´ 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
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子どもたちが伸び伸びと若い人
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
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来を生きるために

クリスマスメッセージ「神様からのプレゼント」
吉田
今年もクリスマスの季節になりました。11 月に

有（救世軍呉小隊長＜牧師＞）

プレゼントは受け取る側よりも贈る側に喜び

入ると街はクリスマス一色になります。煌びやか

があります。贈る側の方が、手間がかかるかもし

に彩られたクリスマスツリー、沢山のプレゼント

れません。犠牲を伴うかもしれません。拒絶され

を抱えるサンタクロース。何か街中が期待と喜び

ることを考え、不安や恐れがあるかもしれません。

に溢れている様な気持ちになります。

しかし、その先にある、受け入れてもらえた時の

私はキリスト教の牧師であった両親のもとに
生まれました。両親は毎年、クリスマスになると

喜びは私たちの人生を変えるほどの大きな力が
あるように思います。

教会の子どもたち、大人たち、お世話になった
方々にクリスマスプレゼントを用意していまし

クリスマスは、神様が私たち全人類に与えてく

た。そのために多くの労力を注ぎ、心を寄せる姿

ださったプレゼントであるイエス・キリストの誕

を子どもながらに不思議に思っていました。

生を祝う日です。神であるイエス様が人間の立場

ある年のクリスマスに、教会でプレゼント交換

となってこの世に来てくださったのです。それは、

をしました。お金を持って大好きな文房具屋に行

人間の苦しみ、悲しみ、痛みを理解するため、そ

き、貰う人を想像しながらプレゼンを選びました。

して開放するためです。私たちは受けるよりも与

クリスマス会の日、いよいよプレゼント交換が始

える方が幸いです。神様御自身がまずその在り方

まりました。みんな輪になって座り、音楽に合わ

を示されました。

せて自分の用意したプレゼントを隣の人に渡し

クリスマスは与えることの出来る喜びをもう

ていきます。私は自分のプレゼントが誰に渡るの

一度味わう季節です。そして、自分が与えられて

か気になって仕方ありませんでした。音楽が止ま

いる多くのものを振り返り、感謝する時です。

り、自分の用意したプレゼントは高齢の男性の手
に渡りました。皆がそれぞれのプレゼントを包装

皆様の上に、このクリスマスの喜びが豊かにあ
りますようお祈り致します。

紙から出します。私が用意したプレゼントは小さ
な折り紙のセットでした。私の用意したプレゼン

「神は、その独り子をお与えになったほどに、世

トを受け取った男性はその折り紙をゆっくりと

を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びない

袋から出し、笑顔を見せてくれました。その時の

で、永遠の命を得るためである。」

自分の気持ちはプレゼントが拒絶されなかった
ことの安心と、受け入れてもらえたことの喜びで
した。それは、自分がもらったプレゼントの喜び
よりも大きいものでした。

（ヨハネによる福音書 3 章 16 節）

第 32 回

「全国会員総会」に出席して
永冨 彌古（呉ＹＷＣＡ会長）

先ずは、とても丁寧に総会準備をして下さった俣野会長・西原総幹事を始め日本 YWCA のスタッフの
皆さん運営委員の皆さん理事の皆さん、そして人が気が付ない所で会の運営を支えて下さった皆さん、
有難うございました。会員歴は長くても「全国総会」への参加は初めての私は、とても刺激的でした。
出席者の内、議決権を持つ代議員数は計 113 名、他に発言権だけを持つ陪席者 53 名、発言権のない
傍聴者 17 名の参加もあり、この決定権のない多くの方々の参加に YWCA の活動への熱い思い、勢いを感
じ、とても頼もしく嬉しく思いました。
今会はこれまでの 4 年間の日本 YWCA の活動の纏めであり、そして、今後 4 年間の私達の歩むべく方
向・見つけ出すべく内容・担い続ける課題等々の提案が、2 泊 3 日の会運営の中に筋として通されてい
ました。又、ロビー活動はお互い各 YWCA の独自性を保ちながら共有出来るところを見つける（寄り合
う？）努力がなされており、多くの方が旧知の仲の様な会話を楽しんでおられました。
議決議案に対しての報告は近い内に日本 Y から出されるはず（提案の議案は全て可決されました）で
すので、その時は会員の皆様、丁寧な目通しをお願いします。
会場で吉田亜紀（札幌 Y）さんから、
「呉 Y の憲法カフェについての関心」の言葉を頂き、呉 Y ニュー
スを読んでいただけている事に感激しましたし、今会の初日に催された「神戸 Y 発『憲法出前授業のす
すめ』」は座卓の学習から大きく一歩進んだ活動で、
“YWCA って素晴らしい！”と活動の拡がりと多様性
を教えられました。
二日目が終わって、遅い夕食に近くにある山の上のホテル（一度行ってみたかった）で、松山・広島・
呉 Y の自称“三者会談”
。
「是非是非三市 Y 合同の集まりで基地問題を学習したいね」と話は盛り上がり
ました。
最後に、より多難の中に歩を進めようとする日本 YWCA の会長として手を挙げて下さった、藤谷佐斗
子（東京Ｙ）さんと総幹事の尾崎裕美子（日本 Y）さん、他運営委員の皆さん方、こうして直接お目に
係ると深い親しみを感じ“同志感”を抱きました。藤谷新会長の基調提案にいたく納得をしながら、話
し合い・伝達しあい・知恵を分かち合いながら YWCA が「市民の社会文化の担い手」の一端になれるよ
うに創造的で具体的な活動を産み出したいと強く考えました。
私、四年後の「運営委員選考委員」（福岡・熊本・
長崎・沖縄・広島・松山・呉 Y の中から一人）に選ば
れました。
四年後、七市 Y の会員の皆様、私が「是非、運営委員
に…」と声を掛けた時はどうか気持ちよくお引き受け
下さい。

2016 年 11 月 ６ 日 （ 日 ）
呉ＹＷＣＡ 女声コーラス

シャローム
30 周 年 記 念 コ ン サ ー ト

Halloween
Party
10 月 29 日

新監事のご紹介です
井上 孝子 （呉ＹＷＣＡ 監事）
呉市の中間支援組織団体・NPO 法人呉サポートセンターくれシェンドに所属をして１０年。
NPO での様々な活動を通して、自分が住むまちへの関心が深まりました。
活動に伴い多くのご縁を繋いでいただきました。
中でも東日本大震災での被災地で頑張る女性たちの活動を知り心を動かされ、支援に関わらせてい
ただいたことは大きな経験となりました。
呉のまちにおいても、幾つかの「女性を中心としたグループ」の誕生に関わり一緒に活動をしてい
ます。
今年の４月から呉 YWCA の監事として参加をさせていただておりますが「地域における女性のチカ
ラ」が活かせる企画をご一緒に取り組ませていただけたらと思います。どうぞ宜しくお願いいたし
ます。

松浦代志子 （呉ＹＷＣＡ 監事）
2016 年度より監事をさせて頂くことになりました松浦代志子と申します。
食品会社で事務の仕事をしております。
今、一番気になっている事は、
『ＳＮＳに写真を投稿するだけで、寄付に繋がる』等のチャリティ
ーキャンペーンです。
指定された写真をＳＮＳで投稿すると、『協賛企業・支援者からアフリカ・アジアの給食５食分が
寄付される』というものです。
他にも、途上国の女性支援を行う国連 WFP に寄付されるものも見つけました。
このキャンペーンを通して、子供に世界の食料事情や社会貢献を教えるきっかけにもなりました。
呉ＹＷＣＡに係わって 1 年目ですので、不慣れな事やわからい事があるとは思いますが、最善を尽
くしてまいりますので、よろしくお願い致します。

SNS とは、Social Networking Service（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）の略。インターネットを使い社会的な繋がり
を作り出せるサービスのことです。
WFP とは、World Food

Programme（ワールド・フード・プログラ

ム）の略。国連の多国間食糧援助機関。途上国の経済社会開発プ
ロジェクトのための食糧援助、食糧不足に対する援助のことです。

お料理メモ

おいしい調味料

「塩こうじのつくり方」

材料
①
②
③
④

乾燥米こうじ 500ｇ 食塩（自然塩がベスト） 170ｇ
水 1000 ㏄
こうじと食塩を強く握って混ぜ合わせます
40℃くらいの水を入れかき混ぜます
少し経ってから両手ですり合わせ粘りを出し、ミルク状にして
涼しいところにおいておきます
毎日かき混ぜ、７～10 日で出来上がり♪

お肉やお魚につけて焼いたり、野菜炒めに入れたり、何でもおいしくなります。
硬いお肉を漬けていると柔らかくなりますよ♪
同量でしょうゆこうじも作れます。
レシピ紹介 松藤比沙子（呉 YWCA 会員・栄養士）

クリスマスのつどいは
12月17日（土）
参加費

14：00～15：30

500円

皆さんと共に楽しい時間を
過ごしましょう

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 10 月 1 日～12 月 1 日）
賛助費
山中久美子、篠原明大
畝川眞由美、山田順子
曽我絵利子、沖本郁子
仁木ルミ子、新井静子
山崎真由美、池田尚子
大垣由香里、吉岡和子
竹本和義、西岡里子
長坂和春、大和美香

未来を開く募金
馬庭恭子、山崎真由美
愛真高等学校
ケン・ベイントン
吉岡和子、河崎圭一郎
あじさいの会、長岡順子
いずみ美容室
広島県建築士会呉地区支部

お知らせ
12月から水曜日午後

ピアノ教室

始まります。

子供さんから大人まで
無料体験受付中（要予約）

【委員会報告】
会館維持委員会

マルシェ準備 11月７日、14日、21日

広報委員会

10月21日

編集会議 11月30日

【理事会報告】
[10月 月次会]2016年10月22日（土）13：30～15：30 呉YWCA会議室 1、協議事項 前回議事録確認 2、
報告事項 1）事務局報告
ィン 2）委員会報告

①会計報告 ②研修報告 ③亀山神社秋季大祭 ④Ｙわいカフェ♪ ⑤ハロウ

①会館維持委員会（補正予算 マルシェ参加について フリースペース片付け カ

ーテン） ②広報委員会 3、議事 ①日本YWCA加盟費計算書 ②日本YWCA総会議題 ③クリスマス市 ④
Ｙわいカフェ♪ ⑤クリスマスの集い（クリスマス献金送り先 クリスマスカード） ⑥業務執行理事の雇
用について 3、その他 YMCA・YWCA合同祈祷週 シャローム発表会
[11月 月次会]2016年11月16日（水）10：00～12：00 呉YWCA会議室 1、協議事項 前回議事録確認 2、
報告事項 1）事務局報告
員会報告

①会計報告 ②ハロウィン ③シャロームコンサート ④合同祈祷週 2）委

①会館維持委員会（マルシェ準備状況 カーテン） ②広報委員会 3、議事 ①クリスマスの

集い準備 ②Ｙわいカフェ♪ 3、その他

２０１６年
17日

14時から

芸大美大コース
火～金
18：00－21：00

クリスマスのつどいがあります。

お知らせやニュースの配信をメールに変更しても良い方は事務局までアドレスをお知らせください。
12月27日から1月4日まで冬季休館となります。新年の仕事始めは1月5日です。
日

月

28

29

13:30 聖書を読む会

4

5

火

13:30
広報発送

水

30

木

金

1

2

12:20 プライベート英会話 13:30 広報委員会
13:00 コーラス・シャローム
15:00 クリスマスのつどい 17:50 ヨガ講座Ｂ

準備会

6

7

12:20 プライベート英会話

8

9:30 音訳グループ

13:00 ヨガプラスワン

13:00

11:00
大人英会話
コーラス・シャローム

17:30 子ども英会話

土

3

9:30
10:00
10:45 ヨガ講座Ａ
0:30 リフレッシュヨガ 13:00
13:30

9

13:30
Ｙわい箸袋♪
憲法カフェ
デッサン
Talk Talk
子供絵画教室

10

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

15:30 書道教室

11

12

18

19

13

12:20～
プライベート英会話

14

15

26

大人英会話

16

13:00
Ｙわいカフェ♪

理事会

15:30 書道教室

17:30 子ども英会話

10:45 ヨガ講座Ａ

13:30 子供絵画教室

17:50 ヨガ講座Ｂ

14:00 つどい準備

14:00 クリスマスのつどい

21

コーラス・シャローム

22

23

13:00

15:30 書道教室

17:30 子ども英会話

27

28

10:00
広報委員会

13:00 Talk Talk

24

フリースペース

コーラス・シャローム

29

芸大美大冬季講習

30

31

（１月４日まで）

芸大美大 冬季講習
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18:00

11:00 大人英会話

13:00 ヨガプラスワン

事務所冬季休館

☎

10:00

13:00

20

（ミニ門松）

17

10:30 おもてなし英会話

9:30 音訳グループ

25

11:00
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