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１ハルの誕生 
　1888年(明治21年)横須賀に生まれる 
　裕福な家庭で両親からの愛情をいっぱい受けて育つ	 

家系図	 

　　　鈴木重吉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芝　作太郎	
(浦賀奉行所お蔵番)　　　　　　　　　　　　　　　(京都の寺侍)　	

　　　　むら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　房吉　　　　　はな　村岡平吉　	
(ハルの母・後にイエス団を手伝う)　　　　　　　　　　(ハルの父)　　　　　　　　　　(福音印刷会社) 

6女ウタ　　5女ヤヘ　　　　　4女フミ　　　　　　　長女ハル	
　　　　　賀川の応援を　　イエス団を手伝う	
　　　　　得て医師となる　「一粒の麦」のヒロイン	
　　　　イエス団医療所	
　　　　で診療	



２ハル小学生のころ	 

「ナイチンゲールのような献身的な看護婦になりたい」 
「小学校の教師になるため勉学に励もう」 
小学校卒業時の成績はオール甲（満点）だった 
しかし。。。 
度々の火災で父の商売ははかばかしくなく 
家は経済的に苦しくなる 

成績優秀なハルであったが　進学をあきらめる 



３ハル14才のころ 
　家計を助けるために女中奉公に出る	 

早朝から夜遅くまで仕事 
徹底的な掃除を訓練される 
食事は主人たちと違うおかずを 
　一人離れて食べる	 

懸命に働くハルに主人が優しく 
　言葉をかけてくれる 
主人夫婦に夜店に連れて行ってもらい 
　半えりを買ってもらう 
留守番をしていたハルにお土産を 
　買ってきてくれる 

辛いことも多かった	 
主人夫婦の心つかい	 

後にハルが人の上に立ったり 
人を使うときの気配りにつながる 



４　ハル１６才のころ	 

父の勤務が福音印刷会社神戸工場となり一家で神戸に転居 

ハルは父の勤務する工場に製本女工として就職する 
　　　　家計のためとはいえ女工になるのは恥ずかしいこと 
　　　　　女工になってしまった自分を悲しむ 

しかし　ハルの羞恥心は徐々に薄らぎ 
一緒に働く人々に関心を持つようになる 

女工になって「世間（社会）」や「ひと」というものに目が開かれていった 

工場は社会の縮図であり、ハルの知らないさまざまな人生があった 



５　ハル女工として見たもの	 

　11才の少女 
昼は製本工場の仕事 
夜はマッチの箱張り内職で 
　家計を助ける	 

　14才と16才の姉妹 
　医者のにもかかれず 
　栄養のある物も食べられず 
　あっけなく病死	 

貧乏の悲しみを 
しみじみと味わう	 

酒に溺れるもの 
酒飲みの乱暴者 
遊郭に通う者	 

ケガをするとたちまち 
収入が無くなる	 

ハルは自分は絶対にこういう人を 
配偶者に選ばないと固く思った	 

幼年工（８才の男子工員） 
着物の端を機械に 
挟まれけがをする	 



６　ハル女工として得たもの 

労働者として見聞するさまざまな出来事は 
　ハルの精神形成に大きく影響する 

賀川と結婚して　「貧」のどん底を歩き 
　精神的に豊かな生活を過ごしている 

低賃金の長時間労働 
病気や事故にたいする保障の無さ 
福利厚生の貧困	 

後に 
「女中奉公と女工生
活」 
という本にまとめる 



  女工として働き始めて
6年（22才） 

  仕事にも慣れたハルは
芝居を好み月刊雑誌
『演芸画報』を楽しみ
に働く自分に満足して
いた 

  家族も健康で居心地の
良い家庭にも満足して
いた 

  この2年後賀川との出会
いがハルの人生を大き
く変えることになる	 



１　賀川との出会い 
２　結婚	 
　　　プロポーズ 
　　　結婚式 
３　新婚生活 
４　共立女子神学校 
５　賀川へのラブレター 
６　ハルの失明 
７　長男誕生 



 聖書の印刷をしている会社に勤めてい
たので社長が熱心なクリスチャンであ
り、毎週月曜日に牧師の説教を聞いて
いました	 

 ある時牧師についてきた、賀川が「私
は新川に住む乞食の親分であります」
と自己紹介しました	 



 ハルは最初キリスト教に強い疑惑を抱いて
いました。賀川の「神の愛」について熱気
あふれる説教に、心を見透かされていると
思うほど心が洗われ、ハルの魂は根底から
揺すぶられました	 

 ｢この説教こそ私がイエスに導かれる第一
歩であり知りもしないのに神の愛を否定し
たり、生意気な考えを持っていたと悔い
た｣本当の安らぎとは何かということを教
えてもらいました（24才）	 



いきさつ 
・ハルは急速に変わっていきました。キリ
スト教に熱心になったハルを周りの人は嘲
笑いました	 
しかし、ハルは｢一度見出した輝く世界から
離れることができない｣と強い信念を持ちま
した。出来る限りの奉仕をし、それがうれ
しくてしかたなかった　	 
　そのころ社長からハルに縁談を持ってき
てくれ、相手は子供を抱えた教員であり、
ハルが望んでいた｢知識階級｣の人でした。
ハルは悩んだ末に賀川に相談しました	 



プロポーズ 

 ハルの縁談の相談に対して「婦人の独身生活
は間違いだ。どうしても伝道生活を続けたい
なら救世軍に入るとよい」という賀川の言葉
にハルは縁談を断る決意を固めました	 

 そのハルの姿を見ていた賀川はこれまで封印
してきた心の扉を開き、「私はあなたと結婚
してもよい」と告白したのです	 

 突然の結婚申し込みに、ハルは驚いて、 
ひとことも言葉が出ないまま教会を飛び出し
て、どのようにして帰ったかわからないほど
動転した	 



 ハルは悩んだ末に賀川の愛を受け入れ、	 
　４月の初めに会社を退職した	 

　大正２年４月３０日賀川とハルは婚
約しました賀川はハルに詩を贈ってい
る「魂と魂と」	 

・大正２年５月２７日賀川とハルは神
戸日本基督教会で結婚式を挙げた。式
がすむと賀川とハルは衣装のまま２台
の人力車に乗って　「新川」に向かい
ました	 



 結婚式から数日後、賀川は新川の住人を
招いて披露宴を開いた。	 

 賀川がハルを紹介した。｢私はお嫁さん
をもらいました。皆さんの中で病気や急
用で人手のいる時は遠慮なく申し出てく
ださい。お嫁さんはお宅の女中になって
働きます。皆さんの女中をお嫁さんにも
らったのです｣	 

 賀川とハルの新居は、教会の一部を仕
切った二畳だけでした。	 



 賀川豊彦の留学先
は恩師ローガン博
士の母校であるア
メリカのプリンス
トン神学校とプリ
ンストン大学でし
た。 

 大正３年８月２日
横浜港からアメリ
カへ向かいました。	 



 賀川のアメリカ留学とともに、ハルも横浜
にある神学校で学ぶことになり、神戸を出
発したのは大正３年９月５日である。勉学
のチャンスを与えられたハルは希望に燃え
て懐かしい横浜へ向かいました(26歳) 

 ９月29日新学期の始まり、午前中各学科の
授業を受け、午後は二人一組となってお祈
りをして伝道に出かける。服装は袴をつけ、
聖書や賛美歌、小冊子などを持って家庭訪
問をするハルにとっては神学校での生活は
生涯で最も心おきなく勉強することができ
た時期であったかもしれない	 



 午前中の授業は１
年生では、９科目
あり、ハルにとっ
ては新しいことが
多いので、調べて
いくことが沢山
あって中々忙し
かった 
（ハルは後列左端） 



 大正６年６月２２日卒
業式が挙行された　　　
緊張した面持ちの卒業
生の中に、賀川ハルの
紅潮した顔が見える 
　（ハル29才） 
　式の後、伝道者研修
会があり、この年は賀
川豊彦も講師として出
席	 



「長い旅行でお疲れもひどかったでしょう。好
きな春子がそばにいて、御介抱が出来なかった
ので、かわいそうと思いましてね。ですから忙
しくとも、大義でも、やはり恋しい恋しい豊様
に無理を言われながら働くのはうれしいです　
こんなに申したらお帰りになってから私の世話
やかせのお坊ちゃんになるでしょうね　	 

中略　新しい恋の成立した私達は非常に引力が
ありますよ。同じ日本におりながら別にはいら
れませぬわ、そうでしょう。あなたの美しい目
を見ながら、豊様の足と春子の足とまつわらせ
たいと思いますよ」	 



賀川へのラブレター(2) 
 用事を言いつける人がないので淋しい淋
しい、主人の作った本を読み始める夫
を思って泣かずにはいられない	 

 留守の夫が恋しい恋しい	 
　わがままのありたけを言われてもうれし
い叱られても喜ぶ	 



  神戸新川に帰ってき
た二人の生活は３年
前にもまして忙し
かった 

  ハルは点眼薬の入っ
たバケツをかかえて、
一日も欠かさず子供
たちに点眼するため
歩き回った。この奉
仕でハルもトラホー
ムに感染してしまい
悪性のため、右目の
視力を永遠に失いま
した	 



 大正１１年２月台湾伝道旅行に、ハルは
急について行くことになる。２人にとっ
て、９年目のハネムーン旅行でした 

 帰国して５月になるとハルの体調が悪い
ので東京芝区の産婦人科で診てもらうと
妊娠ということでした。神戸には汽船で
帰りました 

 ハルはこの時私は恵みの子であると思う 
  12月26日難産の末男の子を産む(長男純基
　ハル34才)	 



１　子どもの誕生 
２　三つ子のたましい百まで 
３　家庭での宗教的雰囲気 
４　子どもたちから見たハル 
５　子育て 



  1922年のクリスマスにハルは34才で
長男を出産する。 

  賀川は嬉しさを詩に表現している。 
　今朝はうれしや赤飯たいて 
　近隣九軒にくばりましょ 
「母の願いはこの児が賢くなくとも 
悪い人間にならぬように、少しでも 
世のためになることです」 



 子どもは胎児のと
きから親の影響を
受けます 

 「乳児は母の乳か
ら人格を受ける」
とも言います 

 子どもの小さな魂
にこそ良い種を植
えつけないといけ
ません(ハル41歳) 



 経済的に豊かでなくても、
愛情深く子どもに接し、物
質的に豊かでなくても、清
い生活の中に喜びがある	 

 子供達には決してぜいたく
はさせられませんでしたが
豊かな宗教的雰囲気の中で
子どもを育てました	 

 毎朝の家庭礼拝で、うそを
言わないよう、人と争わな
いよう、乱暴しないよう祈
りました	 



 父は叱る時、直接叱らないで母に間接的に
叱っていたの。自分はそこに居るのに、
母に言いなさいって注意させたの　	 

 パパが大きな声でどなって雷が落ちてもあ
まり怖くなかったけど、ママが怒って沈
黙しちゃうともっと怖くてみんながピ
リッとしたわ	 

 おしゃべりではないけど、自分の言うこと
は　きちっと言って、路傍伝道でも千人
の聴衆にも通る声だった( 1988年座談会にて) 



賀川は年中伝道の旅にあって
留守がちだった。子育ての責
任はハルの双肩にかかってい
た。	 

「子どもを育てるのにどうも
主人がいないのが、まことに
私は困難だと思いました。ほ
とんど留守ばかりだったもの
ですから、　だいぶ気をもみ
ましたけれども、	 

いいあんばいにあまりそれな
いで、ほんとうにやれやれと
したところです」	 



１　社会運動への芽生え 

２　処女作　講演活動 

３　覚醒婦人協会 

４　伝導活動 

５　名誉都民の称号を受ける	 



 １３歳のとき（今の中２）のことであ
る。愛国婦人会の組織を提唱する奥村
五百子に演説を聞いたり、足尾銅山の
排出する鉱毒の害を訴える田中正造の
演説を聞いた。鉱毒に苦しむ渡良瀬川
下流の飢えた農民たちの幻燈を見て、
その悲惨な様子はハルの脳裏に焼きつ
いた	 



結婚当初賀川は古本屋で中学生の教科書を買ってきて 
早朝５時~６時,夜６時~７時　武内勝とハルに 
勉強を教える。 

向学心を持ちながらも機会のなかったハルは 
『あたしはこうしてやっと勉強することができたので
す」と喜んで勉学に励んだ 

こういう様子に 
賀川は「ハルを日本一の女性にしたい」と思って
いた。 
またハルも 
「あなたに引き上げられるのが、待ち遠しう御座
います」と応えた 



 大阪毎日新聞記者・村島帰之の再三の
すすめで「工場より貧民窟へ」と題し
た講演を行う 

 この年から婦人運動に積極的に関わっ
ていく。東京では、平塚らいてふらに
よる日本初の婦人団体「新婦人協会」
が結成された 

 婦人の政治運動を禁止した「治安警察
法第五条」を撤廃しようとした	 



 関西でも　らいてふと賀川夫妻の尽力で「覚
醒婦人大会」が開かれ、男女二千五百名余り
が参加した	 

  1922年3月　「治安警察法」第五条の改正に成
功し、「女子の政党加入、政談、演説会の発
起人や参加の自由」を獲得した。ほかに「花
柳病男子の結婚制限法」の制定は成功しな
かった。またハルは長谷川初音，織田やすと
ともに婦人の覚醒と職業婦人の解放をめざす
「覚醒婦人協会を結成し、機関誌「覚醒婦
人」を発行した  	 



夫はどこへ行っても私のことを話題にするらしい 
「ハルを京都にやったが風邪が伝染しなければよいが。。」とか 

ある婦人から遭う度に「奥様は幸せね、先生がいつでも貴女のことを 
思っていらっしゃるから」と言われる 

夫には結婚したいと思っていた人がいた。６年待ったが病と貧乏を嫌って 
去っていった。 
「死線を越えて」が発売された今の名望を知ってどんなに悲しむだろう 
私が賀川を愛した時に不思議に思ったのは 
こんな立派な人をなぜ世の中は愛さぬのかしら 
世の中の婦人はなぜこんな男子を捨てて置くのかしら 
余り宗教的なので婦人は手がふれないのかと思ったと賀川に話すと 
賀川は 
　今でも僕と一緒に貧民窟で働く者は一寸いない。 
　これほど名声があっても一緒に 
　私について来る者はない。 
　それで春子が人に尊敬されるのだ。 



 ハルや賀川がこよなく愛している貧民街は、
公娼の供給源であった。貧しさゆえに娘を売
らざるをえない経済状況をどうしたら改善で
きるか模索し、さまざまな社会事業にお金と
知恵を注ぎ込んでいた　	 

 貧民街の住人の自立を探る一方で、公娼制度
の廃止を求める運動にも取り組んでいた	 



  1955年四カ月(67才）にわたりアメリカ伝道
に行く。	 	 125回講演する。ハルを招聘して
くれたのはロサンゼルスのイエスの友会で
ある	 

 旅の準備をしていると、賀川が大阪で講演
の後過労で倒れ、西宮の一麦寮で床につい
た、知らせを聞き、急いで駆けつけ、数日
間、献身的な看病をした。そのかいあって
賀川は快方に向かった	 

 心残りではあるが、快くなる見透しが付い
たので予定の行動を取る。神の守護をただ
ただ願って（日記より） 



アメリカ
への伝道
旅行 

次女梅子とあう 

共立女子神学校　
元校長ミス　　　
プラット 
シカゴ宣教師隠退
ハウスにて	 

賀川が学んだプ
リンストン大学 
若き日の賀川に
出会え感激 
居室２１６号	 

オグデン 
甜菜が地主に買
い叩かれている 
紛争を解決し,
帰途の旅費を捻
出す 

写真	 



  1981年(93才） 
  健康に恵まれ　穏や
かな晩年を送る 

  長男純基に介添えら
れ鈴木都知事より名
誉都民の称号をうけ
る 

  満面の笑みをたたえ
美しく輝いている 

  充実した人生を生き
てきた人のみが放つ
輝きがあった 

  人生最大のよろこび 





 賀川とハルは互いに相手を必要とした 
 互いに相手を敬愛していた 
 賀川が『ハルがいたからこそやれた事
業だった』というようにハルの真価を
熟知していた 

 賀川にとってハルは「唯一の慰めの
所」 

 賀川の魂とハルの魂はしっかりと結び
ついていた	 


