお金を日本

ＹＷＣＡを通じて現地に届けます。 

（7/31現在 56,063円） 

なお、支援募金については今後も受け

付けていますので事務所までお声掛け

ください。 

ウクライナ支援募金について 

 

2022年度今後の予定 

第 2土曜日 第 4土曜日 

11 時～14 時 18 時～20 時 

８月 13日 27日 

９月 10日 24日 

10月 ８日 22日 

11月 12日 26日 

12月 10日 24日 

１月 14日 28日 

２月 11日 25日 

３月 11日 25日 

一緒に川掃除しましょう♪  

日時 9月 24日（土）9：00～ 
 呉ＹＷＣＡは線路と道路と川に囲まれた場所にあ

ります。美しく気持ちの良い環境作りを目指して年

に２回川の掃除を行っています。短い時間でも構い

ません。一緒に川の掃除をしてみませんか？呉Ｙ

ＷＣＡ傍の川の水はきれいで気持ち良いですよ。 

皆さまのご参加お待ちしています。 

『ボラ活～ボランティアの輪を広げよう～』 

呉 YWCA の音訳活動と地域・子ども食堂につい

てお話をする事になりました。 

日 時：9月 14日（水） 13時～15時 

場 所：くれ市役所１階 くれ協働センター 

参加費：無料  

問合せ・申込：くれ協働センター 25-5602 
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芸大美大コース・夏期講習会 2日～13日 17日～23日 15:00-21:00 （日曜・祝日休み）
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