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「吉田源治郎の世界」を訪ねる	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第１回	 「お宝：吉田摂氏所蔵資料」との出会い 

 
吉田源治郎先生のお働きに惹かれ始めたのはごく最近のことである。 
今年（２０１０年）２月２７日、神戸文学館における公開講座「賀川の文学」で「賀川

豊彦の贈りもの」を担当したおり、昨年来「武内勝資料」の解読で助言を頂いている西宮

一麦保育園顧問・梅村貞造先生から２冊の著書『吉田先生と私―米寿記念文集』（西宮一麦



教会、１９７９年）、吉田源治郎著『五つのパンと五千人―サモセットの花籠』（コイノニ

ヤ社、１９７５年）と貴重な数点の関係資料（コピー）を戴いた時からである。まだ２ヶ

月ほどしか経っていない。 
 
それにはこんな経緯があった。 
実はその１０日前（２月１７日）である。社会福祉法人イエス団の評議員会が神戸で開

催された。数年前から評議員に加わり出席していたのであるが、その日今期を以って監事

職を退任される旨、吉田摂（たすく）氏（吉田源治郎先生のご子息）が挨拶をされた。吉

田摂氏の隣席の吉田洋子氏も同じく評議員を退任され、その挨拶もあった。 
何しろ長い間のもぐら暮らしをしてきて、評議員のお歴々のことも殆どの方とは面識も

なく、お二人がご夫婦であることさえ知らなかったが、ご主人の摂氏のことは、戦後早い

頃（昭和２２年頃以降）関西学院の学生の頃に賀川梅子さんや播磨醇さん、大岸坦弥さん

等とご一緒に、神戸市長田区四番町に建てられていた「天隣館」（ここで当時「長田保育所」

が開設されていて、斉木ミツル・中野とよの・河野洋子ほかの先生方が活躍しておられた）

に学生ボランティアとして参画しておられた中のおひとりであったこと、とりわけ摂氏は、

全国にも名を馳せていた「関学グリー」のメンバーで活躍され、かてて加えて賀川と共に

歩んだあの「吉田源治郎先生の息子さん」であること、などを耳にしていた。 
 
（長田区番町におけるイエス団の働きの一部については、共同通信の伴武澄氏のお勧め

とご援助で、昨年（２００９年）末までの「賀川豊彦献身１００年オフィシャルサイト」

における「賀川豊彦のお宝発見」で９４回にわたって紹介することが出来た。それは昨年

春に念願であった「武内勝関係資料」をご子息の武内祐一氏のご好意で閲読と公開を許さ

れたためであった。この度の神戸文学館の特別展にも一部公開展示され、さらに過日（４

月１７日）グランドオープンした「賀川記念館ミュージアム」でも数点展示された。なお、

「賀川豊彦のお宝発見」は現在もＨＰで見ることが可能であるが、「賀川ミュージアム」の

中でも閲読が出来る。「武内勝関係資料」の閲読は未だ継続中で「お宝発見」の続編を思案

中である。） 
 
評議員会閉会後、吉田摂氏にご挨拶をしてお別れをした後、失礼を省みず後日さらに宝

塚のご自宅へ不躾なお電話を差し上げ、「番町へ足を運ばれた若き日の頃のお話を是非お聴

きしたい」旨申し出たのである。幸運なことに、摂氏は甲子園二葉教会の役員でもあり、

元正章牧師は私の知友であったことと、先にあげた梅村貞造先生とは旧知の仲であるとの

ことで、急遽４月５日午後、梅村先生のおられる一麦保育園で、元牧師も交え４人でお会

い出来る事になった。 
 
私にとっては、賀川豊彦とその仲間たちの働き、中でもこれまで余り明らかでなかった



長田区番町における働きの跡を少しでも知っておきたいという願いが当面のことであった。

昨年（２００９年）１０月１６日、杉山元治郎研究でも知られる東北学院大学の岩本由輝

先生が一麦保育園を訪問されるので来ないかと梅村先生に誘われて、初めて一麦保育園と

西宮一麦教会を訪ねたのであるが、誠に迂闊な事に「吉田源治郎先生」に関する積極的な

関心は、まだ私の中に芽生えてはいなかった。 
 
ところが今回、摂氏のお話を聴くために、梅村先生から寄贈を受けた先の２冊に併せて、

１０年以上も前に寄贈されていた西宮一麦教会『五十年の歩み』（１９９８年）を改めて紐

解いてみたのである。 
３０頁余りの貴重な「年表」（前史１９２６年～１９４６年を含む）にも注目させられた

が、梅村先生が長い間大切に保存しておられた録音テープ―１９６７年３月１９日の創立

２０周年記念礼拝にける吉田牧師の説教「前進する教会」―が２１年ぶりに文章化され、

それが「特別寄稿」の形で記念誌の巻頭に収められていた。 
 
吉田源治郎牧師のことは、賀川が１９２０年（大正９年）に出版した『イエス伝の教へ

方』（日曜世界社）をはじめ、多くの賀川の作品を筆記して作品化した人物としては知って

いたが、吉田先生の全体像が掴めていなかった私には、「前進する教会」と題する１４頁に

及ぶこの説教に接して、「吉田源治郎の世界」を一歩ずつでも探訪したくなったのである。 
この説教には、日本農民福音学校（昭和２年）のこと、一麦保育園（昭和７年）のこと、

大阪の四貫島のこと、戦火で自宅まで消失したこと、馬見・榛原・見方・但馬などの伝道

のこと、そして西宮一麦教会のこと、賀川葬儀での先生による「告別の言葉」などにも触

れられていて、文章として残されている先生の説教を読んで見たくなっていた。 
 
そんな思いを抱きながら４月５日を迎えたのである。 
この時は、時の経つのも忘れて、何と３時間近く及ぶ語らいが続いたのである。 
昔の「一麦寮」の写真等見ながら、吉田家と武内家がここで共に過ごされていた頃のこ

と、新川のイエス団や長田の天隣館に出かけていたこと、母・幸（こう）さんのことや兄

姉のこと、父の主著『肉眼で見る星の研究』と宮沢賢治のこと、父とシュバイツァーのこ

と、父の米寿のお祝いのときのこと、大正７年の父の著作『児童説教』のこと、二葉教会

のオルガンのこと、ライカー宣教師のこと、共益社の間所兼次のこと、ラクーア伝道のこ

と、ご自身の関学グリーのあれこれのことなど、次から次へ話が弾んだ。この時の記録は、

お許しを得て収録も出来ているが、有難いことにこの時、摂氏がこれまでこつこつと時間

をかけて収集された関係資料や写真などを持参され、その中の大切な幾つかのものをお譲

り戴いたりもしたのである。 
 
さらに加えて４月２６日にも再度、摂氏が一麦保育園に足を運ばれ、梅村先生と元牧師



共々４人で、二度目の語らいの機会を持って頂いた。そしてこの時は、第１回目の時の数

倍にのぼる大量の、関係する図書資料を持参され、ひとつひとつ説明を加えて戴いた。そ

してその上に、貴重な資料をすべてお貸し戴いて、暫くの間閲読を許されることになった

のである。この時の語らいの様子も収録されているが、摂氏が持参された所蔵資料は、次

の通りである。要返却分と受贈戴いたものと分けてリストを作ってみた。 
 

吉田摂氏所蔵資料 

２０１０年４月２６日にお借りした関係資料（要返却） 
 
吉田源治郎著作 
１	 「児童説教」	 日曜世界社、大正７年	 （本書のみ梅村氏より借り受け）  
２	 「宗教科学より身たる基督教」	 警醒社書店版	 大正１４年 
	 	 	 本書には付録として「シュワイチェルの＜原生林の片隅にて＞を読む」がある 
３	 「新約外典の話」（聖書物語文庫２４巻）	 昭陽堂書店	 昭和３年 
４	 「勇ましい士師達」（聖書少年文庫６）	 新教出版社	 昭和３２年 
 
吉田源治郎論文 
「『愛餐』の研究」（｢雲の柱｣昭和６年２月）コピー 
「又逢ふ日迄」（故吉田なつえの思ひ出、大正６年）コピー 
 
教会・幼稚園等記念誌 
「保健婦事業十年を回顧して」（日本看護協会保健婦部会、昭和２１年）コピー 
「基督教保育連盟関西部会創立五十周年記念誌」（１９６５年） 
「創立２５周年を記念して」（日本キリスト教団西宮一麦教会、昭和４８年） 
「四貫島セツルメント創設五十年記念	 四貫島友隣館・大阪四貫島教会・天使保育センタ

ー	 五十年のあゆみ」（四貫島友隣館、昭和５０年） 
「兵庫県幼稚園教育１００周年記念誌」（１９７６年） 
「先輩社会事業家の文集	 足跡	 あとにつづくもののために」（大阪府社会福祉協議会従事

者部会、昭和５６年） 
「ときわ七十年史」（常盤幼稚園、１９８７年） 
「四十年の歩み」（日本基督教団西宮一麦教会、１９８８年） 
「続・キリスト教保育に捧げた人々」(基督教保育連盟、１９８８年) 
「流れのほとりで」（日本キリスト教団大和榛原伝道所４０年記念誌、１９９３年） 
「神の愛に生かされて―米田純三牧師召天記念文集」（日本基督教団吐田郷教会、１９９５



年） 
「大阪の社会福祉を拓いた人たち」（大阪の民間社会事業の先輩に感謝する会、１９９７年） 
「明治学院歴史資料館資料集」第２集「明治学院九十年史」のための回想録」（明治学院歴

史資料館、２００５年） 
「伊勢の教会・山田教会の歴史１」（日本基督教団山田教会、２００５年） 
「伊勢の教会・山田教会の歴史２」（日本基督教団山田教会、２００６年） 
「創立５０周年記念誌」（野本基督教団播磨新宮教会、２００７年） 
 
 
新聞・雑誌・機関誌など 
｢基督教家庭新聞｣(第２０巻第１号～第１２号合冊、日曜世界社、昭和２年) 
「クリスチャン・グラフ」(１９７８年７月、３８４号、クリスチャン・グラフ社) 
「愛と希望・クリスチャン・グラフ」(１９８０年２月、４０３号、クリスチャン・グラフ
社) 

「クリスチャン・グラフ」(１９８４年４月、４５０号、クリスチャングラフ社) 
「復興に向けて：阪神・淡路大震災の記録」（西宮市、１９９５年） 
 
著書 
草下英明著｢宮沢賢治と星｣(宮沢賢治研究叢書１)(学芸書林、１９７５年)コピー 
二葉薫著「子供の歌」（日曜世界社、昭和１５年） 
二葉薫著「子供の歌：第弐輯」（日曜世界社、昭和１８年） 
 
論文 
高木謙次「内村鑑三と吉田源治郎」(『高木謙次選集第１巻』)コピー 
椚山義次「内村鑑三と天文学」（「内村鑑三研究」第３５号別刷り（２００１年３月） 
栗原直子「賀川豊彦の自然教育理解とそのキリスト教保育への影響」（教育学修士論文、２

０００年） 
栗原直子「賀川豊彦の『死線を越えて」の保育学的分析‐スラムの子どもを中心に」（「乳

児保育学研究」第１０号、２００１年） 
 
その他コピー資料 
三重県立第四中学校校友会「校友」第１４号（大正２年） 
三重県立第四中学校校友会「校友」第１５号（大正３年） 
内村鑑三と吉田ナツエ・源治郎関連４枚（大正６年） 
「雲の柱」吉田源治郎関係８大正１１年、昭和２年） 
「雲の柱」吉田源治郎関係（大正１４年、昭和１３年） 



「雲の柱」吉田源治郎関係（昭和４年） 
公衆衛生訪問婦協会に就いて（社団法人朝日新聞社会事業団）（昭和５年） 
関西冬季福音学校―昭和７年１月２日～４日（「雲の柱」昭和７年２月２０日号・８４号） 
朝日新聞社会事業団公衆衛生訪問婦協会第三周年・第四周年・第五周年事業報告（昭和１

１年～１３年） 
村島帰之「賀川先生と羅府の友」（「賀川研究」第２号、昭和２３年１２月） 
流域‐創設４０年記年号（流域社、昭和４０年） 
但馬の吉田先生（西宮一麦教会「吉田先生と私」１９７９年） 
朝日新聞大阪厚生文化事業団五十五年のあゆみ「先駆」（昭和５９年） 
吉田幸「賀川ハルと私」（「火の柱」４６３号、１９８７年５月号） 
天沢退二郎「宮沢賢治と「恋」・「こひびと」の謎」（日本経済新聞、１９８９年１１月１２

日付け 
尾西康充提供資料（「大阪労働運動史」「ペスタロッチの言葉」２００５年） 
ここに教会がある「但馬日高伝道所」（「信徒の友」掲載年月未確認） 
 
小川敬子記録分 
「伊勢の思い出」（記録年未確認） 
「小川敬子履歴」（２００７年４月） 
「北港児童館についての思い出」（２００７年４月） 
「四貫島友隣館（セツルメント）における乳幼児保健についての働き」（２００７年４月） 
「吉田なつえ（吉田源治郎妹）」（２００７年４月） 
 
その他 
「石の教会・内村鑑三記念堂」（２００４年夏期特別礼拝） 
「系図・内村鑑三」 
	  

 

吉田摂氏より受贈図書資料 

図書 
「甲子園二葉幼稚園八十年史」（創立８０年記念日、２００３年１２月２日） 
「創立五十周年記念誌	 恵みの旅路」（日本基督教団馬見労祷教会、１９９９年） 
 
書簡 
賀川豊彦から吉田源治郎宛ＡＩＲ	 ＭＡＩＬ（１９５０年２月２８日）コピー 



賀川豊彦から吉田源治郎宛ＡＩＲ	 ＭＡＩＬ（１９５０年７月１１日）コピー 
ローガン夫人より吉田源治郎宛ＡＩＲ	 ＭＡＩＬ（１９５０年８月４日）コピー 
 
写真 
吉田源治郎夫妻はじめ１６葉 
 
履歴書 
吉田源治郎（自筆） 
吉田幸（自筆） 
吉田こう（「功績調書」も入る叙勲のため提出分） 
 
大型色紙 
故吉田幸先生	 卒園生代表	 勝部寛二	 コピー 
 
和紙毛筆書 
今津二葉教会建設経過報告	 建築委員代表	 庄ノ昌士	 コピー 
 
吉田源治郎研究 
岡本榮一「吉田源治郎―妻幸、賀川豊彦との出会い、そして人となりなど」（日付なし） 
岡本榮一「吉田源治郎先生を中心とした四貫島友隣館の年表」（日付なし） 
 
共益社・間所兼次関係 
「有限責任購買組合専務理事	 故間所兼次略歴」コピー 
「故間所謙次兄を偲ぶ」コピー 
「大阪毎日」昭和６年６月５日から４回連載「消費組合巡り」コピー 
「有限責任購買組合共益社」（産業組合調査資料５０「消費組合経営事例第弐輯」より）コ

ピー 
 
その他コピー 
三重県立第四中学校校友会「校友」第１５号（大正３年） 
山本進「吉田源治郎牧師の思い出」（「天界」１９８４年８月） 
「吉田源治郎」（「紀伊半島近代文学事典：和歌山・三重」裏西和彦・半田美永編、和泉書

院、２００２年） 
原恵「星の本との出会い」（「本のひろば」１９８４年３月） 
宮沢賢治と吉田源治郎にふれる箇所（「内村鑑三研究」掲載号未確認） 
吉田源治郎自筆「吉村静枝推薦の理由」コピー 



 
	 上記の図書資料は大量でとてもひとりで持ち帰りは困難であったので、摂氏は自家用車

で直々に神戸長田の我が家まで送り届けることまでして戴いた。そして途中、甲子園二葉

幼稚園と教会にも立ち寄って案内して貰い、期せずしてここも初めて見学することも叶っ

たのであった。この日は何もかもが思いも掛けないことであった。 
	 こうしてここ数日間、楽しみながら資料を眺め、上記借用図書資料の関係部分のコピー

をすすめてきた。本日は２０１０年５月１日である。 
 
吉田摂氏は、お借りした資料（『四貫島セツルメント創設五十年記念	 五十年のあゆみ』

（昭和５０年））の表紙に、鉛筆書きで次の言葉を書き込んでおられた。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 連綿と  
	 	 	 	 	 	 	 	 流れ続く  
	 	 	 	 	 	 	 	 賀川流域  
 
	 	 	 	 	 	 	 	 カガワ	 ギャラクシー  
	 	 	 	 	 	 	 	 銀河  
 
	 	 	 	 	 	 	 	 一つ一つの輝く星で  
	 	 	 	 	 	 	 	 大銀河が作られる  
 
多くの大切な資料をお借りして、これをどのように活かすことが出来るのかを考えなが

ら作業を進めていたが、摂氏のこの書き込みの「カガワ	 ギャラクシー」に目が留まり、

このレポートの表題を＜「ＫＡＧＡＷＡ	 ＧＡＬＡＸＹ」「吉田源治郎の世界」を訪ねる＞

として見ようとタイトルも定まった。 
 
パソコンで文章は入力できても写真等の挿入の仕方さえ分からなかったが、巻頭に吉田

源治郎先生のサイン入り写真を戴いたので収めて見た。摂氏のコメントには「オーボルン

神学校卒業の頃」とある。源治郎３３歳、１９２４（大正１３）年のものである。 
 
昨年の「武内勝資料」を「賀川豊彦のお宝発見」にも似たものになるかも知れないが、「吉

田源治郎の世界」を少々気儘な取り上げ方で私的断章風に進めて見たいと思う。今回も「武

内資料」と同じく天来のお宝が届けられたもので、私にとっては眼を白黒させながらの手

探り状態のまま、「探訪の旅」に出かけることになる。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （２０１０年５月１日	 鳥飼慶陽） 


