
「賀川豊彦のお宝発見」その３ 

新聞記事にみる賀川豊彦（55） 

         １９１0（明治４３）年～１９６３（昭和３８）年（神戸版） 

	 

第 55回	 「新聞記事にみる賀川豊彦」（目次） 

第１回	 明石海水浴場慰安旅行	  
１９１０（明治４３）年８月１１日「神戸新聞」 

第 2回	 救済事業関係者懇談会	  
１９１７（大正６）年６月１７日「大阪朝日新聞神戸付録」 

 
第３回	 二つの「貧民救済音楽会」 
	 １９１７（大正６）年１０月１９日「大阪朝日新聞神戸付録」 
１９１８（大正７）年１月２８日「大阪朝日新聞神戸付録」 

 
第４回	 兵庫県救済協会「口入所」関連 
	 １９１８（大正７）年５月３日「大阪朝日新聞神戸付録」 
	 １９１８（大正７）年５月２２日「大阪朝日新聞神戸付録」 
１９１８（大正７）年６月８日「大阪朝日新聞神戸付録」 
１９１８（大正７）年６月１０日「大阪朝日新聞神戸付録」 

 
第５回	 「イエス団友愛救済所」設立	  
１９１８（大正７）年１０月１５日「新神戸」 

 
第６回	 「新神戸」の記事から 
１９１８（大正７）年１２月１５日「新神戸」 
	 １９１９（大正８）年２月２０日「新神戸」 
 



第７回	 「治安警察法撤廃演説会」「友愛会関西労働同盟会」 
	 １９１９（大正８）年３月１５日「新神戸」 
１９１９（大正８）年５月１５日「労働者新聞」 

 
第８回	 「友愛会の新陣容（綱領・宣言）」 
１９１９（大正８）年９月１５日「労働者新聞」 

 
第９回	 「賀川豊彦召喚・起訴」   
１９２０（大正９）年１月２９日「神戸又新新聞」 
１９２０（大正９）年２月３日「神戸又新新聞」 

 
第 10回	 「普選示威運動」「日本労働劇団」 
１９２０（大正９）年２月１５日「労働者新聞」 

 
第 11回	 「友愛診療所の馬島僴医師」 
１９２０（大正９）年３月７日「神戸新聞」 

 
第 12回	 「神戸購買組合の設立」 
１９２０（大正９）年８月１５日「労働者新聞」 
１９２１（大正１０）年３月１５日「労働者新聞」 

 
第 13回	 「労働講座・労働祭・覚醒婦人協会」 
	 「労働組合講座」と「播磨造船労働組合発会式」 
１９２０（大正９）年 １２月１５日「労働者新聞」 
「演壇の印象：賀川豊彦君」 
１９２１（大正１０）年１月２０日「労働者新聞」 
「神戸の労働祭」 
１９２１（大正１０）年５月５日「労働者新聞」 
「覚醒婦人協会」 
１９２１（大正１０）年５月２０日「労働者新聞」 
１９２１（大正１０）７月１７日「神戸新聞」 

 
第 14回	 「馬島ドクトルの米国留学」 
	 １９２１（大正１０）年７月２１日「毎日新聞兵庫県付録」 
 



第 15回	 「争議等演説会・日本農民組合」 
「争議報告大演説会」 
	 １９２１（大正１０）年７月２５日「労働者新聞」 
「失業問題大演説会」 
１９２１（大正１０年）１１月１５日「労働者新聞」 
「日本農民組合理事会」 
１９２２（大正１１）年３月１３日「神戸又新」 
「第１回全国農民大会」 
１９２２（大正１１）年４月３日「神戸又新」 
「日本農民組合」 
１９２２（大正１１）年４月１５日「労働者新聞」 

 
第 16回	 「争議犠牲者慰安会・神戸ゴム工大会」他 
「争議犠牲者慰安会」 
	 １９２２（大正１１）年４月１５日「労働者新聞」 
「賀川豊彦新聞紙法違反裁判」 
１９２２（大正１１）年５月９日「神戸新聞」 
「神戸ゴム工大会」 
１９２２（大正１１）年６月５日「神戸新聞」 

 
第 17回	 「東神護謨女工争議」 
「覚醒婦人会の応援」 
	 １９２２（大正１１）年７月２１日「神戸又新日報」 
「賀川春子女史の談話」 
１９２２（大正１１）年７月２８日「神戸又新日報」 

 
第 18回	 「大争議１周年」「賀川筆禍事件公判」他 
「大労働争議１周年記念演説会」 
	 １９２２（大正１１）年７月３０日「神戸又新日報」 
「賀川豊彦筆禍事件公判」 
１９２２（大正１１）年１１月１５日「神戸新聞」 
「アインシュタイン神戸に向かう」 
１９２２（大正１１）年１１月１５日「神戸新聞」 

 
第 19回	 「大正 11年＜年の暮れ：元町と新川＞」他 
	 「大正１１年＜年の暮れ：元町と新川＞」 



	 １９２２（大正１１）年１２月１３日「神戸又新日報」 
	 「アインシュタインの神戸講演」 
１９２２（大正１１）年１２月１３日「神戸又新日報」 
「古着市」 
１９２２（大正１１）年１２月１６日「大阪毎日新聞：兵庫県付録」 

 
第 20回	 「文壇噂」「農民組合大会」他 
	 「文壇噂の聞き書き」（欠け部分多い） 
	 １９２３（大正１２）年２月１日「神戸又新日報」 
「因島労働組合での演説」 
１９２３（大正１２）年２月１５日「労働者新聞」 
「農民組合大会傍聴記」 
１９２３（大正１２）年３月１日「労働者新聞」 

 
第 21回	 「野倉萬治下獄」「アダムス女史新川視察」他 
	 「野倉君下獄」 
	 １９２３（大正１２）年 4月１日「労働者新聞」 
	 「ジェーン・アダムス女史の新川視察」 
１９２３（大正１２）年６月２３日「神戸新聞」 
「私設社会事業助成」 
１９２３（大正１２）年９月９日「大阪毎日新聞・兵庫県付録」 

 
第 22回	 「東京罹災民救護」「源太郎館」 
	 「東京罹災民救護」 
	 １９２３（大正１２）年１１月２１日「神戸新聞」 
「源太郎館」 
１９２３（大正１２）年１２月２６日「神戸新聞」 

 
第 23回	 「深田種嗣」「労働中学」他 
	 「深田種嗣」 
	 １９２４（大正１３）年１月２１日「神戸新聞」 
「日本農民組合」 
１９２４（大正１３）年２月１４日「神戸新聞」 
「労働中学の開校」 
１９２４（大正１３）年３月３日「神戸新聞」 

 



第 24回	 「欧米講演視察（出発と帰国）」 
	 「賀川欧米へ」 
	 １９２４（大正１３）年４月３日「神戸新聞」 
「賀川愈々米国へ」 
１９２４（大正１３）年８月１５日「神戸新聞」 
「欧米巡遊から帰国」 
１９２５（大正１４）７月１６日「神戸又新日報」 

 
第 25回	 「水平学校」「無産政党樹立」「独立政治協会」 
	 「小諸に水平学校」 
	 １９２６（大正１５）年１月１３日「神戸又新日報」 
「無産政党樹立」 
１９２６（大正１５）年２月８日「神戸新聞」 
「独立政治協会」 
１９２６（大正１５）年２月９日「神戸新聞」 

 
第 26回	 「賀川氏が故郷神戸へ」 
	 「賀川氏が故郷神戸へ」 
	 １９２６（大正１５）年９月２１日「神戸新聞」 
「帰って来た賀川さん」 
１９２６（大正１５）年１０月３０日「神戸新聞」 

 
第 27回	 「馬島：労働診療所」「新川・改良事業」 
	 「馬島・労働診療所」 
	 １９２６（大正１５）年１１月２３日「神戸新聞」 
「新川の改革」 
１９２７（昭和２）年１１月１５日夕刊「神戸又新日報」 
「新川スラムの改良事業」 
１９３２（昭和７）年５月１５日「神戸又新日報」 

 
第 28回	 「新日本建設：精密工業と農業で」 
	 「精密工業と農業で」 
	 １９４５（昭和２０）年９月２５日「神戸新聞」 
 
第 29回	 「協同組合経済」 
	 「協同組合経済とは」 



	 １９４５（昭和２０）年１０月１８日「神戸新聞」 
 
第 30回	 「賀川豊彦：新生日本大講演会」 
	 「君主制民主主義とは何ぞや」 
	 １９４５（昭和２０）年１０月２８日「神戸新聞」 
 
第 31回	 「神戸を協同組合都市に」 
	 「協同組合結成の要」 
	 １９４５（昭和２０）年１０月２８日「神戸新聞」 
「神戸を組合都市に」 
１９４５（昭和２０）年１０月２９日「神戸新聞」 
「傷痍軍人の就職：各県に＜時計学校＞」 
１９４５（昭和２０）年１０月３０日「神戸新聞」 

 
第 32回	 「労働学校・神戸社会教育協会」など 
	 「川崎造船所長との対談」 
１９４５（昭和２０）年１１月３０日「神戸新聞」 
「労働学校・神戸社会教育協会」 
１９４５（昭和２０）年１２月１４日「神戸新聞」 

 
第 33回	 「神戸の基督教会」「社会的キリスト教」 
	 「神戸の基督教会」 
１９４６（昭和２１）年２月２４日「神戸新聞」 
「社会的キリスト教の再建」 
１９４６（昭和２１）年２月１日「神戸新聞」 

 
第 34回	 「賀川追放か」「天皇への御進講」 
	 「賀川豊彦氏追放か」 
１９４６（昭和２１）年５月９日「神戸新聞」 
「賀川講演：戦争放棄の世界的意義」 
１９４６（昭和２１）年９月１９日「神戸新聞」 
「賀川豊彦：社会事業について御進講」 
１９４７（昭和２２）年４月２９日「神戸新聞」 

 
第 35回	 「新川の母」「賀川豊彦：欧米から帰国」 
	 「慕われる“新川の母”」 



１９５０（昭和２５）年５月１０日「神戸新聞」 
「賀川豊彦：欧米から帰国」 
１９５０（昭和２５）年１２月２９日「神戸新聞」 

 
第 36回	 「消費生協を語る座談会」 
	 「家庭経済の背骨」 
１９５２（昭和２７）年 10月１５日「神戸新聞」 

 
第 37回	 「世界連邦アジア会議」「ブラジル歴訪」他 
	 「世界連邦アジア会議」 
１９５２（昭和２７）年１１月２日「神戸新聞」 
「ブラジル等歴訪から帰国 
１９５３（昭和２８）年６月２５日「神戸新聞」 
「変装、貧民窟探検記」 
１９５３（昭和２８）年７月３日「神戸新聞」 
「賀川豊彦氏のブラジル話」 
１９５３（昭和２８）年７月４日「神戸新聞」 

 
第 38回	 「福音学校の立体農業」 
	 「香川県小豆郡の立体農業」 
１９５５（昭和３０）年７月１７日「神戸新聞」 

 
第 39回	 「ノーベル平和賞候補」「三浦清一詩集」 
	 「ノーベル平和賞候補」 
１９５６（昭和３１）年２月４日「神戸新聞」 
「三浦清一詩集：ただ一人立つ人間」 
１９５６（昭和３１）年７月２７日「神戸新聞」 

 
第 40回	 「神戸市教育委員就任」 
	 「神戸市教育委員の顔ぶれ」 
１９５６（昭和３１）年９月２４日「神戸新聞」 
「教育委員初顔合わせ」 
１９５６（昭和３１）年１０月２日「神戸新聞」 
「教育委員・賀川豊彦氏」 
１９５６（昭和３１）年１０月５日「神戸新聞」 

 



第 41回	 「神戸生協 35周年」「尼崎市世界平和都市宣言」 
	 「神戸生協創立３５周年記念式」 
１９５６（昭和３１）年１１月２６日「神戸新聞」 
「尼崎市世界平和都市宣言」 
１９５７（昭和３２）年６月４日「神戸新聞」 

 
第 42回	 「愛護教育講座」「賀川記念館建設計画」 
	 「神戸市愛護教育夏季講座」 
１９５７（昭和３２）年８月１８日「神戸新聞」 
「賀川記念館建設計画」１９５７（昭和３２）年１２月６日「神戸新聞」 

 
第 43回	 「核実験提訴」「神戸市教育委員再任」 
	 「米国核実験提訴」 
１９５８（昭和３３）年５月１２日「神戸新聞」 
「賀川豊彦・神戸市教育委員再任」 
１９５８（昭和３３）年１０月３日「神戸新聞」 

 
第 44回	 「賀川氏への神戸市玉津中学生の贈物」 
	 「病床飾る楽焼の花びん」 
１９５９（昭和３４）年７月１２日「神戸新聞」 

 
第 45回	 「賀川豊彦氏死去」 
	 「賀川豊彦氏死去」 
１９６０（昭和３５）年４月２４日「神戸新聞」 

 
第 46回	 「賀川豊彦氏の思い出」ほか 
	 「神戸市教育委員：賀川氏の後任」 
１９６０（昭和３５）年４月２７日 「神戸新聞」 
「賀川記念館・来年２月着工」 
１９６０（昭和３５）年４月３０日「神戸新聞」 
「賀川氏の葬儀」 
１９６０（昭和３５）年４月３０日「神戸新聞」 
「嘉治隆一:賀川氏の思い出」 
１９６０（昭和３５）年５月１日～２日「神戸新聞」 

 



第 47回	 「賀川豊彦追悼式」「賀川豊彦記念館」 
	 「賀川豊彦追悼式」 
１９６０（昭和３５）年５月１８日 「神戸新聞」 
「賀川豊彦記念館建設計画できる」 
１９６０（昭和３５）年７月２９日「神戸新聞」 

 
第 48回	 「こんなもんや物語」 
	 「平野零児：こんなもんや物語」 
１９６１（昭和３６）年２月１９、２月２８日、３月１日 「神戸新聞」 

 
第 49回	 「賀川記念館建設に協力しましよう」 
	 「賀川記念館建設に協力しましょう」 
１９６１（昭和３６）年６月２７日 「神戸新聞」 

 
第 50回	 「賀川記念館の起工・完成」 
	 「賀川記念館の起工」 
１９６２（昭和３７）年６月３日 「神戸新聞」 
「賀川記念館できる」 
１９６３（昭和３８）年２月２０日「神戸新聞」 

 
第 51回	 「賀川記念館竣工」 
	 「賀川記念館竣工」 
１９６３（昭和３８）年４月１１日 「神戸新聞」（夕刊） 

 
第 52回	 「賀川記念館開館式」「学童の保育」 
	 「賀川記念館開館式」 
１９６３（昭和３８）年４月１２日 「神戸新聞」 
「賀川記念館：学童の保育」 
１９６３（昭和３８）年６月４日「神戸新聞」 

 
第 53回	 「世界連邦世界大会」「長田区神視保育園」 
	 「世界連邦世界大会」 
１９６３（昭和３８）年８月２６日 「神戸新聞」 



「長田区神視保育園のもちつき」 
１９６３（昭和３８）年１２月３日「神戸新聞」（夕刊） 

 
第 54回（付録）「あのころあのとき」 
	 「神戸新聞で見る明治・大正・昭和」 
１９６４（昭和３９）年１０月３１日、１１月１２日 「神戸新聞」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （２０１１年４月２５日記す。鳥飼慶陽） 


