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一つはノーベル平和賞に三度候補になったということです。一回目は1954年 

（昭和29）、二回目は1955年（昭和30）、三回目は1956年（昭和31）です。 

三回とも、残念ながら受賞できませんでした。 

一回目の理由は第二次世界大戦中の 1944 年（昭和 19）10 月に中国に行ったことを、日本

の軍部に協力したと判断されたこと、1945 年（昭和 20）3 月から始めた反米放送で賀川先生

がアメリカを痛烈に批判したためとされています。1959 年（昭和 34）2 月には世界連邦建設

同盟総会で、7月には米国教会からの推薦がありましたが、翌 1960年（昭和35）4月に昇天

されましたので受賞の機会をのがしました。もう少し長く生きておられたらノーベル平和賞の

賀川豊彦でありました。 

ノーベル文学賞は 1947 年（昭和 22）、1948 年（昭和 23）と２回候補になっています。
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二つ目は、世界で 3大聖人と言われたことです。賀川、ガンジー、シュバイツアーです。 

ガンジー（1869～1948）はインド独立の父といわれています。政治家であり民族運動指導者

で、ロンドン留学後弁護士として南アフリカ連邦共和国で活動し、帰国後、国民会議派に参

加、これを指導。非暴力主義の立場で、無抵抗・非協力・不服従の全国的な反イギリス独立

運動を展開し（偉大なる魂）マハトマと称されました。 

賀川先生とは 1939年（昭和 14）1月インドのボドリーで会談。その時賀川はガンジーよりイン

ド独立運動の象徴である「糸巻き車」をもらって帰りました。それは現在コープこうべの協同

学苑史料館に展示されています。 

 シュバイツアー（1875～1965）はドイツの神学者・医師・オルガン奏者、エルザス（現フラン

ス領アルザス）の生まれ、1913 年（大正 2）アフリカのガボンのランバレネに渡り、半世紀の間、

住民の医療と伝道に従事、バッハ研究でも有名。徹底的終末論による聖書解釈を主唱。 

 3 人に共通した点は、自分の命をかけて、貧しい人や国民のために行動したこと。
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<貧しい人弱い人のためのしくみを作った> 

 賀川先生の事業の基本は、貧しい人・弱い人が人間らしい生活ができるようになるために「仕組み」
を作ったことです。 

・ セツルメント（隣保活動・人格交流運動）・・・貧しい住民の住む地域に、宿泊所、診療所、託児所
などを設け、住民の生活の向上のため助力する社会運動。イギリスでアーノルド・トインビーが世

界最初のセツルメントを興しています。（イギリスの経済学者、「産業革命」の名付け親。） 
・ 農民福音学校・・・貧しい小作農のリーダーや篤農的農民に農業教育と福音（聖書の学び）を行
いました。 
・ 助け合うしくみ・・・貧しい人々は助け合わないと生きていけない。病気・怪我・失業  など、現在
の社会保険制度の基を考え実施。健康保険・失業保険、共済、質庫組合などの仕組みをつくりま
した。 

・ 自立するしくみ・・・ 救済では貧しい人は結局救えない、ますます増えるばかり。自分たちで助け
合いながら自立する仕組みをつくらなければ、いつまでたっても貧しい生活か  ら向上できない。
自立する仕組みである協同組合を作る。生活協同組合、農業協同組合、  漁業協同組合等で

す。 
・ 防貧のしくみ・・・救済・救貧から防貧へ、貧しい労働者は団結して、人間としての尊厳    をと
りもどす。そのため団結する組織を立ち上げ資本家と交渉をしていく。（友愛会―労  働組合）
の育成。 

・ 幼児教育・・・・・こどもは本来そのものであるとの考えから、幼児の環境改善。子ども  の権利６
か条を設定。1935 年（昭和 10）友愛幼児園設立。 

・ 社会運動・・・・・禁酒運動、廃娼運動、普通選挙運動。 
・ 平和運動・・・・・世界連邦運動、反戦祈祷会。 
・ 宣教運動・・・・・神の国運動、ライトハウスの岩崎武士なども参加、１００万人の救霊活動     



スライド 6 

 

左側 ： 新川の中の最初の医療施設です。医師は間島僩（まじま ゆたか）さん。1918 年

（大正 7）から賀川先生の活動に賛同して、医療活動の援助をされた人です。 

右側 ： 初めての遠足です。二人はよく子供たちを郊外に連れて行ったようです。ここの子

供たちの就学率は6％だったという記録があります。須磨へも行きました。その時は駅弁を食

べたそうです。子供たちのうれしそうな気持ちが伝わってきます。賀川先生は子供の教育で

一番大事なものが、自然に触れさせることだと言っていました。林間学校などはその実践な

のでしょう。
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 賀川先生が関東大震災支援・松沢居住から、1926 年（大正 15）10 月に兵庫県武庫郡瓦

木村高木東口（現 西宮市瓦木町）に移転後、1927 年（昭和 2）2 月に第 1回日本農民福音

学校を開校、その当時は自宅の 2 階の一間での黒板も机もない車座になっての教室でした。

その後、北海道から九州まで全国にひろまっていきました。 

この写真は滋賀県の近江八幡での授業風景。
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 協同組合による共済事業の展開は、第二次大戦後に組織化された各種協同組合により手

がけられましたが、協同組合による共済事業開始は、産業組合時代の 1924 年（大正 13）の

産業組合中央会第 20 回大会で「生命保険事業開始の件」が採択されたときです。これが

「農業共済事業」の萌芽とされています。 戦後のスタートは1948年（昭和23）北海道で始ま

り 1951 年（昭和 26）の全国共済農協連の認可による。1957 年（昭和 32）には都市労働者を

中心とした「全国労働者共済生活協同組合連合会」（全労済）が発足した。賀川先生はこの

共済制度の規模の確立に大きな精力を注いでいました。 

 現在それらの規模は、ＪＡ共済１，４６８万人、県民共済１３０９万人、全労済１，６４２万人、Ｃ

Ｏ・ＯＰ共済５９１万人であり、全労済、ＪＡ共済の規模は日本の一位と二位であり、大きな影

響力となっています。 

 ちなみに、日本生命は１，２９６万人です。（07.11.10 週刊東洋経済調べ） この掛け軸は、

ＪＡ共済の特別応接室にかけられ、その活動を見守っています。
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 賀川先生は、ひときわ幼児教育に熱心でした。子供たちは生まれたときは皆素直でかわい

い、しかし、育てられる環境によって大きく影響される。良くなるのも悪くなるのも親を含めた

環境によることを身にしみて感じていた。特に幼児期を大切に思われたようです。幼児の時

に生活の中から多くの事を学ぶことを重要視され、早くから幼稚園や保育園を作っていま

す。 

 この写真は 1932 年（昭和 7）に作られた一麦保育園（いちばくほいくえん）です。 

 賀川先生の著「一粒の麦」に因んで、西宮のこの地 瓦木に農民福音学校「一麦寮」を建

て、隣地にこの保育園を創設しました。今も地域の中でなくてはならない保育園として活動

を続けています。
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 賀川先生は先生の願いである「貧しい人たちのいない社会」「愛を持った経済活動」「お互

いに思いやりを持った社会」を実現するための最終的な仕組みとして、生活協同組合を位

置づけておられました。先生の生涯の活動はＣ．Ｐ．Ｃ．（Ｃhristianty、Ｐeace、Ｃooperation）

に集約されると言われています。 

 1921 年（大正 10）賀川先生の精神を受け継いで誕生した神戸購買組合と灘購買組合は

1962 年（昭和 37）に合併し灘神戸生協、1991 年（平成 3）コープこうべに名称変更。阪神間

を中心に県下一円活動を広げ、県民の生活の安定と向上に貢献しています。この生協が県

下でＮｏ１の小売業となり、安心を提供して「コープさん」と呼ばれ支持を得ているのは、賀川

の精神をこの８７年間継承してきた為と言えるでしょう。
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 1935 年（昭和 10）12 月～1936 年（昭和 11）10 月の 11 ヶ月間、の招きでアメリカ、ヨーロッ

パへ米国復興運動と協同組合運動の指導のために渡航したときのもので、場所はロスアン

ゼルス第一組合教会。 

 なぜこのように大勢の人が集まったのか。1920 年（大正 9）に「死線を越えて」という本が出

ました。それが、英語・ドイツ語・フランス語・スエーデン語他に翻訳され、世界中で読まれた

ので彼は一躍世界中で有名になりました。つまりシュバイツアーと同列になったのです。あ

の本は日本では 400 万部売れた大ベストセラーでした。世界を回ったら、「賀川が来た」とい

ってものすごい数の人が集まりました。キリスト教の世界では、イエスの生まれ変わりとされた

ようです。
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 1916年（大正5）プリンストン大学留学中にニューヨークで6万人の労働者のデモを見た賀

川先生は、貧しい労働者を救うのは整然としたデモによって資本家と対等の話し合いの糸

口を作ることから始めねばならないと考え、1917 年（大正６）5 月 4日帰国後、鈴木文治の作

っていた「友愛会」に加わり、1919 年（大正 8）4 月鈴木文治・久留弘三等と「友愛会関西労

働同盟会」を結成し理事長となりました。 

 1921 年（大正 10）神戸川崎及び三菱造船所の労働争議の参謀となってデモの先頭にた

っている賀川先生。しかし、その後労働組合が左傾化し暴力闘争に進んでいった為、賀川

先生は労働運動から離れていきました。
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 生誕の地はＪＲ神戸駅から南へ1キロの程の所に神戸市の中央卸売場がありますがそのす

ぐ北、現在「石川株式会社」の営業倉庫になっている所だということが判明しました。兵庫の

［大輪田の泊］と言われていた所です。100 年前はそこが神戸の中心地でした。商工会議所

の発祥地も、県庁の跡もその周辺にあります。平清盛のお墓「清盛塚」もある所です。 

 4 歳でお父さんが亡くなりました。お父さんは、徳島の藍を仕入れて本土で売っていた回

船問屋、いわば商社です。かなり裕福な家庭だったようです。お母さんは、今で言うお妾さ

んでしたが、一説にはお母さんの父親は元「和歌山藩の納戸係り」だということでした。所謂、

廃藩置県で路頭に迷うことになり、何かの縁で父親と一緒になったわけです。そのお母さん

もすぐ次の年に亡くなりました。両親が亡くなり、徳島の父親の実家に引き取られることになり

ました。愛情の薄い家庭で彼は育てられることになります。 

 ４歳から 17 歳までを大変寂しい、悲しい思いをしながらすごしました。しかし、大変頭の良

い子でしたので 7 歳でもう童話を書き、10 歳で四書五経を学んでいます。またなぜか、1 年

早く小学校に行っています。だから写真を撮ると、いつも小さいです。ですが頭は抜群に良

かった。 

 13歳のときに肺病と診断されました。また15歳で賀川家が破産します。父純一の跡を継い

だ長男の端一が会社を潰してしまいます。その為、徳島の家、田畑全てを売り払い豊彦一

家は納屋に住んだということです。豊彦は叔父のところに居候することになります。 

 愛情の薄い家庭と、経済的に恵まれない境遇の中で、彼は多感な少年時代を過ごします。
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 父純一は代々造り酒屋を営む磯部家の三男として 1849 年（嘉永 2）に生まれた。婿入りし

た賀川家は東馬詰村の地主で、純一は長女みちの婿となり二人のこどもをもうけましたがい

ずれも幼くして病死しています。15 歳で婿入りした純一は後に自由民権運動で頭角を現し

上京、元老院権少書記官という中央役人に任ぜられましたが、後退官し、徳島県が確立す

る前の名東県高松支庁長や高知県徳島支庁長などの要職を短期間勤めた後、神戸で回漕

店を経営、44 歳で病死。 

 母かめは、菅生（かおう、又は、すがおい）かめといい、益栄（ますえ）という名で芸者として

宴席に出ていた彼女を純一が見初め、生活を共にするようになったとされています。かめは

控えめで美しい女性だったといわれ、残された手紙などからもやさしい人柄と高い教養の持

ち主だったことがしのばれます。純一との間に端一、栄、豊彦、喜敬、益慶の５人の子をなし

たが、豊彦４歳の時に、夫の後を追うようにして他界しました。
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 1900 年（明治 33）4 月、豊彦は名門徳島中学校（旧制、現在の県立城南高校）に入学しま

した。難関を突破して 1 年早く入学した彼はクラスで 1 番小柄な生徒でした。すぐ寄宿生活

を始めたものの、1 年ほどで粗野な雰囲気に嫌気がさし、徳島中学校の英語教師片山正吉

の塾に下宿させてもらっています。そこでは従兄弟の新居格（にいい いたる）らと親交を深

めました。豊彦は病弱な体に悩まされながら、勉強やスポーツに打ち込み優秀な成績をおさ

めました。 

 豊彦は徳島中学時代から旺盛な知識欲を持ち、猛烈な読書家でした。多くの書を英書で

学び、イギリスの思想家ジョン・ラスキンやロシアの文豪トルストイに心酔していました。 

 時にラスキンの「胡麻と百合」を抄訳し、1906 年（明治 39）「徳島毎日新聞」に「ラスキンの

女子教育観」と題して 17 回にわたって連載する早熟振りを見せています。徳島中学同窓会

発行の「渦の音」の 9、10 号に「武装せる蟹」という論文も発表しています。 

 1905 年（明治 38）3 月の卒業を前にした野外軍事教練の最中に、豊彦は一つの事件を起

こしました。「演習に行くのはいやだ」と銃を校庭に投げ捨て、グランドに寝転がってしまった

のです。体操の教官の陸軍大尉は逆上して彼を殴りつけました。当時国内は日露戦争に沸

き立っていましたが、彼はキリスト教徒で平和主義のローガン、マヤス両牧師の影響やトルス

トイの非戦論などへの共感から、戦争への疑問を強く持ち、反戦の行動を起こしたのでし

た。 

 そして世話を受けていた叔父の森六郎に、キリスト教の学校へ進みたいと打ち明けました。

彼にエリートコースを歩ませ、賀川家を再興させたいと考えていた叔父は激怒し、学費の支

援を拒絶しました。しかし、豊彦の決意は変わりませんでした。クリスチャンとしての敬虔な人

生を歩みたいという思いは不動のものになっていたからでした。
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 ローガンとマヤスはアメリカ南部出身のキリスト教長老派の宣教師で、マヤスの姉がローガ

ンに嫁いでいました。二人は、有り余る才能を持ちながら恵まれない境遇にある豊彦を忍耐

強く励まし、まるでわが子のようにいつくしみました。特にマヤスは自分の家にいつ来てもい

いように机や食器まで用意し、グレース婦人と共に心から彼を迎えました。家庭的なぬくもり

に包まれて彼は「なぜこの人たちはこんなに優しいのだろうか」と思い、そして二人の愛に神

を感じ、キリスト教の洗礼を受けました。賀川豊彦の人生を決定付づける第一回目の出会い

でした。
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 ローガン牧師とマヤス牧師は、彼に英語を教え聖書を与え、明治学院の学費を出し、病気

の時には療養の世話をし、賀川が新川に入った後も活動費の支援を行い、プリンストン大

学・神学校への留学に対しても援助を惜しみませんでした。この二人との出会いがなければ

賀川先生の偉大な仕事は生まれていなかったといっても過言ではありません。 

 左の写真は賀川先生が 63 歳 1951 年（昭和 26）のときです。 

 右のマヤス先生との写真は賀川先生が 40 歳ぐらいの時のようです。
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 親族に反対されながら明治学院高等部神学予科に入学した賀川は、マヤス先生の援助を

受けて学業を続けました。当時の明治学院には、国内有数の洋書の蔵書数を誇る図書館

があり、授業に満足できなかった賀川は、その蔵書を全て読む決心で猛烈な読書に明け暮

れ、宗教、哲学、社会科学、自然科学など幅広い分野の本を読破していった。バウン博士

の「形而上学の原理」「純粋哲学原理」などに特に感化され、彼の人格主義の宗教哲学に

大きな影響を受け、後になって「バウンを読んでいたから、その後の私はあまり思想的に動

揺せずに人格主義の宗教哲学に基づいて進むことができた」と述べているほどです。
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 2 年目からは加藤和夫、田村四郎、佐々木邦、中山昌樹、富田満、沖野岩三郎など良き

友を得て、充実した学生生活を送りました。「私は明治学院の後の一年程よく勉強したのは、

プリンストンの 2 年間に持ったほか、私の半生の中には持たなかった。しかし、若かっただけ

に、プリンストンで読んだよりか頭によく入っている」といっており、一生を支配する知的満足

を与えられました。一方、賀川の体はケロッグの「粗食論」に共鳴して、粗食を実行したこと

や、猛烈な読書による睡眠不足によって、急速に悪化し、肺結核に深く蝕まれていきました。
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 1907 年（明治 40）3 月、明治学院神学予科 2 年を修了した賀川は、マヤス先生が教鞭を

取ることになった新設の神戸神学校に転校することにしました。9 月の入学までの間、岡崎

へ行った後、豊橋教会に移り、そこで彼は彼の運命を決定づける牧師の長尾巻に出会いま

す。そして、彼は長尾巻から大きく感化されます。そして熱心に路傍伝道の手伝いをしまし

た。40日間の熱烈伝道を行い、41日目に発熱して結核が悪化したため危篤状態に陥りまし

た。しかし、光に包まれ、よみがえったのです。「日本中の牧師で自分が一番感心し、一番

感化を受けたのは長尾巻である」と後に賀川は語っています。賀川の運命を決定づける第

二回目の出会いが豊橋で起こりました。
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長尾巻は加賀百万石の家老で録高二千石を領する長尾八之門の次男として生まれました。八之門

は人徳の高いことで知られていたと言われていました。1880 年（明治 13）６月にトナス・ウイン宣教師
が金沢に来て福音宣教を始めました。金沢には 556 名の隠れキリシタンがお預けとなって、開墾に

従事していました。それを監督したのが八之門で、キリシタンたちが貧苦、屈辱の生活にも信仰者の
みが持つ節操を曲げず、互いにいたわり、慰めあい、愛し合っている麗しい姿を見ていました。この

ことからヤソ教がはたして邪教か、正しい教えか見極めたいと講義所（日本におけるキリスト教会の前
身）に通った結果、これこそ救い正しい教えと確信、1880年（明治 13年）4月に洗礼を受けました。こ

れは北陸伝道の初穂といわれています。長尾巻はこの父のすすめで講義所に出席したその日、礼
拝後に洗礼を受けたいと申し出ました。そして二ヶ月後の 6 月、29 歳で洗礼を受けました。 

 北陸は根強い仏教信仰の地です。キリスト教徒は国賊扱いされるような迫害の中で、長尾巻は伝
道者として召されていることを確信します。彼が 32 歳、長女が与えられている中でのことでありました。

1884年（明治17）年北陸英和学校神学部入学。1887年（明治20）年伝道者として富山に遣わされま
した。その後、金沢、大聖寺、小松、金沢から豊橋に遣わされました。長尾巻の北陸伝道は凄まじい
迫害を受けました。その中で孤児を世話し、虐待される子を養女にもらい、10 人の子どもを養う大家

族の貧しい生活でありながら、乞食が来れば白米のご飯を炊いて座敷で食べさせました。普段は麦
ばかりのご飯、芋粥を食べていたので、子供たちは乞食が来ると、残りのご飯にあずかるのを楽しみ

にしていたといいます。松え婦人は「乞食たちはどこの家に行っても、冷たい残飯ばかりいただくので
すから、せめて私の家だけなりと、温かいご飯を腹いっぱいにたべさせてやりたい」といったそうで

す。 
 

 賀川豊彦は 1959 年（昭和 34）1 月 4 日一麦保育園で行われたイエスの友会冬季聖修会で「長尾
巻に学ぶ」という最後の説教をしました。この時賀川は話し半ばにして幾度か嗚咽し、涙を抑えては

また語り続け、時には 5 分ほども声が詰まって講壇の上に慟哭された、と記録されています。
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 その時の内容です。 

 『私はかつてオーストリヤのウィーンにあるベートーベンの家を訪ねたことがある。彼は二階座敷を

間借りしていた。偉人は必ずしも金殿玉楼から生まれるものではない。間借りからも偉大なる優れた

芸術を見出すものである。 

 私はまた貧乏伝道者、長尾巻に偉大なる優れた芸術を見出すものである。彼はこの世界に何の富

も、地位階級も無い極めて貧しい、ただの一牧師にすぎなかった。日本の牧師は皆貧乏だが、これ

ほど貧乏な牧師を私は見たことが無い。彼は貧乏を享受しているかのようであった。私は明治40年、

彼の伝道を助ける目的で豊橋に行ったことから彼を知るようになり、肺病にかかっていた私は１ヶ月

間、彼の家のぼろ家のぼろ二階に寝かせてもらって親身も及ばぬ世話になった。 

 彼の父は金沢藩の奉行で、なかなかの傑物であった。彼が感化を受けたのは宣教師ウインよりも、

むしろこの父であったと思う。かのブラザーローレンスは田舎の修道院で掃除番をしていたが、長尾

巻はまさに日本のブラザーローレンスである。日本人は何十年経っても、何百年経ても長尾巻に多く

を教えられるに相違ない。長尾巻は、貧乏、迫害、キリスト道によって武者修行をしたキリストの武士

であった。その根気強い点でも、私は彼ほどの者を知らない。私は関東震災後、彼にすすめて名古

屋でキリスト教各派連合の早天祈り会を開いてもらったことがあるが、その祈り会を１０年間守り続けた

のは彼ただ一人であった。～中略～ 信仰生活４９年の間、聖日を数えると２千 5 百回、この二千 5

百回の聖日をただの一日として守られない日はなかった。貧乏のどん底にいながら愚痴、不平を一

度として彼の口から聞いたこともなければ、また彼の怒った顔も見た事もない。 

 私が今まで一番感化を受けた人物、それは長尾巻である。世話になったのと、学んだのとは違う。

私が世話になったのは、アメリカの宣教師だが、学んだのは長尾巻からである。日本にこのような伝

道者がでたことを神に感謝する。こんな人をこそ聖人というのだ。“神に酔える隠れた聖徒”これは長

尾巻に献じられる最も適当な称号であると思う。 私が神戸新川のスラム街に身を投じて、貧民伝道

を思い立ったのは、長尾巻に学んだからである。』
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 神戸神学校に入学した後も病気はますます悪くなり、明石の病院に入院し、4 ヶ月の入院

後、愛知県蒲郡の漁村に小家を借り 9 ヶ月の療養生活を送りました。この間に「鳩の真似」と

いう自伝風の小説（後の「死線を越えて」）を書き、明治学院の先輩・島崎藤村に見てもらい

ましたが冷たくあしらわれました。病気・貧乏・孤独・絶望など、この頃の賀川は生涯で最も

苦悩に満ちた時期を過ごしていました。 

 1908年（明治41）9月に神学校に復帰しましたが、10月には蓄膿症の手術中にまたもや危

篤状態に陥りました。翌年 1月には神学校で肺病患者は排斥運動が起こりました。ジョン・ウ

エスレーの伝記を読んで感動したのもこの頃でした。
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 神戸神学校は 1907 年（明治 40）に、マヤス牧師の母（バージニア州レキシントン市の教会

の海外伝道の会長）の遺産からの献金を中心として建てられ、サムエル・ピーター・フルトン

（1865～1938）を校長として誕生しました。賀川は新川から急な上り道を 20～30 分かけて卒

業まで通っていたのでしょう。神学校は 1942 年（昭和 17）に閉鎖され、現在は、第二次大戦

で焼けた跡の中央区熊内一丁目市立小公園の中に『中央神学校の跡』として記念碑が残さ

れています。 

 神学校の教授陣には、賀川豊彦の結婚式の司式をした神戸教会牧師の青木澄十郎と、

徳島で彼の信仰の父であるＨ・Ｗ・マヤス牧師がいました。二人とも賀川の活動の良き支援

者でありました。『溢恩記』（賀川先生の日記メモ帳のようなもの）に、「マヤス博士が、玩具二

（ふた）行李届けてくれた。感謝。」とあり二人の交流がしのばれます。
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 1908年（明治41）1月から9月まで療養生活を送った家の様子を、賀川先生がご自分で書

かれたもの。この間、長野県との県境の山中の村に、昔の藩の御殿医であった山崎家が経

営する療養所にも行っている形跡があり、このときの経験を元に名作「一粒の麦」を書いてい

ます。 

 賀川はこの時期、苦悩と失望のどん底のいましたが、11 月にジョン・ウエスレーの伝記を読

み感ずるところあり、マヤスの愛や、長尾巻の生き方ともあいまって、あと 3 ヶ月しか生きられ

ない、どうせ死ぬならこの命を貧しい人たちに捧げようと決心します。
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 当時の新川の状況は、神戸市の人口がおおむね 42万人、この新川の人口が 1万人前後

で、そのほとんどは、日雇いなどの肉体労働者でしたが、そういう人たちと病気や怪我やな

んらかの理由で社会の底辺で暮らさざるを得ないような人たちが集まっていた。 

 当時の社会情勢ですが、日清戦争（1894～1895）、日露戦争（1904～1905）があったため、

神戸は三菱造船、川崎造船を中心とする大きな工業都市になっており、近隣の農村から次

男、三男、四男が労働力として流れ込んでいました。また、日清、日露戦争で日本の国家予

算の2倍や8倍の戦費を使ったため、国は戦時特別税として食品を含む日常品にまで課税

をし、市民の生活は大変苦しいものでありました。現在のような社会保障制度などなく、一度

解雇されたり、病気、怪我で仕事ができなくなれば、まともな生活を送れなくなるのが普通で

した。そのような人たちが集まっていました。 

 賀川はそのような状況に置かれている新川に入っていきます。金をせびられ、脅かされ、

殴られ、病人の多さに驚き、もらい子殺しに涙を流しながら、懸命にこの人たちのために立ち

働きます。そして、目の前の彼らが困っていることの解決に動き出します。 

 病人の介護、無料葬式執行、生活資金の援助、生活相談、無料宿泊所、安飯屋、職業紹

介所、日曜学校、遠足、一日里親、伝道などすぐできることからはじめていきました。しかし、

いくら努力しても貧しい新川の住民が減らない、逆に増えていく。救済ではこの人たちは立

ち直れないのではないか。
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 1919 年（大正 8）内務省の作成。賀川先生がここでの活動を開始されてから 10 年目の長

屋の状況です。この長屋は 10 軒、20 軒長屋で縦に半分に壁で仕切られた縦割り長屋です。

一軒の広さは畳 3 枚と土間でそこに 2 世帯～3 世帯が住んでいます。便所は 60 軒に一つ

ほど。扉はありません。お風呂は 3～4 軒しか見当たりません。衛生状態は劣悪です。賀川

先生はこの住環境を改良するために、後に行政に働きかけ 1927 年（昭和 2）に不良住宅改

良法案が成立し、4 階建て、鉄筋コンクリートの改良住宅の建設がはじまりました。しかし、全

ての長屋が新たな改良住宅になるのは 1980 年（昭和 55）頃になります。
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 賀川先生が新川に入ってからちょうど 1 年目のクリスマスです。 

 ロバート・シルジェンという作家が書いた「賀川豊彦」の中に次のような一節があります。 

『彼は、ののしられ、打たれ、盗まれ、あるときはならず者にナイフで嚇かされたこともあった。

彼が持っていた最後の服を人に与えてしまった時などは、貧しい隣人から女物の着物を借り

て着なければならないほどであった。しかし、彼は恐れずにそこに留まり、入信者も生まれる

ようになる。はじめ彼を狂気の人と思っていた人たちは、かれが超人的な力を持っていると

信じ始めた。彼をあざ笑っていた人たちも、やがて彼のことを「賀川先生」と呼ぶようになっ

た。』 

 1 年たって、新川の人たちは賀川先生を信頼していたのでしょう。こんなに多くの人たちが

集まってくれています。
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 当時、新川の子供たちの小学校就学率は6パーセントでした。ですから初めての遠足だっ

た子供たちも大勢いたでしょう。初めての駅弁も食べたそうです。楽しかったでしょう。 

 子供たちの教育には、自然に触れさせることが非常に大切だというのが賀川先生の持論

でした。そのため子供たちをよく郊外に連れて行ったと記録されています。そのようなときに

は関西学院などの学生がボランティアで手伝いに来ていました。
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新川の子どもたち 

 

 左は、長屋の路地です。 

 右は、賀川先生とどもたち。 

 子どもたちは純粋です。環境によって良くも悪くもなります。ですから彼らにはいい環境を

つくってやらなければならない、というのが賀川先生の持論です。ですから幼児教育には大

変力を注がれます。
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 新しい家と間島 僴（ゆたか）先生 

 

 活動を広げるために新しい家を買いました。1階は礼拝所を兼ね、2階が診療所になり、本

格的に病人の診療ができるようになりました。 

 真ん中の人が、間島 僴（ゆたか）医師です。
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 賀川ハルさんと子供たち 賀川ハルさんです。1888 年（明治 22）賀川先生と同じ年にお生

まれです。ハルさんがいなければ賀川先生のお仕事もできていないのではないか、と感じら

れるほどの仕事をされました。賀川先生が外、ハルさんは内、素晴らしいコンビです。 

 子供たちの間を回って、トラコーマの治療のために目を薬で洗っているところです。ご自分

もトラコーマに感染して、両目を失明する手前まで進行しましたが、手術の結果片方の目は

助かりました。94歳までの人生は本当に自分のことはまったく考えない、他人のことだけを考

える真の聖者のような人でした。
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 実験心理学・生物学のマスターオブアーツの資格と神学士の称号バチェラーオブデビニ

ティーを取得。ここでの勉強で、「協同組合」についての彼の哲学の根拠ができたことが、彼

の人生にとって大きな方向づけとなりました。～絶え間なく続く生存競争におけるダーウイン

の「適者生存」学説は、進化についての片寄った解釈だと理解するようになりました。種の構

成員が互いに助け合う能力は、少なくとも闘争する能力と同じくらいに生存にとって重要で

ある。彼がこの見解を人間の世界に移し変えたとき、それは社会的ダーウイニズムへの彼の

答えとなったのです。～
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 救済では貧しい人たちや労働者を真に救うことはできないと考え、突破口を考えていた彼

は 1916 年（大正 5）夏にニューヨークで目撃した洋裁縫製工組合デモに深く心を打たれまし

た。通りを行進する 6 万人からなる労働者の集団の光景は、彼に労働者の力強い連帯の力

を感じさせ、日本に帰ったら労働組合運動を進めようという決心を強めさせました。 

『示威運動が通る！6 万人の針職工組合の示威運動が通る！横に 16 人ぐらい並んで 1 時

間半も通り続ける。マンハッタン区に在る 450 の洋裁製造所の資本家が、イースト・サイドに

ある6万人の貧しい職工を締め出したのである。照り輝く8月の太陽の下にイタリアの労働者、

ユダヤの労働者、ボヘミアの労働者、ほとんどの世界中の労働者が一緒になって行進す

る。 

「貧しい人々がこれだけあるのか！これだけ！そして、これだけの人々が 450 人の人々を敵

として戦っているのだ！とても救済などというていても駄目なのだ！労働組合だ！労働組合

だ！それは労働者自らの力で自らを救うより他に道は無いのだ！俺は日本に帰って労働組

合から始める！」彼はこう考えながら行進を見送ったのでした。
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 賀川は 1917 年（大正 6）５月、第一次世界大戦のため好況の海運業と工業でにわかに景
気づく神戸に帰ってきました。賀川の思考は著しく円熟してきていました。彼のスラムでの働
きと米国における観察などにより、個人的慈善行為はいかに英雄的であっても新川が被っ
ている絶望的な貧困を決して根絶できないと彼は考えるようになっていました。『もし今日の
貧民階級を無くしてしまおうと思えば、今日の慈善主義では不可能である。慈善主義は常に
貧民を増加さす傾向のあることは、古代の宗教慈善が物乞いを作ったことや、英国の貧民
法が失敗したことを以っても証明することができる。そこで私は、救済思想の徹底はどうして
も、労働問題の根底に突き当たらねばならないと思う。それには、社会主義、社会改良主義、
国家社会主義といったような各種の主義主張があるが、日本の今日の状況に照らして、労
働組合の健全な発達をなさしめるより急務は無いと考える。』 
 しかし、彼は日本の社会において革命を求めたわけではありませんでした。平和主義者と
して、かれは現状秩序を暴力的に覆すことを唱える人々に与することはできませんでした。
賀川はフランス革命の研究やロシアにおける流血のニュースから、もし平和的手段を選択肢
として比較してみると、革命はあまりにも多大の暴力を生じ、遂には多くの生命を犠牲とする
ものであると確信したのでした。 したがって、労働者自らの力で賃金や労働条件を改善し、
職場をはるかに越えて、広く社会を改革する手段としての力を持つものとして、彼は労働組
合に希望を託しました。彼らは 300 万人の有権者ではなく（この頃、３円以上を納税する日
本人男性にのみ投票権が認められており、大多数は除外されていた）、1200万人の２５歳以
上の男性全てに選挙権を与えるようにするために力を注いで、緊急に必要とされていた普
通選挙法の制定に寄与することができたのでした。労働組合に加えて、協同組合は、労働
者と消費者に主要産業の所有権と支配力を与えることにより、また少数者に富を集中させる
よりも、広く彼らに利益を再配分することにより、日本経済を最終的には世界の経済を改革
できると賀川は信じていました。
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 「友愛会」は1912年（明治45）キリスト教社会主義者の鈴木文治によって創設され、すでに

3 万人を組織していましたが、鈴木はこの会をどちらからと言えば教育、互助会的な組織に

して行っていました。賀川がプリンストン大学から帰ってきたときは、友愛会神戸支部の会員

は 1220 人になっていました。1917 年（大正 6）9 月に依頼された講演を行った後、友愛会に

参加し、まもなくリーダーとなって行きます。第一次世界大戦（1914～1918）後の不況（バブ

ル崩壊）は、労働者の生活を一段と苦しくしました。労働争議はついに賀川の足元の川崎・

三菱造船所にも飛び火してきました。労働者は賃上げと組合運動の自由を求めて立ち上が

りましたが、社会側は組合のリーダーの解雇でこれに応えました。 

 1921 年（大正 10）7 月 10日、大阪の支援者も加え 3万余人の労働者が神戸に集結しまし

た。賀川らを全権委員に選出したデモ隊は、意気高く整然と行進を開始しました。沿道の市

民もこれに声援を送りました。3 万人の労働者の叫びは、会社側を震撼させました。治安当

局は憲兵隊や軍隊の出動まで要請し、争議団を威圧しました。 

 その後デモは禁止されていましたが、争議団1万余人は1921年（大正10）7月 29日神社

参拝を名目にデモ行進を決行しました。途中で一部が官憲と衝突し大乱闘になってしまい

ました。警察は騒擾罪を適応し、賀川等幹部 240 人を一斉検挙しました。解雇者も 1300 人

にも達しました。こうして 35 日間に及んだ歴史的大争議は、8 月 12 日の敗北宣言で終了し

ました。獄中の賀川は、労働者の解放の日が近づきつつあることを感じました。賀川は争議

の犠牲となった家族に『死線を越えて』の印税から生活費を送り続けました。しかし、この争

議の敗北を機に労働運動は過激な暴力志向に傾き出したため賀川はその方向を修正すべ

く、非暴力の抵抗、漸進主義、人類愛を主張しましたが受け入れられず、結果として労働組

合運動から離れていきます。
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大阪の労働学校 

 

 友愛会の活動を行いながら、1918 年（大正 7）8 月に賀川は、日本で最初の労働者による

労働者のための新聞である『新神戸』を久留弘三らと発刊しました。12 月にはこれを『労働

者新聞』と改題、賀川は労働者新聞社長となり、1922 年（大正 11）安藤国松にこの仕事を引

き継ぐまで、巻頭論文を書き続けました。また、労働運動が弾圧され過激化する中で、地に

着いた運動として展開するためには労働者の教育こそ重要と考え、1922年（大正11）、大阪

労働学校を開校しました。この学校の卒業生には労働運動・社会主義運動で大きな役割を

演じることになる西尾末広や杉山元次郎などが学んでいます。賀川は「死線を越えて」の収

入の中からこの労働学校に 5千円を使っています。
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 新川の構成員の大部分を占める貧しい労働者は一体どこから来るのか。日本の農村地帯

の貧困は今日言うところの発展途上国の様相を呈していました。病気、飢餓、恒常的な負債、

小作などは日本の農民にとって共通の宿命でした。賀川は日本社会の変革を望んでいた

ので、1919年（大正8）1月入念に調査を行って論文を発表しましたが、その中で、彼が住ん

でいた悲惨なスラムを除いては、農村が一番生活水準が低いということを指摘しています。 

 食糧を生産する人々が餓えていました。負債、増大する小作料、抵当物件の喪失などは

米を生産している農民が地主に支払った後には何も残らずに、米を買わなければならない

と言う残酷な現実を作り出していました。そこで彼は1922年（大正11）4月 9日、新しい神戸

ＹＭＣＡの建物に 150 名の農民の代表者を招集して農民組合を結成しました。 

 農民は非常に具体的な講義プログラムや、農村学校（生活や労働条件の事実を集めた調

査研究部門を含めて）にひきつけられていました。数年かけて何千人もの農民に実用的な、

また、宗教的な訓練を施すために『農民福音学校』と農民センターとを設立しました。



スライド 41 

 

農民組合と杉山元次郎（すぎやま もとじろう） 

 

 賀川は農民組合での自分の役割を、財政的援助、宣伝者、媒体であるとし、彼は全国農

民の夢を実現させるのに適任者を探し、農業を学んだ経験を持つ牧師、杉山元次郎を見出

しました。彼の農業改革への基礎は、福島県小高町の農業でした。 

 賀川が都市で行ったように、杉山は農業技術の向上から小作人活動にいたるまで、あらゆ

ることをして、小作農民を援助しようと、幅広い試みをしたクリスチャンでした。（彼は多才で、

農民の面倒を見るために歯科の勉強もした歯医者であった。）彼は、生産性の悪い稲田を

果樹園や乾地に変え、農業改良を試みたのでした。また、大々的に知られた小作人争議

（岡山で2000ヘクタールを持つ藤田農場における大きな小作争議）を指導しました。杉山は

衆議員に 7回当選し、1955年（昭和 30）には、衆議院副議長になっています。また彼は、賀

川の同士集団である『イエスの友会』の指導者として働き、日本農民組合の初代組合長に就

任しています。 

 この場所は、1927 年（昭和 2）に第一回日本農民福音学校を開いた西宮・瓦木の賀川先

生の自宅です。
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 賀川は多くのプロジェクトにその財力と精力を注ぎましたが、その中で最も目に見えるイン

パクトを日本に与えたのは、消費者と農民のための協同組合です。日本生活協同組合連合

会は、賀川らによって 1951 年（昭和 26）に設立されました。これは食料品、消費財、保険、

医療、住居、貿易等 660 の協同組合活動を取り仕切るものです。これらの組合は現在 2400

万世帯の組合員を持ち、従業員はおよそ正規 57000 人、出資金は総額 6842 億円になって

います。（2007 年度事業報告） 

 そして、協同組合は日本の消費者運動と平和運動の推進力になっています。協同組合は、

政治家に働きかけて食品の安全についてのより厳格な規制を勝ち取り、重要な消費財の値

上げに反対し、環境汚染に対する精力的なキャンペーンや、環境保全の地道な活動を繰り

広げてきました。福祉切捨てに反対し、低所得層の消費者にとって痛手となる増税と闘って

来ました。大きな組織は商品検査センターをもち、添加物の少ない食品など環境に優しい

製品の開発をしてきました。 

 また、草の根から国家レベルまで、教育・平和活動の促進や原水爆禁止世界大会への参

加を通じて、協同組合は平和活動にも貢献してきたのです。このような社会的責任により広

く係わっているのは、『平和とよりよい生活のために』という『賀川精神』によるものであり、現

在もこの賀川精神は脈々と継承されています。 共益社は、賀川先生がご自分の手で作ら

れた最初の生協です。1920 年（大正 9）の設立です。



スライド 43 

 

 協同組合に対する賀川のヴィジョンは、全てを包含するものでした。協同組合の発展は、

経済改革の主な要素であるだけなく、世界平和の鍵になるものだと賀川は信じ、熱心に説き

ました。協同組合は組合員を民主的にマネジメントし、『収益』は少数の経営者に集中するこ

となく、組合員に還元されるので、経済改革の手段になるのです。要するに賀川は協同組

合を日本における貧困との闘いや、経済の人格化のための手段と考えていたのです。長期

的には世界経済を協同組合的基盤に立つものに転換することを彼は望んでいました。 

 戦争の原因は経済的不平等と、市場や原料、とりわけ利益をめぐる国家間の激しい経済

戦争であると、賀川は若い頃から確信していました。そして必要なのは、利益を求める動機

を奉仕という動機へと置き換えられるシステムであると論じました。消費者協同組合は数人の

企業家や投資家のために利益を蓄積するのではなく、むしろ全ての組合員に商品サービス

を提供することを目的とした、相互扶助のビジネスですので、利潤のためでなく、奉仕のため

という動機を養うのに理想的なものであると賀川は考えました。（ロバート・シルジェン）
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---時代背景--- 

 1904年（明治37）～1905年（明治38）の日露戦争で日本は国家予算の8倍の戦費を使い

国家財政は破綻。日常品への増税、戦時非常特別税などで、国民生活は困窮を極めてい

たが、1914年（大正 3）7月にヨーロッパで第一次世界大 戦がおこり、ロシアを中心とした戦

争特需により、日本は 1919 年（大正 8）には債務国から債権国になった。 

 しかし、大戦景気は船成金や鉄成金を輩出した一方、戦争バブル崩壊によるインフレと失

業の増大は、市民生活に大きな打撃を与えた。と同時に 1917 年（大正 6）帝国ロシアでの 2

月革命に際して、日本からのロシア出兵を見越した商人による米の買占めによる米価の高

騰が市民の生活を直撃し、全国的な米騒動が起こり世の中が騒然としていた。 

 一方で、経済的な復興と世界的な社会主義の流行の影響による大正デモクラシーが興り、

新しい社会変革の波が日本を揺るがしていた時代であった。
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---神戸購買組合の誕生--- 

 1919 年（大正 8年）川崎造船の職工・青柿善一郎たちが、物価上昇に対応するために｢川

崎購買組合｣を計画、当時、労働組合のもとになる｢友愛会｣の幹部であった賀川豊彦に相

談にいった。 

 その頃すでに賀川豊彦は貧しい人々、弱い人々が救われるのは施しによってではなく、ま

た闘争によってでもなく、経済の仕組みのなかで、人間を大切にし、お互いを尊重する相互

扶助の組織を作らなければならないと考えていた。それが生活協同組合であった。その中

心思想が｢愛と協同｣という言葉に集約される。このような時期であったので青柿らの意見と

すぐに一致した。というより待っていたというべきであろう。賀川は青柿に｢この購買組合を一

つの企業内のものとせず、市民の購買組合にすべきでしょう。｣とアドバイスした。そして、賀

川は動いた。創立事務所を新川の賀川宅に置き、1920 年（大正 9 年）秋、毎土曜日小学校

や教会を借りて 50 数回の講演会を行い組合のＰＲを行った。 

 ｢賀川さんは実に熱心に飛び歩いて働き出すのです。しまいには私たちが引き回されるよ

うな状態になったのでした。私はあの時の賀川さんの激しい活動を思い起こすと、もしも、あ

の時賀川さんがいなかったら、この組合は生まれなかったのではないか、あるいは生まれて

いても中途でくじけてしまったのではないか、と今も思います。｣と青柿が感嘆するほどの活

動が展開されたのでした。
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 ---賀川と那須--- 

 1921 年（大正 10）、大阪の実業界で資産を築いた後、余生を世の中の為に尽くしたいと考

えていた那須善治は、住吉観音林クラブの重鎮である平生釟三郎に相談をした。平生は新

川に賀川という若いがしっかりした人が居るから相談するが良いとアドバイスした。そこで那

須善治（55 歳）は、同郷の田中俊介(27 歳、後の第 4代組合長)を伴い賀川豊彦(33 歳)を新

川に訪ね、教えを請うた。 ｢那須さんは先ず決意を述べられ、その後意見を求められたの

であります。その時、賀川さんは社会情勢上消費組合の重要性を説きに説いて、那須さん

の蹶起を促して止みませんでした。｣(田中俊介 談) 

「『今の日本では、昔風の慈善事業では役に立ちませんよ。体の中に毒がまわっているよう

なものです。膿が体の表面に出たからといって膏薬をはるような姑息なことでは追いつけま

せん。身体そのものを基本的に健康にする運動が必要なのです。それには民衆が自分たち

の力を結集して立ち上がる協同組合に限ります。協同組合は最初は地味なようだし、時間

がかかるようですけれども、民衆が自分たちの力を自覚し自分たちの足でしっかり立つ運動

ですから、社会改造の根本運動です。』と、当時の消費組合、今の生活協同組合運動を極

力すすめられたのでした。」(キリスト教新聞 田中俊介)
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---那須と平生・那須の決意--- 

 那須は平生に報告に行った。「1921 年 2 月の寒い晩でありました。平生さん宅の書斎で

赤々と燃えるストーブの火を見ながら、那須さんの言葉を聴き終わった平生さんは力強い錆

のある声で語られたのであります。 

 『賀川君の説に全く同感であります。今の世の中に消費組合は是非とも必要です。然し消

費組合の経営は生易しいものではありません。私欲の念を離れて社会のために働くという高

潔な人格の持ち主で、しかも敏活な商売の機略を持っていて、いつまでも縁の下の力持ち

と為っていても耐え忍ぶことが出来る人でなければ組合は成功しません。そういう人を探す

なら那須さん、あなたのような人こそ進んでこの仕事の当たるべきです。あなたがやればきっ

と成功します。』と力をこめて説かれたのであります。そこで那須さんの心はしっかりと固まり

ました。『組合を創める以上、必ずや猛烈な反対を受けるでしょう。しかしやる以上はどんな

障害が巻き起こっても必ずやり遂げます。 

仏説にある不惜身命(ふしゃくしんみょう)で、生命を投げ出す覚悟で社会のために尽くしまし

ょう。』と強く答えられました。 

 那須は、賀川により協同組合の精神を注入され、平生により強い決意を持つに至ったので

した。



スライド 48 

 

---平生日記--- 

 那須は活動を開始した。まず観音林倶楽部の会員(住友吉佐衛門、野村元五郎、弘世助

太郎、武田長兵衛、阿部房次郎、武藤山治、小寺源吾、安宅弥吉、野村徳七、久原房之助、

平生釟三郎)に協力を求めた。その様子が平生の日記に残されている。 

｢大正 10 年 3 月 4 日、快晴、気温低し 

昨夜、観音林倶楽部に於いて那須善治氏主唱に係わる灘購買組合に関する相談会有り、

本計画は那須善治氏が 20 余年従事せし株式仲買を廃業すると共に、余生と余財を公共事

業に善用せんと企てられたるものにして、同氏は如何なる事業を営むべきやにつき、かって

一夜、余を問うて意見を叩かれしことありしが、余は下級者をして精神安定を得しめんには、

日常生活上の安定を得せしめるにあり、生活の安定を得しめんには日用品の廉価に供給す

るにあり、而して徒に寄捨金を以って廉売を為す如きは、却って惰民を誘導するに終わるも

のなれば、彼らをして他力に頼らずして廉価に日用品を得せしむるの方法を講ぜざるべから

ず、これには購買組合こそ最も適当の方法なることを談じたりしたが、その後、那須氏は同

郷人にして社会奉仕の念強き青年田中某の賛同を得、同氏をして事務を担当せしめ、自ら

一身を投げて買い入れ加工の業を処理せんと決意を持って着手せられ、大略その順序備

わりたるを以って、他日世話役として助力を乞うべき人々を招きて相談会を催されたるなり｣と

記録されている。
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---灘購買組合と神戸購買組合が発足--- 

 その夜、観音林倶楽部で定款を定めると、3 日後の 3 月 6 日には住吉小学校講堂で消費

組合宣伝のための講演会を開催した。講師には賀川豊彦氏と社会事業研究者・小河滋次

郎氏を依頼した。賀川の｢生活改善と消費組合｣という演説は平生に「余は賀川氏の主張に

賛同し那須氏の志を遂げしめんことを期望して止まず、余も理事の一人として微力を致さん

と欲す」覚悟をさせ、聴衆にも大いに感銘を与えた。こうして住吉村茶屋町区に用地 450 坪

と家屋を購入し、1921年（大正10）5月26日有限責任灘購買組合の認可を得、観音林倶楽

部に於いて創立総会を開き、発足した。 

 一方、神戸購買組合は 1921 年（大正 10）2 月までに 1000 人の組合員を得て、発会式を

挙げるべく宣伝活動を展開してきたが、3月 16日に事務所を新川の賀川宅から八幡通5丁

目に移転し、4 月 24 日の創立総会で次の役員を選び、創立活動を進めた。 

 4 月 24 日、5 月 26 日にそれぞれ労働組合を母体とする神戸購買組合と、住吉村のコミュ

ニテイを母体とする灘購買組合が、いずれも賀川豊彦の思想をその中心にすえて誕生し、

幾多の困難を克服しながら 1962 年（昭和 37）合併し、1991 年（平成 3）コープこうべと改称。

現在に至っている。 



スライド 50 

 

 1923 年（大正 12）の関東大震災の後 1928 年（昭和 3）5 月、本所基督教産業青年会を事

務所として、賀川豊彦は阿部磯雄、丸岡重尭、松浦武夫などを中心に学生消費組合の組

織設立に奔走しました。最初の支所は、早稲田大学社会事業研究会有志の協力によって

早稲田大学支部、続いて拓殖大学、明治大学に支部店舗を設け、学用品の取り扱いを行

い、食堂を設けました。さらに、東京大学、明治学院などにも組織を拡大しましたが、急進的

学生運動に巻き込まれ、官憲の弾圧も激しくなって 1940 年（昭和 15）に解散しました。戦後

の学生生活協同組合運動は、戦前のそれとは直接つながってはいませんが、その影響はさ

まざまな面で大きいといえるでしょう。 

 賀川は、産業組合や消費組合を再生させようと1945年（昭和20）11月、『日本協同組合同

盟』を結成、会長に就任しました。生活協同組合関係者だけでなく、農林水産業、医療協同

組合関係者のほか、学者らも集まりました。この活動は農協法・生協法などの成立に力を及

ぼし、農協、生協などの組織を生みました。1951 年（昭和 26）には『日本生活協同組合連合

会』を創立、賀川は初代会長になっています。この組織はＩＣＡ（国際協同組合同盟）に加盟

して世界とつながっています。 まさに賀川はコープこうべの父に加えて協同組合の父にな

ったのです。
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本所地区での協同組合事業 

 

 関東大震災後の 1927 年（昭和 2）、賀川たちが救援活動の拠点とした本所に江東消費組

合を、1928 年（昭和 3）には中ノ郷質庫信用組合を設立しました。これは大震災の被害者が

気軽に品物を預けて安い利息で金を借り、期限内に返金できなくても品物の権利のなくなら

ないように、自分たちの手で質屋を経営しようというのが趣旨でした。今日でも『中ノ郷信用

組合』で庶民と中小企業を組合員とする相互扶助の精神にたった健全な信用組合として、

バブル崩壊後も運営されています。
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東京医療利用購買組合 

 

 賀川は貧しい人たちが安心して安い診療費で受信できるように、1931 年（昭和 6）に新渡

戸稲造らと東京医療利用購買組合設立運動を起こし、翌年に認可されました。それが現在

の中野総合病院です。この運動は全国各地に普及し、多くの医療利用組合が設立されまし

た。医師会などの反対はありましたが、全国の多くの無医村から歓迎されました。
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松沢幼稚園と園児たち  

 

 賀川先生はとりわけ子どもの教育には熱心でした。新川での子どもたちは家庭が貧しいた

めにほとんどの子どもが学校に行けず、劣悪な環境の中で大きくなっていきました。子どもは

環境による影響を強く受けます。そのことを目の当たりにしてきた賀川先生は幼児からの教

育環境を重要視され、新川時代には子どもたちを須磨や明石などの郊外に連れていき自然

に触れさせていました。また、1931 年（昭和 6）松沢に教会幼稚園、1932 年（昭和 7）瓦木に

一麦保育園を設立し、その後も精力的に幼児教育の場を次々と作っていきました。今では

全国に 50 を越える保育園、幼稚園などがあり賀川の意思が受け継がれています。
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 1923 年（大正 12）９月２日、関東地方で大地震のあったことを知った賀川は神戸のキリスト

教会とＹＭＣＡの仲間と協議し、すぐさま神戸港から東京に向かいました。４日横浜港から上

陸し徒歩と汽車で品川まで進み一泊。５日まだ余燼のくすぶる中を、東京市災害救援本部

に出向き情報を収集しました。その足で上野の高台に登り焼け野原を一望し、賀川はあまり

にも凄まじい光景に我を忘れ『神に謝罪を要求する』と言いました。７日夜帰神、眠ることす

らできないほど衝撃を受けていましたが、詩文『鳳凰は灰燼より甦る』を書き上げると獅子奮

迅の救済活動を開始しました。 

 賀川はまず義捐金を集めるために、地元の大阪・神戸を始め中国・四国・九州まで駆け巡

り、一ヶ月足らずの間に講演会を約４０回も開き 7,500円（現在の 7,500万円）を集め 10月 5

日に神戸に帰りました。7 日、再び単身上京し内務省、東京市を訪ね、冬に向かって特に衣

類、布団の不足していることを聞き、その対応を約束し 13 日帰神、16 日に再び大量の救援

物資を積み込んだ船で出発しました。賀川はさらに千数百冊の洋書を売るなどして作った

1,500 円とイエス団の基本金の中から 5,000 円も合わせて義捐金としました。
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 賀川は最も被害のひどかった本所深川方面の惨状を見て、本所松倉町に救援活動の拠

点を置きました。神戸でもそうであったように、どん底に自らを置き被災者と共に生活しなけ

れば本当の苦しみはわからないし、良き隣人にもなれないと考え、そこに住み着きセツルメ

ントとし活動を開始しました。賀川がそこで目指したものは被災者の経済的、精神的自立で、

その活動の中核が本所基督教産業青年会です。賀川はこれを機に活動の拠点を神戸から

東京に移すことになります。 

 阪神・淡路大震災でボランティアの活動が大きく注目されるようになりました。賀川は 1926

年（大正15）から既に『ボランティア』という言葉を使っていますが、彼こそボランティアの先駆

けでありました。21 歳から始めたスラムでの救貧活動、そして関東大震災での救援活動、後

の奥丹後地震（1927 年・昭和 2）、三陸地方地震・大津波（1933 年・昭和 8）、関西風被害

（1934 年・昭和 9）などにも現地で救済活動を実行しました。阪神・淡路大震災であらためて

賀川の存在が顧みられましたが、関東大震災での彼の働きやそのときの記録は、時代を超

えて今でも新鮮で学ぶべきことが多いといわれています。
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 賀川先生が新川に入るまでの日本は世界史的に見て大変化の時代でした。鎖国から世

界に国を開いて半世紀、ヨーロッパの列強がアジアをターゲットにして迫ってきた植民地政

策と軍事的圧力、産業優先・資本主義の元で発生した人間疎外や貧富の差の拡大、新た

な社会主義・共産主義の流入による思想上の混乱、そしてその結果としての、日清、日露、

そして第一次大戦のバブルとその崩壊・不況による生活苦の常態化など、現在と比べると大

変動きの激しい時代でした。 

 1894年（明治27）～1895年（明治28）の日清戦争、1904年（明治37）～1905年（明治38）

の日露戦争で日本は国家予算の 2 倍、8 倍の戦費を使い国家財政は破綻。日常消費財へ

の増税、戦時非常特別税などで、国民生活は困窮を極めていましたが、1914 年（大正 3）7

月にヨーロッパで第一次世界大戦が起こり、その戦争特需により日本は 1919 年（大正 8）に

は債務国から債権国になりました。しかし、大戦景気は船成金や鉄成金を輩出した一方、戦

後バブル崩壊によるインフレと失業者の増大は市民生活に大きな打撃を与えました。と同時

に 1917 年（大正 6）帝政ロシアでの 2月革命に際して、日本からのロシア出兵を見越した商

人による米の買占めは、米価の高騰を呼び市民の生活を直撃し、全国的な米騒動が起こり

ました。世の中が騒然としていました。 

 一方で、世界的な社会主義の流行の影響による大正デモクラシーが興り、新しい社会改

革の何が日本を揺るがしていた時代でありました。
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 神戸は造船のまちでした。三菱造船と川崎造船が造船という独立した会社になるのは

1900 年（明治 33）前後です。日清、日露で財政破綻した日本は、1908 年（明治 41）に戦後

恐慌で失業者が 80 万人、1909 年（明治 42）には株式暴落が起こります。神戸にも四国、中

国、山陰などから農家の次男・三男・四男が労働力として入ってきていた人たちが失業者と

して街に溢れます。第一次大戦後のバブル崩壊の時にも同じ事が起こりました。現代の上

海や北京も同じでしょう。 

 イギリスで生協が出来た時も同じ状況でした。1844 年、ビートルズで有名なリバプールの

近くのロッチデールという所で最初の生協が生まれました。織物工業の町でした。18 世紀に

ワットが蒸気機関を発明したので、手工業から機械工業に変わり、生産が飛躍的に増大し大

きな産業地になります。そこへ周辺の農村から働き手が集まり工業地帯ができます。当時の

経済の形態は純粋の資本主義ですので、『小公子』『小公女』にあったような、一部の資本

家と大多数の貧しい労働者という構図です。その貧しい労働者たちがお金を出し合って『生

協を作ろう』として出来たのが『ロッチデール公正開拓者生協』です。日本の生協もやはり同

じような社会状況の中からの誕生でした。
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<世界的な活動> 

 

 賀川の新川での献身活動は、『死線を越えて』が出版されて海外に広く翻訳される1921年

（大正 10）以前に、既に彼の新川での活動が、世界の社会的キリスト教の人たちを中心に知

られていたようです。しかし、この本が出版されると、賀川の名前は欧米諸国を中心に一斉

に広がり、講演の依頼が殺到してきました。 賀川はキリスト教の隣人愛精神を基調として以

下のようなことを訴えました。 

 

① 友愛と互助の精神に立ち社会的に弱い立場に置かれた人々を救済すること。 
② 生産・消費・金融等広い経済の分野で協同組合の組織を作り、国家や地域間でも
互恵的な経済協力体制を作ること。 

③ 世界連邦国家をつくり永遠な平和の世界を作り上げること。 
④ 友愛・互助・平和愛好の精神を高め、豊かな自然から学ぶことなど、教育の重要性
を強調したこと。
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<海外活動の年譜> 
 
1914.8.2～1917.5.4 アメリカのプリンストン神学校・大学留学 
（2 年 9 ヶ月） 
1920.8～9.15  中国上海周辺、講演旅行 
1922.2.9～3.10  婦人を伴い、台湾訪問 
1924.11.16～1925.7.22 全米大学連盟の招きで渡米、ヨーロッパ、イスラエル経由 
（8 ヶ月余） 
1927.8.16～  上海のキリスト教経済会議に日本代表として参加 
1928.11.29～12.24 黒田四郎と満州伝道に訪中 
1930.7.19～8.3  秘書タッピング女史と中国訪問 
1931.1.13～2.13  秘書タッピング女史と中国訪問 
1932.7.10～11.12 カナダのトロントでの世界ＹＭＣＡ大会に招かれ訪問 
1932.3.5～3.20  黒田四郎と台湾を訪問 
1934.2.1～3.14  キリスト教連盟の招きでフィリピンを訪問、中国にも 
1935.2.18～7.30  オーストラリア建国 100 年記念行事に招かれて訪問 
（5 ヶ月）  ニュージーランド、ハワイ巡遊 
1935.12.5～1936.10.12 全米キリスト教連盟等の招きで米国復興運動、協同組合運動 
（10 ヶ月）  の指導に訪米。ヨーロッパ諸国、西南アジアを巡遊。 
1938.5.23～6.30  満州を遊説、朝鮮巡遊 
1938.11.15～1939.3.18 インドでの世界宣教大会に講師として参加、上海、香港、 

シンガポール経由でインド入り
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1939.11.7～11.24 朝鮮伝道 

1940.5.14～6.18  満州各地を遊説 

1941.4.5～8.17  キリスト教平和使節団の一員として渡米 

1942.8.21～9  満州を遊説 

1949.12.22～1950.12.28 世界宣教協会、世界キリスト教教育者協議会、英国聖書協会から 

特別講師として招かれ、ヨーロッパ、アメリカを遊説 

1953.1.28～6.25  ブラジル各地を遊説  

1954.7.1～10.25  アメリカ合州国エバンストンでの世界キリスト教会議に招かれ渡米 

1957.1.22～2.22  タイ国遊説 

1958.1.17～1.29  マレーシアでの国際協同組合同盟（ＩＣＡ）東南アジア会議に出席 

 

アメリカ合衆国訪問 7回、中国（満州、台湾含む）訪問 13 回をはじめ、世界各国を遊説し影

響力を及ぼした。
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 大宅壮一がこう言っています。 

『明治・大正・昭和の三代を通じて、日本民族に最も大きな影響を与えた人物ベストテンを選

んだ場合、その中に必ず入るのは賀川豊彦である。ベストスリーに入るかもしれない。西郷

隆盛、伊藤博文、原敬、乃木希典、夏目漱石、西田幾太郎、湯川秀樹などという名前を思

いつくまま挙げてみても、この人達の仕事の範囲はそう広くない。そこえいくと、賀川豊彦は

その出発点であり到達点である宗教の点はいうまでもなく、現代文化のあらゆる分野にその

影響が及んでいる。大衆生活に即した新しい政治運動、社会運動、組合運動、農民運動、

協同組合運動など、およそ運動と名のつくものの大部分は賀川豊彦に源を発しているとい

っても、決して言い過ぎではない。』 

 そして、現代私たちが安心して生活をしていく上で、経済的に暮らしを下支えしてくれてい

る社会保障（健康保険、失業保険）、共済保険などを賀川先生が、あ の新川の 14 年の経

験の中から生み出してこられたのだと思います。
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<公務暦> 

 

1917（大正 6年） 兵庫県救済協会嘱託 

1924（大正 13 年）4 月 帝国経済会議議員 不良住宅地区改良委員会委員  

1924（大正 13 年）5 月 中央職業紹介委員会委員 

1925（大正 14 年）3 月 恩賜財団済世会評議員 

1929（昭和 4年）7 月 東京市社会局嘱託（東京市長堀切善次郎）  

1932（昭和 7年）4 月 中央職業紹介委員会委員（内閣） 

5 月 社会保険調査員（内閣） 

1934（昭和 9年）4 月 中央職業紹介委員会委員（内閣） 

5 月 恩賜財団済生会評議委員（済生会総裁戴仁親王） 

12 月 労働保険調査会臨時委員（内閣） 

1935（昭和 10 年）7 月 社会保険調査会臨時委員（内閣） 

1945（昭和 20 年）4 月 健民局嘱託（厚生省） 

7 月 恩賜財団戦災援護会参与（戦災援護会総裁） 

8 月 東久邇宮内閣参与（内閣） 

9 月 財団法人国民栄養協会理事長（厚生省） 

9 月 厚生省顧問（内閣） 

10 月 神戸市顧問 

議員制度審議会委員（内閣）
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1946（昭和 21 年）2 月 食料対策審議委員（内閣） 

 3 月 貴族院議員（天皇） 
恩賜財団同胞援護会理事（同胞援護会会長徳川家正） 

 5 月 恩賜財団同胞援護会東京都副支部長 
 7 月 社会保険制度調査会委員（内閣） 

1947（昭和 22 年）5 月 光明皇后会評議員 
 6 月 監獄法改正調査委員会委員（司法省） 
 7 月 国立公園中央委員会委員（内閣総理大臣片山哲） 
10 月 東京都生活協同組合指導委員 

1948（昭和 23 年）6 月 中央刑務委員会委員（司法省） 
 7 月 東京都生活協同組合指導委員会員（東京都） 
 9 月 中央児童福祉委員会委員 

1949（昭和 24 年）6 月 人口問題審議会委員 
 7 月 東京都生活協同組合指導委員会委員 

国立公園中央審議会委員（厚生省） 
1955（昭和 30 年）2 月 尼崎市顧問 

11 月 兵庫県社会保障審議会臨時委員（兵庫県） 
12 月 人口問題審議会委員 

1956（昭和 31 年）10 月 神戸市教育委員会委員 
中央優勢保護審査会委員 

1957（昭和 32 年）10 月 中央児童福祉審査会委員 
12 月 厚生大臣地方改善事業協議会委員 

1958（昭和 33 年）10 月 神戸市教育委員会委員



スライド 64 

 

賀川先生が会った人々 

 

 バートランド・ラッセル（英 1872～1970） 

  イギリスの哲学者・平和主義者で1921年（大正10）訪問時に会見し、神戸の労働者対象

の講演で賀川が通訳を勤めた。 

 

 ガンジー（印 1869～1948） 

  1939年（昭和14）1月、インドでの世界宗教大会出席を済ませた賀川は、ガンジー、ネー

ルと会談、インドの独立問題、貧困問題や日本軍の中国侵略問題について話し合った。
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マクドナルド首相（英 1866～1937） 

 1924 年（大正 13）訪英の時、労働党党首マクドナルドと出会い時事問題を話し合った。 

 

ホイス大統領（独 1884～1963） 

 1949年（昭和24）ドイツ連邦共和国の初代大統領。1950年（昭和25）の訪問の時に会見し、

ドイツの復興などについて話し合った。
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ニーメラー牧師（独 1892～1984） 

 ヒットラーの支配に抵抗し長く監禁された宗教家。1950 年（昭和 25）に賀川が訪独しフラン

クフルトで講演したとき、賀川を聴衆に紹介し、対談もした。 

 

アインシュタイン（独・米 1879～1955） 

 ドイツ生まれでアメリカに亡命帰化した原子物理学者。相対性理論で有名。1922 年（大正

11）訪日時、賀川と対談。
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ロックフェラー（米 1839～1937） 

 石油関係の大実業者で、文化事業にも出資。1925 年（大正 14）の訪問時、昼食会に招か

れて対談。 

 

胡適（中 1892～1962） 

 中国の文学理論家・哲学者・教育家。1927 年（昭和 2）訪中時に時事問題を話し合う。
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マッカーサー（米 1880～1964） 

 日本占領連合国最高司令官。賀川はマッカーサーの日本進駐後、公開文書で占領政策

についての要望を述べ、会見もして占領政策に影響を与えた。 

 「マッカーサー総司令官に寄す」（『讀賣報知』1945 年（昭和 20）8 月 30 日号発表） 

   マッカーサー総司令閣下、戦勝国は広い心と思いやりがなければなりません。日本は

いま詔書のお示しのままに立派な世界国家として出発しようとしています。（中略）願わくば

閣下よ、日本人の特質を活かし新文化世界へ邁進する日本に拍車をかけるとも力を揮う勿

れ、・・・ 

 

ネール（印 1889～1964） 

 1939 年（昭和 14）1 月、インドでの世界宗教大会出席を済ませた賀川は、ガンジー、ネー

ルと会談し、インドの独立問題、貧困問題や日本軍の中国侵略問題について話し合った。
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 賀川先生の精神を作ったのはマヤス先生の愛でしょう。他人への思いやり、やさしさだと思

います。そして長尾巻の自己を捨てた他人への献身、ジョン・ウエスレーの命を賭けた布教

活動、アーノルド・トインビーのスラムにおける救済活動への情熱、これらが土台となってい

ます。 

 そして、イエス・キリストへの絶大なる信頼というのは、彼がイエスを信じきっているということ。

明治学院でバウムから得た揺るぎの無い信仰哲学が彼の行動を揺るぎのないものにしてい

ます。彼はイエス・キリストにならって人々のために働くことを決心し、実践してきました。だか

ら、みんなと風呂にはいると人の背中を流すのです。沢山の人が何回も背中を流された、と

言っています。ＹＭＣＡでは足を洗うのだそうですが、彼は背中を洗います。 

 困っている人への愛情、困っておる人を見ると、もう矢も立てもたまらんという人のようです。

スラムに入って、貧しい人、困っている人、弱い立場の人と一緒に生活をしました。あまりに

ひどすぎる、何とかして救おうとした。しかし、救済や施しではこの人たちを救うことは出来な

い。14 年間新川に居て体験したことです。だから、しくみを作った。かれはそういうしくみを作

らないと駄目だと思った。そして、防貧や、助け合いの仕組みとしての共済・保険、自立する

仕組みとしての協同組合、生活の下支えをする社会保障である健康保険・失業保険等の基

礎を作った。そのしくみが全部、今花咲いています。イエス団、幼児教育、セツルメント、助

け合いのしくみである全労済、ＪＡ共済、コープ共済、生協、農協、漁協、健康保険、失業保

険等どれをとっても、今の我々の生活を支えてくれているものばかりです。
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 基本思想は『愛』であります。彼の色紙に『愛はわたしの一切である』と書いてあるものがあ

ります。愛は自分のことよりも、他人のことを想うことだといいます。 

 賀川豊彦とハル夫人の基本思想、というより生き方は、自分を捨てて人のために為すという

ことなのでしょう。我々が引き継ぐ基本思想はここにあると思われます。
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1 利益共楽 お金ではない安心、健康、福祉などの暮らしを向上させる利益を一人ひと

りが力を合わせて分かち合い、ともに豊かに幸せになろうとすること 

2 人格経済 営利追求の社会ではなく、人間の尊厳を確保し、人間中心の経済社会を

確立させること 

3 資本協働 資本はみんなで持ち寄ること。みんなで参加し、みんなが責任と権利を持

つ仕組でなければ協同組合は成り立たない 

4 非搾取 自由平等で利益を分かち合える共存共栄の社会を創造すること 

5 権力分散 権力が集中されることなく個人個人が人間としての主権が保証され、自分

自身で自覚し自立し行動すること 

6 超政党 協同組合は政党を超えた人と人とのつながりで成り立つ組織、主義主張で

はなくみんなの幸せをお互いの力で作っていくもの 

7 教育中心 人間的な生活を確立するためには意識向上が必要で、生活者一人ひとり

の教養を広め高める教育が重要である
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