呉 YWCA は日本国憲法の前文の恒久平和実現のため、
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来を生きるために…

オバマ大統領の「ヒロシマ訪問」の目的
田村順玄(ピースリンク広島・呉・岩国（岩国世話人）、岩国市議）

2016 年 5 月 27 日、オバマ大統領が被爆地・

5 月 27 日 15 時 31 分、
“思いやり予算”の滑

ヒロシマを訪問し、
「初めてな出来事！」として

走路を利用し、米大統領専用機「ｴｱﾌｫｰｽ・ワン」

マスコミが大きく「新しい歴史の始まり・・」

が名古屋空港から到着した。岩国基地の格納庫

等と祭り上げ、採り上げた。がこの訪問の前章

には海兵隊や海上自衛隊員、岩国市長などが待

は「伊勢・志摩サミット参加」であった。しか

ち受け、オバマ大統領は 10 分余の演説を行っ

しサミット協議結果等はロクに報道もされず、

た。この格納庫は沖縄普天間基地から移転して

ヒロシマ訪問のニュースのみが大きく報道され

来た空中給油機 KC130 の為に、最近完成した

た。
又、
広島迄の道のりは報道されなかったが、

施設である。大統領はこの場所でのスピーチは

岩国基地の滑走路を使い広島を訪問した。しか

極力短くし、後は兵士達との接触の行動に出た

もその「オバマ大統領の滞在時間は広島より岩

と言う。大統領は熊本地震の援護活動で働いた

国基地の方が永かった」という事実を知る人は

オスプレイの女性パイロットを紹介し現場兵士

ほとんどいない。

の士気を高めるなどのパホーマンスを行ったと

詰り「アメリカ大統領、初ヒロシマ訪問」は

言う。ヒロシマ訪問をした日に、アメリカ合衆

表の姿で真の目的は「日米政府にとって混迷し

国軍隊（4 軍）総司令官（大統領）が、極東ア

ている沖縄の基地事情を吹っ切ることが出来

ジアの日本に駐留する一部隊に最大のサービス

る？千歳一隅のチャンス」のプログラムだった

をした日でもあったのである。

のである。このプログラムを成功させる為、日
米政府は昨年 12 月のケネディ駐日大使の岩国

この後、岩国基地から４機のオスプレイを従

基地視察、5 月のケリー国務長官の広島訪問な

え、大統領専用ヘリコプター「マリ－ン・ワン」

どに依って準備を行って来ていたのである。

で広島に向かった。１０分余の飛行中、廿日市
付近から宮島へ寄り道し、空から宮島大鳥居を

ここ 10 年、岩国基地は沖合移設工事で施設

見学させた。が、オスプレイ飛行については２

が格段に広く大きくなり、基地敷地に 8 千億円

０１２年初配備前、日本政府は日米合同委員会

余の「思いやり予算」が投入され、新滑走路を

でそれの安全性確保のために、飛行方法・経路・

始め格納庫などあらゆる基地施設が新設・拡大

運用の取り決めを確認した。にも関わらず当日

された。

の飛行プランはこれを無視した危険な飛行だっ

たのである。市議会で市長にこの危険性・約束

回の大統領訪問の第一の目的が記録にもよく表

違反に関して質問をしたら「オバマ大統領に宮

れている。

島の大鳥居を観せて何が悪い」的な返答だった。

早速、日米政府は具体的に岩国基地を絡ませ

仮にも市を代表して市民の安全を確保するのが

た新たな基地強化策を次々打ち出し、その極め

重要な役割の市長からの返答に、
「米軍の為なら

つけが「F３５B ステルス戦闘機」配備の通告

何がなされても異議はない」という政治の現実

である。私たちは改めて、全国へ岩国基地の拡

がみえた。

大強化反対の声をとどろかせたい。

広島からの行事を終え、岩国基地に帰った大

日米政府は今の岩国基地の存在を大統領に印象

統領は 19 時 15 分基地を発ち帰国の途に就いた。

付け、今後のアジアにおける在日米軍の役割を

その間費やした時間は 2 時間 44 分だったが、

岩国基地に主軸を置く展開と想定していること

その内ヒロシマ滞在は 59 分で、岩国基地では 1

がよく見える、オバマ大統領のヒロシマ訪問だ

時間 18 分であった。岩国の方が 20 分永く、今

った。

今日、花を生けられるしあわせ

８・６の花たち展
2016 年 8 月 6 日
呉 YWCA ホール

を終えて

8 月 6 日はとても暑い日でしたが、素敵にア
レンジされた美しい花たちによって、呉
YWCA のホールは涼やかな癒しの空間とな
りました。夜には二胡の演奏が川風を運び入
れてくれました。

「建物疎開作業で亡くなった動員学徒の碑めぐり」を通して
難波 郁江（広島 YWCA 会員・評議員・平和活動部会担当）

被爆・敗戦 71 年の 2016 年は日本中がオバマ大統領の広島訪問が話題になり、広島市平和記念
公園内は多くの人で混雑しました。その中で広島ＹＷＣＡは平和大通りに焦点を当てたフィール
ドワークを今年も企画しました。県外からの参加者も多く五十八人で平和大通りを歩きました。
1990 年代から続いている「８・６ヒロシマ平和へのつどい」のプログラムの中で「平和記念公
園内」「広島城周辺徒歩コース」「比治山・宇品バスツアー」「海から見る軍都廣島」などいくつ
かのフィールドワークが企画されていました。そのうちの「平和記念公園内碑めぐり」を広島Ｙ
ＷＣＡのサークル「カンナの会」が担当して来ました。8 月 6 日の平和記念公園内の碑めぐりは
他の市民グループや組合関係の団体も企画され公園内は混乱するので何か工夫をしなければな
らないと模索していました。
2014 年にタイミングよく『広島第二県女二年西組』の著者の関千枝子さんがフィールドワーク
をしてくださるということでこのコースを始めました。
広島に住む者は「平和大通り」を誰でも知っています。が、この広い特徴のある大通りは 1945
年当時の 12 歳～13 歳の中学生や女学生が建物疎開作業としてその基礎が造られ、
8 月 6 日当日、
六千人以上の少年少女が原爆によって一瞬にして命を奪われた所なのです。
しかし今日、広島の教師たちがあまりにもその事情を知らないでいることを関千枝子さんは憂
えておられます。ご自分は 8 月 6 日はたまたま体調不良で作業を休んでおられたために死から免
れられました。碑にまつわるお話を伺いながら被爆死された級友たちのことを弔い、ご自分の被
爆体験を証言しながら戦時中の状況を話してくださいました。
多くの中学生や女学生が原爆死しましたが「慰霊碑」や「追憶の碑」があるのは有名な学校し
かありません。国民学校、尋常小学校などの碑はほとんどないそうです。また、被爆死した少年
少女の中には朝鮮半島から来た人もいたはずですが被爆死した人数には含まれていないようで
す。このことは関さんがこの課題と取組みを主張される大切なひとつでもあります。
私達呉・広島ＹＷＣＡが今日まで広島市内の反戦・反核運動をしている仲間と協力して活動し
てこられたのは 1980 年代にキリスト教社会館館長であった宗像基牧師を中心にした「ストップ
・ザ・戦争への道！ヒロシマ講座」の活動が私たちに大きく影響を与えたのだと私は思います。
呉ＹＷＣＡは「トマホーク配備を許すな！呉市民の会」を中心に運動が活発化していました。広
島ＹＷＣＡはそのあとをついて行ったようなところがあります。しかし 8 月 6 日の朝、「市民に
よる平和宣言」を平和公園に集まった人たちに配布したり原爆ドーム前でのダイインなどのピー
ス・アクションは呉ＹＷＣＡと一緒だったからこそＹＷＣＡの運動をアピールすることができた
のだと私は確信しております。89 年には「ピースリンク広島・呉・岩国」が発足しＹＷＣＡのメ
ンバーが湾岸戦争の時には弾薬が運び出されるトラックを追跡し監視したという行動もありま
した。奇しくもこの原稿を書き始めた時、前述の宗像基牧師が天に召されました。人一倍，海軍
兵学校でのことを反省し、反戦牧師として、「戦争をしない方向へ」と鋭い眼でもって為政者を
監視されました。宗像牧師のパワフルに権力に立ち向かっていかれた姿勢をＹＷＣＡこそが受け
継ぎたいと思います。主にあって祈りつつ進んでいきましょう。

「憲法カフェ・一歩からの希望」
山中 久美子（呉 YWCA 賛助員）
安保法案が可決されてから１年が過ぎた。そして、改憲の発議、３分の２がこの夏の選挙で確保され
てしまった。この現実を前にしても、まだ私の周りにその危機を感じて語り合う人はほとんどいない。
しかし逆にほんの数人だが関心を持つ友人達との話題はどうしても政治と社会問題についてとなる。矛
盾ばかりの事実が明らかになる度に慌てての対応だが友人達と学びあうことが続いている。
とは言え、今思うと恥ずかしくなるのだが、５０才も過ぎた私が
政治に関心を寄せるようになったのはここ最近の４年前からの事。
「保育」という仕事を通して近年は特に疑問を感じることが多くな
っていた。そして「こども子育て会議」の傍聴や幼児教育振興策提
案等へのパブリックコメント提出、実践発表を通じての問題提起等
行動を起こして来たのだが、その度に唖然とすることばかりだった。
そして今思えば当然の事だが、毎日の暮らしはたくさんの社会の仕組みや政治や経済と深くつながって
いることを感じ、気が付いて来た。
「語り合う」仲間がいることは視野を広げていく。私がフクシ
マ・沖縄、そして憲法のこと、ただ漠然となんとなく感じていた問
題意識をくっきりと身近なこととして感じられるようになってい
ったのは、語り合う人がいたからこそに他ならない。知らなかった
「事実」を聞く中で「知りたい」思いは膨らんでいく。テレビや新
聞では報道されない事実を講演会や現地に足を運んで見たり聞い
たりする。ネットで配信されている情報を見る。こうして少しずつ、私の見える世界は今までとは全く
違うものになっていったと思う。そしてその事柄が、単にニュースとしてではなく、そこで暮らす人は
…への思いが生まれ、それはますます他人ごとではなくなって行った。
小さな自分にできることって何だろう？真剣に考えていた頃、呉の地・ＹＷＣＡで憲法カフェが生ま
れた。声をかけてくださったのは２０年以上前に子どもが通っていた共同保育・幼稚園の保育者。親だ
った私はここで「人は関わりの中で学び育つ」ことを実感した体験を持つ。そして今もそれを強く思う。
憲法カフェで学び始めた今では、「日本は自由で安心で平和な国」と何の根拠も持たず、何となく思
い込んでいた自分を恥ずかしく思うし、昨年の強行採決の場面や憲法を解釈で変えられてしまった現実
や都合の悪いことは隠されていくという事実を前にすると、これからは幻想やごまかしに気づく眼を育
て、雰囲気に流されない力をしっかりと磨いていかないと大変なことになると心から思っている。
憲法１２条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の
不断の努力にて、これを保持しなければならない。」そうだ。平和
を築いていくのは誰かではなく「私」一人ひとりだ。一人ひとりの
「私」が集まる一歩は大きい。語り合う中で学びが生まれ広がって
いく。今ここで出来ること…たくさんある。

お料理メモ
秋の味覚

「きのこライス」

材料（１人分） お米 1/2 合（75ｇ）お水 100 ㏄ しめじ 15ｇ
えのきだけ 15ｇ 干しシイタケ 1ｇ（生シイタケ 10ｇ）とり肉 30ｇ
バター８ｇ みりん 5ｇ しょうゆ 7ｇ 飾り用 ゆで人参 20ｇ
①まずはごはんを炊く。
②しめじは房をほぐして 1 本ずつに、えのきだけは 2 ㎝位に、干しシイタケは千切りにする。
③とり肉を一口大（2 ㎝角位）に切る。
④バターでとり肉ときのこ類を炒め、みりんとしょうゆで味付けをする。
⑤炊きあがったごはんに炒めたきのこ類を混ぜ合わせる。

⑥ご飯を盛ったら彩りにサイコロに切って塩ゆでした人参を散らす。人参はパセリに変えても…
レシピ紹介 松藤比沙子（呉 YWCA 会員・栄養士）

ハロウィンパーティー
ご挨拶
平城総幹事が９月末付けで退職

ボランティアスタッフ

募集中！

された後を受け、10月１日より
業務執行理事として事務所に入
らせて頂く事となりました。
不慣れな部分も多々ありますが、
皆様に教えて頂きながら、新し
い気持ちで頑張って行きたいと
思います。 これからどうぞ

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 8 月 1 日～9 月 30 日）

よろしくお願いします。
（賛助費）
業務執行理事 家頭昌子

久良友美
吉原純子
犬童公子

（未来を開く募金）
女子学院高等学校１年生
梶本直子、日本山妙法寺
平原冨美子、中峠由里
吉原純子、西森壽美枝
Scott R Ritter、平城智恵子
RuBy、呉 YWCA を支える会
ﾗ･ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞｩ･ﾗ･ﾌｪｯﾄ

【理事会報告】
[7月 月次会]2016年7月15日（金）13：00～16：30 呉YWCA会議室 1、協議事項 ①前回議事録の確認（訂正） ②5月末会計
報告 2、報告 ①委員会 会館維持委員会（会館修繕の状況、チャレンジスペース退室と貸室希望者について） プログラム委
員会（折り紙建築WS、8.6の花たち展） 広報委員会 ②グループ活動 シャローム（11月6日 創立30周年記念コンサート）
Welove9条（7月7日 憲法cafe） 3、その他 夏の映画上映会、来館予定 日本山妙法寺様（7月31日～8月2日）
[7月 臨時月次会]2016年7月29日（金）10：00～12：000 呉YWCA会議室 1、協議事項 ①会議名称の変更提案 ②理事会と監
事について ③平城総幹事退任に伴う変更登記について 2、報告 ①新幹事養成案の共有化ついて ②チャレンジスペースの状
況 ③平城総幹事退職について周知方法
3、その他 ①会館維持委員会（伐採について報告） ②貸室料改定について ③市
民劇場（机貸し出し） ④人事委員退任の申し出
[9月 第2回 定時理事会]2016年9月3日（土）13：30～16：30 呉YWCA会議室 （議事前）平城総幹事の退職前有給休暇の申出
1、協議事項 ①前回議事録の承認 ②理事の退任について ③7月末会計報告 ④下期の取り組み（亀山大祭授乳・おしめ替え場所、
クリスマスのつどい、日本YWCA応募企画、全国総会） ⑤委員会からの協議事項 会館維持委員会（会館貸室料金設定、チャレ
ンジスペース更新） 2、報告 ①委員会 会館維持委員会（トビキリ夏祭り報告） プログラム委員会（なかなか遺産認証記念
ビアパーティ、8.6の花たち展報告） 広報委員会 ②地域貢献活動（夏休み子ども事業、女性応援講座） ③その他 大濱税理
士（8月23日） 日本山妙法寺様来館
3、予定 ①職員・幹事研修（10月1日） 理事研修（10月2日）
[9月 月次会]2016年9月23日（金）15：30～17：00 呉YWCA会議室 1、協議事項 ①前回議事録の承認 ②平城総幹事の退職に
際して ③全国会員総会について ④女性や子供のサポーター事業（亀山大祭授乳・おしめ替え場所）⑤職員・幹事研修及び理
事研修 ⑥委員会からの協議事項 2、報告 ①8月末会計報告 ②建物調査状況報告 ③下期の取組（ハロウィン、Ｙわいカフ
ェ（布草履、箸袋）、クリスマスのつどい） 3、委員会・グループ プログラム委員会（とびきり夏祭り報告） 会館維持委員
会 広報委員会 4、その他 チャレンジスペース利用規約の改定について YMCA・YWCA合同祈祷週 シャローム発表会 来館予
定 キリスト教愛真高等学校（10月26日）

2016年10月
日

2
14:00 理事研修

9

・11月19日、20日に東京で全国会員総会が開催されます。参加を希望される方がいらっしゃいましたら10月15日までに事務局まで。
・11月６日女性コーラス・シャロームの創立30周年記念コンサートがあります。受付のお手伝いして頂ける方募集中です。
・10月29日のハロウィンパーティー ボランティアスタッフ募集中です！
・11月11日合同祈祷週（テーマ「誰も置き去りにしない」）が広島YMCAのコンベンションホールで開催されます。参加希望者は事務局まで。
月
火
水
木
金
土
10:00
26
27
28
29
30
1 デッサン
13:00 Talk Talk
13:30 子供絵画教室
14:00 職員・幹事研修
13:30
13:30
3
4
5
6
7 広報発送
8
布草履WS
12:20 プライベート英会話 9:30 音訳グループ
(13:00 コーラス・シャローム) 11:30 英語スキルアップ 13:00 Talk Talk
15:30 書道教室
17:50 ヨガ講座Ｂ
10:45 ヨガ講座Ａ
13:30 子供絵画教室
13:30 編集会議
10:45 大人英会話
0:30 リフレッシュヨガ 17:00 スペース解放
体育の日
12:20
Ｙわいcafé
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11:00 亀山大祭に伴い

プライベート英会話
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15:30 書道教室

12:20 プライベート英会話
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13:30 聖書を読む会
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12:20
プライベート英会話

13:00 音訳グループ
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10:30 おもてなし英会話 10:30 愛真高校来訪
13:00 ヨガプラスワン

1

2

15:30 書道教室

10:45 大人英会話
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11:00
会館維持委員会
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17:50 ヨガ講座Ｂ

10:45 大人英会話

15:30 書道教室
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10:45 大人英会話

15:30 書道教室
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13:00

13:00 ヨガプラスワン
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10:30 おもてなし英会話
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スペース解放
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(13:00

11:30 英語スキルアップ 13:30
10:45 ヨガ講座Ａ

14:00
広報委員会

コーラス・シャローム)
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11:30 英語スキルアップ
10:45 ヨガ講座Ａ

10:45 大人英会話

13:00 Talk Talk

13:30 子供絵画教室
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13:00

ハロウィンパーティー

0:30 リフレッシュヨガ

4
コーラス・シャローム

布草履WS

13:30
10月月次会
11:30 英語スキルアップ 13:00 Talk Talk
10:45 ヨガ講座Ａ
18:00 フリースペース
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28

10:45 大人英会話

13:00

15
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11:30 英語スキルアップ 10:00 デッサン
10:45 ヨガ講座Ａ

13:00 Talk Talk

0:30 リフレッシュヨガ 13:30 子供絵画教室
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