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第２回会員定例会
「ベアテさんの贈りもの」～私は男女平等を憲法に書いた～ を終えて

ベアテさんのことを忘れないで
日本国憲法を考え、学
ぶ機会をつくろうとの目
的で、会員定例会にお
いてシリーズ「憲法の話
をしましょう」を企画しま
した。 １回目は６/１３
に行われ、ベアテさんの
ことを取り上げました。
1999 年 5 月 21 日、私たちはベアテ・シロタ・ゴードンさ

ベアテさんの最期の言葉は「日本国憲法に盛り込まれた平和条

ん（写真／右上）を富山に招きました。そのときにベアテさんか

項と、女性の権利を守ってほしい」という内容だったそうです。

ら「私は憲法に男女平等を書きましたが、日本の女性たちはそれ

さらにニコールさんは「母は国籍にこだわらない真の国際人だっ

を実行していますか」と問われたのです。何もしていなかった私

た」とも話し、
「母の遺灰の一部は日本の、富士山の見える場所

は、仲間と共に「ベアテさんの会」を立ち上げました。その後、 に埋葬したい」と結ばれました。日本の女性が幸せにならなけれ
赤松良子さん（元文部大臣／細川内閣）たちと共に「ベアテの贈

ば平和にならない、というベアテさんの思いは永遠に日本に留ま

りもの」という映画を上映したり、憲法の学習をしたり、全国の

り、日本の平和と女性の進歩を見続けてくれることになります。

仲間たちと活動してきました。

私はベアテさんと出会ったことで、憲法について学ぶきっかけ

昨年 12 月、ベアテさんがニューヨークで亡くなられました。 を得ました。これからも富山でベアテさんのことを知らない世代
新年最初のメールでベアテさんの訃報を知り、私はショックを受

に憲法の話をしながら、女性差別と闘っている女性たちを応援し

けました。そして３月 30 日に東京で「ベアテさんを偲ぶ会」が

ていきたいと思っています。

山下 清子（ベアテさんの会）

開催されたので参加してきました。この日のためにニューヨーク
からベアテさんのご家族全員（夫、娘、息子）が来日され、ベア
テさんの娘・ニコールさんが挨拶をされました。
ベアテさんが長年、日本国憲法草案に関わったことを語らなか
った理由は、彼女が法律家でもなく、当時まだ 22 歳だったので、
そのことへの深謀遠慮からだったということは良く知られてい
ます。ニコールさんは、
「弁護士で 58 歳の自分より母はずっと
大きな仕事をしました。
・・・昨年 12 月、朝日新聞から憲法 9

★

一口メモ

★

ピアニスト、レオ・シロタの娘として、

ベアテさんは 1923 年にウィーンで生まれました。5 歳の時、山田耕筰
に招かれ東京音楽学校（現・東京芸術大学）の教授となった父と共に来
日。第二次世界大戦を挟み戦後、GHQ の民生局員として再来日した彼
女は、日本国憲法の草案作成の委員に起用され、24 条のは「男女平等」
条項を執筆しました。ベアテさんと憲法の話は長い間秘密にされていま

条についてインタビューを受けた時は、起き上がれないほどの体
力だったにもかかわらず、
『これは大事なことだから』と最後の
努力で取材に応じ、その 10 日後に亡くなったのです。母の最後
の仕事でした。
」

したが、1990 年代になってようやく知られるようになり、その後、日
本国内でベアテさんを招いての講演会が催されました。彼女は 2012 年
12 月末にニューヨークの自宅で 89 歳で亡くなっています。

ベトナム周遊スタディツアー

主催：富山ＹＭＣＡ
フリースクール

参加者募集中
201３年「ベトナム周遊スタディツアー」を下記の通りに実施し
ます。関心のある方、
「参加してみたいな～」と思う方は、まずは
駅前センター（076-431-5588）へお電話ください。
初めての海外旅行で心配、
子どもだけで大丈夫？ 等
どんなことでもお気軽にお尋

★★★★★★

協力：アジア子どもの夢

プログラム予定

★★★★★★

現地の人との出会い
●フーチェン村小学校中学校見学
●現地学生との交流会
●１泊ホームスティ

ねください。旅の経験者が
お答します。

ベトナムを楽しむ

ベトナム戦争の傷跡を訪ねる

●ハロン湾クルーズ
●ホーチミン市内観光

●クチトンネル訪問
●戦争博物館見学
●クチ養護施設訪問

■とき：８月２７日（火）
～９月１日（日）全６日間
■対象：小学５年生～成人

参加者の声

ベトナムへ着いたとたん、私はもうとりこに
なっていました。気候がちがう、言語がちがう。・・・「ここ
はどこ？」とりわけ特別なものがあったわけでなく、ただベ
トナムの普通の日常があって、私はそれにどっぷりはまって
いきました。そして心に残ったもの、それは子どもたちの姿
でした。
この旅で見たたくさん
の子どもの姿は、とて
もまぶしくて、なんだ
かすごく心が洗われま
した。またベトナムに
行きたいな～！
（17 歳 えり）

■定員：１０名
（最小催行人数５名）
■申込み締切り：７月２６日
■費用：２３万円（一般）
（富山発着）
■費用に含まれるもの：国内国外交通費
食費（ドリンク代別）
・滞在費・空港使用税
海外旅行障害保険料・プログラム運営費用
■費用に含まれないもの：ドリンク代
個人的な費用（こづかい）

カマキリコラム
NO.１９

「子離れキャンプ」
キャンプの教育的効果は、５年後、１０年後に現れると言われます。
つまりその人の人生に影響を与えているということです。非日常的な自
然の中での生活、極めて民主的な集団生活、ありのままの自分を受け入

松田 誠一

れてくれる指導者といった条件は、短期間ではあれ、理想的な教育環境

（富山 YMCA 総主事）

を作り出しています。さらにそれらを机上ではなく実体験を通じて学ぶ
わけですから、しっかりと伝わり、キャンプは、心とからだのバランス

のとれた成長を可能にしています。信憑性はともあれ、幼児期にキャンプを体験している人は、大人になっても
キレることが少ないと言われています。また生活環境にも影響するとは思いますが、学力も高いと言われていま
す。海外では、少年院に入った青少年の更正のためにキャンプを取り入れ、その後の再犯率が著しく低下したと
いう研究成果が報告されています。またキャンプは社会人教育にも活用されています。大手企業は社員研修とし
て長野県の冒険プログラムに社員を参加させています。そこは、自分の殻を破り、新たな自分自身を見出し、自
信をもって生きていくためのノウハウを持っています。
ＹＭＣＡキャンプも、実は子どもやリーダーだけではなく、保護者も成長することを目指しています。母親が
泣きながらバスを見送り後ろ髪を引かれながら参加した子どもがホームシックになってしまったことも。キャン
プファイヤーの最中にかかってきた電話に走っていけば、
「うちの子は元気でしょうか？」
「・・一番元気ですよ」
といった電話のやりとりもありました。持ち物が全部新品で自分のものと認識でき
ず、忘れ物が多い子どもも。親離れだけではなく、親の子離れも同様に大切です。
キャンプ期間中、夫婦で旅行に行かれた方もいらっしゃいました。ここまで私たち
を信頼していただけるとうれしい限りです。この夏、お父さん、お母さんの子離れ
のためにも、お子様をキャンプに参加させてみてはいかがですか。

「歌声喫茶＠Y’s さくらカフェ」

Y’s Report

❀❀❀❀❀
５月２８日、Y’s さくらカフェで、初の歌声喫茶が開かれました。

２０１３年度

来てくださった方は、なんと５０名。さくらカフェスタッフの手作り弁
当を皆で楽しんだ後、カフェの常連さんも混じって、懐かしい歌をい
っしょに歌いました。
指揮と司会進行は、「歌声広場わいわい」講師の村上育子先生。
伴奏はＹＭＣＡスタッフの宮崎さんのお母さんである奥村幸枝さん
です。手作りの歌集には、私たちにとってもなじみのある歌ばかり
が載せられていました。「夏は来ぬ」「夏の思い出」「牧場の朝」「ふ
るさとの空」「花は咲く」など、希望順に歌っていきました。歌を歌う
と、歌っていた頃の情景が思い出されるのが不思議ですね。
今は、カラオケ全盛の時代。マイクを持って一人で歌うのは、ちょ
っと寂しいと思ってしまうのは年のせいかとも思います。しかし、実
際にみなさんの楽しそうな様子を見ると、「皆で歌う」ってやっぱり
いいなあと思いました。
Y’s さくらカフェは、どなたにでも来ていただきたい「居場所」で
す。「場」は人と心をつないでいきます。また、皆様、ぜひ、お越し
下さい。

（フリースクール講師 加藤愛理子）
【写真：上／歌声に参加されたみなさん、下／手作り弁当】

わいわい萩っ子

「保育園最後の運動会」

古谷 茉由（５歳児担当）

運動会が開かれました。Ａクラス（年長児）にとっては最後の運

梅雨空も吹き飛ばした晴天の中、６月２９日に萩浦保育園親子

動会。たくさんの競技や係の練習を少しずつみんなで相談し合っ
て進めてきました。
まずはフラッグでスタート。最初の頃はフラッグを持つのも回
すのも苦戦していました。スターウォーズの曲と笛の音に合わせ
てみんなの息はぴったり！かっこよく決まりました。初めての鼓
隊演奏は特に何度も繰り返し練習しました。見た目の華やかさに
はりきる子ども達でしたが、実際は重たい楽器を担いだり、楽器
ごとに違う絵譜（打ち方）を覚えて打つことに難しさを感じたり、

萩浦保育園 ７・８月の行事
７月 27 日（土）夏まつり
８月

８日（木）誕生会

と大変なこともたくさんありました。でも、
「れんしゅうしたい！」
「おうちでれんしゅうしたよ」とそれぞれが自分の目標を持って
取り組み、当日は聞き応えのある演奏ができました。
最後にドラマがあったのはリレーでした。実は練習では同じ団
が勝つことが多く、悔し泣きする姿や、
「またか…」という気持ち

学童保育「ノア」８月の行事
８月

１日（木）山田村へ、ワイルド遊び
20 日（火）ワンダーラボ見学
29 日（木）ｽﾎﾟｰﾂ公園で
ウォークﾗﾘｰ

もあったのですが、誰もが「勝ちたい」という気持ちで臨みまし
た。練習したバトンは上手に次の友達に回し、みんなが精一杯の
力で走りきりました。最後は本当に接戦でゴール！頑張ったから
こその悔し涙もありましたが、勝った方も負けた方も今までで一
番の笑顔！！みんなで力を合わせてやり遂げた満足感が伝わりま
した。運動会を通してみんなの成長を感じ嬉しく思いました。♥

Wai! Wai! Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
★蚤の市への商品提供のお願い★
恒例の「ファミリーバザー」
（11 月４日（月）／「文化の日」

2013 年
７・８月

サマープログラム参加者募集中！
夏の計画を立てて、楽しい夏休みを過ごしましょう。

振替休日開催予定）で実施される「蚤の市」で販売する商品を夏

初めての体験や友だちやリーダーとの楽しい生活、そして自

から集め始めます。皆様のご家庭で使っておられない商品があり

分自身の挑戦など、この夏にしかできないことがあります。ま

ましたら、ぜひ「蚤の市」へのご寄付をお願い致します。日用雑

ずはどんなことでもご相談ください。

貨、食器、嗜好品、お酒、食料品など、なんでも結構です。
「蚤

保護者の方のご心配にベテランの

の市」を通じて、ご家庭で眠っている商品を必要な方に活用して

キャンプディレクターがお答えします。

いただけたらと思います。協力、お願い致します。

◆問合せ先◆堤町本館 076-425-9001（担当：中川）

第 11 回世界自然・野生生物映像祭

■７・８月活動のご案内■

子どもボランティア募集！
★日： ８月８日（木）～１１日（日）

（夏の特別プログラムを除く）

地球っこスクール

★会場： 富山国際会議場

◆８/１０（土）世界野生生物映像祭ワークショップ参加 at 砺波

★ボランティア内容：上映会のチケットもぎり、会場案内、上映作品の

市「望頼山荘」 植物・動物ビデオの撮り方（専門家による指導）

紹介、照明（電気スイッチの on & off）★オリジナル T シャツ＆弁当付

◆８/２７（火）～２８（水）ツリーハウスをつくろう at 土遊野

★YMCA からは子どもボランティアが８＆９日に参加します。
★ボランティア希望の方は担当者（土肥）にご連絡ください。

野外クラブ

タータ＆アドベンチャー

◆７/２１（日）「海水浴に行こう！」at 岩瀬浜海水浴場
詳細は担当者（中川）にお尋ねください。

２０１３年度

語

学

◆７/２３（火）通常語学クラス（前期）終了

「レッツ・スイング」
～ジャスティン先生と英語の歌をうたおう～

〔７/２９（月）はクラスあります〕

ウエルネス
◆７/２０（土）通常ウエルネスクラス（前期）終了

富山 YMCA で英語を教えているジャスティン先生は、プラ
イベイトではアイリッシュバンドに参加して演奏活動をしていま
す。今回はジャスティン先生のリードで英語の歌を歌ってみま
しょう。特に「愛と平和」をテーマにした歌を選曲します。リクエ
ストがあれば事前にお伝えください。大勢の参加をお待ちして
います。

◆◆◆

とき：８月２９日（木）PM７:０0～９:00
ところ：堤町本館１階 ぬくもりラウンジ

駅前センター（フリースクール）
◆７/２６（金） フリースクール全コース（前期）終了
◆７/２９（月）～３１（水）高卒認定試験直前集中講座
◆７/２９（月）～８/７（月）大学受験夏期集中講座

Y’s さくらカフェ
◆７月２１日（日）～９月５日（木） 夏休み
◆７月ランチ定食メニュー〔700 円、白米か玄米を選べます〕

講師：ジャスティン・ペンリー（英語専任講師）

１６日（火） 鶏肉あんかけ、海藻サラダ、からしあえ、水餃子

参加費：500 円（お気軽にお越しください）

１９日（金） おにぎり、五色そうめん、かぼちゃサラダ、焼鯖

●前日まで出席の連絡をお願いします。

○１００円プラスでドリンク（コーヒー、紅茶）が付きます。少なめ日

≪申込先≫ 富山 YMCA 堤町本館（担当：土肥、宮崎）

替わりランチ、単品のデザート・ドリンクもございます。

地球の未来を託す地球市民（ユース）育成のために
貴方のご支援を心よりお願いいたします！

リーダーシップ募金

受付中

公益財団法人「富山ＹＭＣＡ」は、課題抱えるユースのプログ
ラムとして「コミュニティカフェでの就労支援」、国際的な視野

◆２０日（土）第３土曜日ランチ： カレー、卵サラダ、煮物、スープ
◆さくらカフェ相談
子育て相談、発達障がいについての相談、
不登校・引きこもりについての相談
◆その他 おしゃべりタロット（要予約５００円）

をもって、国際、地域で活躍できるユースリーダーの育成を目的
に「ベトナム・カンボジアピースキャンプ」等、これからの社会
を担う若者育成のためのプログラムを実施しています。
税法上の寄付金控除の対象となりますので、リーダーシップ募
金へのご寄付をご考慮いただければ幸甚です。

暑中お見舞い申し上げます。
2013 年 7 月吉日
富山 YMCA 職員一同

