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賀川記念館からのお知らせ
1.17 震災モニュメントウォーク + 賀川ウォーク

コープこうべと賀川記念館の協働で「1.17」プログラムを催
します。震災モニュメントや震災後の街づくりの様子を見なが
ら、生協運動の父・賀川豊彦ゆかりの地を歩きます。
（約４.5
キロの平坦な道）
豊彦没後 50 年に当たる昨年 4 月には、「賀川記念館ミュー
ジアム」がオープン。今回のコースでも見学します。
（解説付き）
12 時から HAT 神戸の「ひょうご安全の日のつどい」
（兵庫県
主催）追悼行事に参加、自由解散です。
ご家族やお友達もぜひご一緒に！
■集合時間
■集合場所

＝
＝

2011 年 1 月 17 日（月）9 時半
ポートライナー三宮駅券売機前

■定

＝

20 人 ( 要電話申し込み・先着順 )

員

社会福祉法人・学校法人 イエス団

■コ ー ス
東遊園地など三宮周辺のモニュメント数か所
賀川豊彦たちが活動したゆかりの場所
賀川記念館ミュージアム
震災後の街づくりの拠点「コミスタこうべ」など
ＨＡＴ神戸「人と防災未来センター」の追悼行事参列
＊参加者は「人と防災未来センター」が無料で見学で
きます。
■講 師 ＝ 西 義人（コープこうべ顧問・賀川記念館参事）
■参加費 ＝ 100 円（賀川記念館入館料・配布資料）
＊兵庫県の「ひょうご安全の日のつどい」協力
行事です。保険は県がかけます。
■お申し込み

＝

コープこうべ第３地区本部
電話 078-412-3771 担当 林

賀川デー を開催します

13:00〜16:30

100 年シンポジウム

会場：賀川記念館

ともに生きるために

93

明けて 2011 年は「国際森林年」、2012 年は「国際協同組合年」
参加する一人ひとりの意志と働きが研究会をつくっていく、
そんな集いが始まりました。10 月から連続研究会として『公共
福祉という試み』を著された NPO 公共哲学研究会共同代表・東

たちや、敵対している人々とともに生きることにその生涯を捧
げました。賀川記念館の先達もまた、それに倣い、弱い立場の
人とともに生き、市民社会の形成に努めてきました。

の人たちを社会からはじき出してしまっていることも意識せず
に暮らしてきました。それが当たり前になっていますから『新
たな公共』に向き合うことはシンドイですし、難しくもあります。

今に生きる私たちも、関心があるかのように装った傍観者に
陥ることなく、ともに手を携えることで、与えられた課題を解
決していこうではありませんか。みんなでともに学び、ともに
実践し、発信していく中に『新たな公共』が生まれ、育ってい
くと期待します。
国連が「森林と協同組合を私たちのテーマにしよう」と呼び
かけています。無関心ではすまされないからこそ、テーマとし
て選ばれているわけですし、森林（環境）と協同組合は『新た
な公共』にとっても大切な柱となるテーマです。

クリスマスでその誕生をお祝いするイエスは、強い仲間意識
を持ったユダヤ社会にあって、そこからはじき出されている人

あなたも一緒に学んでいきませんか。次回は１月 22 日（土）
午後２時からです。

研究会第１部は、図書に囲まれた研究室で先生方の発題やコメントをうかがいます。
続いて第２部はカフェに移動し、自由な話し合いを持って深めていくという、テー
マは難しいのですが和やかな集いです。

右が『公共福祉という試み』を書かれ、研究会を牽引してくださる稲垣久和先生。
左が賀川記念館と同じくセツルメント運動をしている水上隣保館を始めに、弱い立
場の人たちとともに生きてきた岡本榮一先生。

京基督教大学教授 稲垣久和先生を囲んで『新たな公共』を学ぼ
うというものです。第１回は『公共福祉という試み』の概要を
稲垣先生に語っていただきました。11 月の第２回は、大阪ボラ
ンティア協会理事長岡本榮一先生に『福祉現場になぎさ空間を』
という発題を、そして稲垣先生からコメントをいただきました。
私たちは市民社会をつくることに無頓着でしたし、弱い立場

公共福祉という試み
「ともに生きるために - 公共福祉という試み -」という
テーマで 100 年シンポジウムを開催します。
連続研究会のメインスピーカー、稲垣久和先生（NPO

賀川賞 2010 の表彰式
を開催します。

公共哲学研究会共同代表 / 東京基督教大学教授）の基調

えました。本年度の賀
川賞受賞者を紹介し、
受賞者からの事例報告

賀川賞は第 2 回をむか

講演の後さまざまな立場のパネリストによるシンポジウ
ムを行います。ディスカッションは、企業の社会貢献事業、
生活協同組合、行政、教育、メディアといったそれぞれ
の現場から発題をいただいて始まります。私たちがどの
ように手を繋ぎ、市民社会をつくっていったらよいのか、
ともに学びます。ぜひ、ご参加ください。
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をいただく予定です。

発行日

2010 年 12 月 20 日

発行者

賀川督明

発行所

賀川記念館
〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627
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fax：078-221-0810

ホームページ http://core100.net/index.html
お問い合わせ E-mail office@core100.net
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2010 年
8月
07 日（土）おかやまコープ研修
27 日（水）品田充儀氏壮行会 （会場利用）
11 日（水）コープくらしの助け合いの会住吉研修
12 日（木）春川 YMCA 研修
20 日（金）西宮ワイズメンズクラブ （会場利用）
23 日（月）全国大学生協連合会「日韓セミナー」
25 日（水）日本キリスト教保育所同盟夏期大学
27 日（金）コア 100 賀川例会
31 日（火）ミュージアム分科会
9月
04 日（土）語り部の会、ナイトカフェ
08 日（水）シルバーカレッジ講演（西）
09 日（木）コープ活動サポートセンター明石研修
10 日（金）くらしの助け合い会 明石研修
14 日（火）コープデイズ芦屋研修
15 日（水）加古川レンボースクール（西）
16 日（木）バザー委員会
18 日（土）明治学院校友会兵庫県人会
22 日（水）神戸北町コープデイズ研修
24 日（金）相生コープ委員会研修
30 日（木）神吉コープ委員会研修

賀川記念館の歩み
上の写真にあるように、神戸市より「市民福祉功労賞」をい
ただきました。賀川記念館のこれまでの活動に賞をいただいた
ことを感謝するとともに、リニューアルした新たな取り組みに
対する励ましと受け止め、職員一同ハチマキをしめなおしまし
た。事業の根本が「人格交流運動」であるという豊彦の言葉に
現在の活動を照らし合わせ、邁進することとしました。
前号のフレーズと同じですが、まったくあっという間の半年
が矢のように過ぎ去っていきました。賀川記念館の歩みを駆け
足で振り返ってみると、多くの方々との出会いがありました。
豊彦の母校、明治学院の校友県人会兵庫支部が当館を拠点と
してくださいました。また、近隣の中央小学校４年生がクラス
ごとの学習に来られましたし、関西学院大学神学部や地元の社
会福祉士のみなさん、また遠くからは韓国の学生生協のみなさ
んもお迎えすることができました。兄弟館の鳴門の賀川豊彦記
念館のみなさんも、近畿圏の豊彦所縁の地ツアーのひとつとし
て訪れてくださいました。感謝です。
賀川記念館はほとんど毎週のように、団体研修が開催されて
います。その多くはコープこうべの組合員、コープ委員会のみ
なさんです。コープこうべの職員のみなさんも、店舗ごとの研
修や内定者研修、階層別研修で利用くださいました。おかげさ
まで４月からの来館者は、月平均400名を越えました。多くの
人たちと交わることができたことを心より感謝いたします。
記念館ミュージアム入場者数
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08 月

一般 48 名

団体 242 名

行事 135 名

合計 425 名

09 月

一般 48 名

団体 135 名

行事 511 名

合計 194 名

10 月

一般 47 名

団体 280 名

行事 134 名

合計 461 名

11 月

一般 57 名

団体 334 名

行事 563 名

合計 454 名

第44 回 賀川記念館フェスティバル

ご協力 感謝です !!
ありがとうございました
11 月 7 日（日）10 時〜 15 時、
「賀川記念館フェスティ
バル」を開催しました。2008 年、2009 年、建て替えの
ために中止していましたバザーを今回｢フェスティバル｣
とし再開しました。
「賀川記念館フェスティバル実行委員
会」を組織し、協議、調整を重ね、地域の方々や施設利用者、
賀川記念館に集うたくさんの方々の交流、親睦と｢新しい
賀川記念館にどうぞお越しください｣ということを趣旨に、
また収益については賀川記念館の働きのために、さまざ
まな人の居場所づくりのために、賀川記念館ミュージア
ム運営のために、友愛幼児園保育備品購入のために、使
わせていただくことを目的に開催しました。

これまでのバザーより少し規模を小さくし、通常のプ
ログラムに支障のないところで取り組みました。当日は
約 700 名の来場者があり、収益も 513,993 円となりました。
収益については目的使途に合わせて、実行委員会で割り
振りをさせていただきたいと思います。
広告にご協力くださいました方々をはじめ、吾妻ふれ
あいのまちづくり協議会の方々、青谷レインボー福祉グ
ループの方々、中央むつみ会のみなさん、神戸大学ボラ
バンのみなさん、コープこうべのボランティア・語り部
のみなさん、神戸イエス団教会のみなさん、賀川記念館・
友愛幼児園 OB・OG の方々、またステージを盛り上げて
くださいましたオカリーナ・アミカのみなさん、中央む
つみ会のみなさん、杉の子保育園職員の方々、友愛幼児
園の職員の方々ありがとうございました。ご来館いただ
いた方々、賀川記念館に連なるみなさん、本当にありが
とうございました。事故や大きなけがなく、楽しく過ご
せましたこと感謝申し上げます。
次年度第 45 回については今年度の反省、評価を踏まえ
て実施していきたいと考えています。どうぞよろしくご支
援ください。

10 月
01 日（金）コープこうべ内定者研修
04 日（月）コープこうべ階層別研修
07 日（木）コープエイシス、バザー委員会
08 日（金）ナイトカフェ
11 日（月）コープこうべ階層別研修
14 日（木）垂水コープ委員会研修
15 日（金）交野バプテスト教会見学
16 日（土）リーダーシップ養成研修会第 1 回
18 日（月）コープこうべいろは塾研修、バザー委員会
21 日（木）コープこうべいろは塾研修
22 日（金）協同の苑研修
23 日（土）啓明学院見学
26 日（火）コア 100 賀川
27 日（水）コープこうべ広報担当者交流会
27 日（水）神戸市立中央小学校４年生見学
28 日（木）神戸市立中央小学校４年生見学
29 日（金）神戸市立中央小学校４年生見学
30 日（土）第１回総合研究所連続研究会
27 日（水）ナイトカフェ
11 月
05 日（金）但馬北コープ委員会研修
06 日（土）語り部の会、大学生協京滋奈良研修
07 日（日）賀川記念館フェスティバル
09 日（火）東海村福祉協議会見学
10 日（水）有野コープﾟ委員会研修、コープ西脇研修
27 日（水）コア 100 賀川例会
11 日（木）中央むつみ会
12 日（金）コープ吹田 五月が丘コープﾟ委員会研修
13 日（土）関西学院大学神学部研修
14 日（日）兵庫県社会福祉士会「関西社会福祉セミナー」
17 日（水）名谷コープﾟ委員会研修
18 日（木）三木市立総合隣保館研修
19 日（金）大阪北生協研修、神戸聖隷福祉事業団研修
27 日（水）加西レインボースクール（三宅）
20 日（土）第２回総合研究所連続研究会
21 日（日）リーダーシップ養成研修会第 2 回
25 日（木）鳴門市賀川豊彦記念館一行見学
26 日（金）園田コープ委員会研修、コープ丸山研修
27 日（土）YMCA セミナー （会場利用）
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天国屋カフェ
４月に開店して以来３ヶ月というジンクスを乗り越え
て、８ヶ月が過ぎました。賀川豊彦の「一膳飯天国屋」
は百年目にして、目覚めました。
週 3 回の喫茶・食事を続けながら、関係団体の懇親会
や夕食パーティなどを支え、それぞれご好評を頂いてい
ます。
「生きづらさを抱える人たちの集える居場所」を目指
しつつ、今、基礎となるカフェの運営に日々励んでいます。
最近では、
9 月より月一回のペースで「ナイトカフェ」
（夜

の部）も始め、隣保事業としての資金作りにも努力して
います。ナイトカフェのボランティア・マスターは、地域
の民生委員でもある祐村明さんです。このような日々の
努力が伝わったのか、神戸新聞や朝日新聞の取材を受けて、
大きく掲載もしていただきました。
今後は、益々、多くの人々に愛され親しみをもって来
ていただけるように、プログラムの充実や人のネットワー
クの広がりを目指していきたいです。
天国屋「ナイトカフェ」今後の予定
2011 年 1 月 14 日（金）17：30〜
2 月 14 日（金）17：30〜
3 月 14 日（金）17：30〜

神戸イエス団教会の
秋からクリスマスへ向けて
賀川記念館の４階にある神戸イエス団教会の日常をご紹介し
ます。毎週日曜日は、午前 9 時から子どもたちの礼拝で始まり
ます。数少ない子どもたちですが、友愛幼児園や学童保育ひま
わりの卒園児たちです。地味ながら、楽しい時間をもっていま
す。また、10 時 45 分より主日礼拝（大人中心）が守られてい
ます。礼拝の後は、楽しい懇談の時。教会員の準備する昼食を
囲んで話が弾みます。
この平凡な教会の営みの中にも、いくつかの特別の出来事が
この秋にありました。一つは、賀川記念館のミュージアムで語
り部のボランティアをしておられる芳賀順子さんが、教会にス
テンドグラスを寄贈してくださいました。テーマは「受難のイ
エス」
。偶然にも、賀川記念館内に設置された 4 枚のステンド

グラスと同じ作者、三浦啓子さんの作品でした。思わぬ神様の
恵みを感じました。
もう一つは、新賀川記念館で、結婚式第一号が執り行われま
した。新郎は賀川記念館で生まれ育った方です。そんな青年が
記念館で結婚式を挙げてくださることに感動しています。どう
ぞ、みなさんも賀川記念館で挙式してください。
そして、12 月は教会で一番忙しい季節。今年は、賀川豊彦
が 101 年前に献身したことに倣い、
「教会自身を地域のために
献げよう」と計画しています。地域に教会を開放し、みなさん
に来ていただくという計画です。クリスマスイブ礼拝、美味し
い食事、クリスマスのメッセージをキャロルにのせて、関西学
院大学聖歌隊の皆さんによるミニ・コンサートを計画します。

教会開放の日 〜クリスマス・イブ〜
救い主イエスの誕生を食事とキャロルで祝う！

天国屋カフェの
通常営業は
毎週：木・金・土
11 時から 16 時まで
ランチ：500 円
コーヒー・紅茶：200 円
オリジナルケーキ：200 円

ふれまちの会長、そして民生委員でもある
ナイトカフェのボランティア・マスター 祐村 明さん。
祐村さんはお祭りの演出には欠かせない存在で、
賀川記念館約 50 年の歴史とともに生きてきました。

2010 年 12 月 24 日 ( 金 ) 於・賀川記念館礼拝堂
主催：日本基督教団神戸イエス団教会
協力：特別非営利活動団体 「中央むつみ会」
関西学院大学聖歌隊有志
プログラム：クリスマス・イブ礼拝 18：30〜
食 事
19：00〜
ミニコンサート

19：30〜

二宮児童館
生田川を挟んで向かい側にある二宮児童館は、賀川記念館
とともにこの地域への活動をしています。２学期も終わりが
近づいてきて、子どもたちも一段と活発になり、とても賑や
かな毎日を送っています。
毎年、児童館では、大きな行事として、夏まつり、段ボー
ル迷路、クリスマス会等を実施しています。地域の幼児さん
から大人まで、定例行事として本当にたくさんの方々に参加
いただき、賑やかに楽しいひと時を過ごしています。今年も
11 月 11 日・12 日の 2 日間段ボール迷路を実施しました。今
年のテーマは、
「にんじゃやしき」
。総勢 240 名の方々が参加し、
遊戯室いっぱいに広がった迷路を仕掛けに迷ったり、クイズ
を解いたりしながら楽しみました。
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友愛幼児園
賀川豊彦がこの地に住み込み、活動を始めた 1909 年か
ら 26 年後の 1935 年（昭和 10 年）、現在の賀川記念館の
場所で行われていた善隣幼稚園の事業をイエス団が引き受
けました。善隣幼稚園は午前と午後の 2 部制で保育を行っ
ていましたが、午前の部を他に移転、午後の部を財団法人
イエス団が友愛幼児園として運営しました。その後、児童
福祉法、社会福祉事業法制定に伴い、社会福祉法人イエス
団友愛幼児園として認可を得、現在に至っています。

11 月 27 日（土）10：30 〜 11：30、友愛幼児園保育室にて、
PTA 主催の講演会「親子で楽しむ絵本の世界」と題して、武
庫川女子大学文学部教育学科教授・武庫川女子大学付属幼稚園

子どもたちと保護者を前に、ゆっくりと静かに、そして子ど
もたちの反応も受け止めながら、絵本を読み、聞かせていく様
子がとても自然で、引き込まれる感じがしました。子どもたち

園長、水谷孝子先生にお話いただきました。当日は保護者 14 名、
子ども 37 名、職員 9 名の参加でした。
水谷先生は発達心理学、保育学がご専門で、先生のゼミでは

も目を輝かせて、静かに聞き入っていました。点訳の絵本も実
際に見せていただきました。猫の絵のところは猫の毛に触れる
ことができるようになっていたり、目の不自由な子どもにも理
解や想像力を沸かせる工夫がなされていました。
子どもたちの成長や、言語・情緒の発達にとっての絵本の大
切さを学べました。小さな集まりですが、このような研修、学
習を継続していけたらと思います。

「乳幼児の発達と保育」をテーマに絵本や紙芝居などの読み聞
かせを通して、子ども達と触れ合ったり、見える人と見えない
人とが一緒に楽しめる「点訳絵本」を製作したり、ふれあい文
庫や幼稚園、保育園、子育て支援センター等でのボランティア
活動を行ったりして調査・実験研究に取り組まれています。

社会福祉法人・学校法人 イエス団

本部事務局

ガーデン エルロイ

賀川記念館３階に、社会福祉法
人・学校法人イエス団の法人本部
事務局があります。その本部に、

イエス団は 2009 年の賀川豊彦献身 100 年記念事業に取
り組み、賀川記念館の再建とともに、乳児院と児童養護施
設を建設することとしました。社会福祉法人イエス団はこ

村山理事長、平田常務、中田事務

れまで香川県の豊島に乳児院「豊島神愛館」を運営してき

局長、好崎主任、そして職員の水原、
安 野 に 加 え、新 た に 真 下 謙（ま
しも けん）が加わりました。どうぞ、
よろしくお願いいたします。

ましたが、東大阪には児童養護施設を併設し、小規模ホー
ム型式や完全木造住宅などをはじめ、新しい試みいっぱい

乳児院ガーデンエルと児童養護施設ガーデンロイは、2010
年 4 月、大阪府東大阪市は生駒山の麓に開設いたしました。
虐待等の増加を持ち出すまでもなく、社会的養護のより充実

吉野杉を多用したガーデンエルロイは、山麓から大阪平野を望む絶景地
にあります。昼に居心地よく、夜は安らかな眠りを願って、ふつうの住
宅として感じることのできるたたずまいを目指してつくられました。
集合写真は、右が乳児院ガーデンエル、左が児童養護施設ガーデンロイ。

の新事業をはじめました。
児童養護施設ガーデンロイの施設長には、前賀川記念館
館長の高田裕之（賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロ
ジェクト事務局長）が務めています。
エル・ロイ（私を顧みられる神）の名称は、旧約聖書の
創世記の記述に因んだものです。1917 年にイエス団のあ
る吾妻通りの一筋北側の日暮通りに設けられた児童館も
「アッタ・エルロイ会館」と名付けられました。

が求められています。その要請のもとにガーデンエルロイは誕
生しました。しかも建設地は、10 年前廃園になった児童養護
施設の跡地です。何とも時代を感じさせます。
開設にあたっては、こころや身体に傷を負った子どもたちが、
安心・安全のもと健やかに、のびのびと楽しく暮らせるガーデ
ンエルロイを目指しました。エルもロイも定員を 30 名の小規
模とし、それぞれを 4 つのユニットに分け、ホーム型式で運営
することとしました。また、エルロイとして乳児院と児童養護
施設を一体化することで、兄弟等に柔軟な対応が可能としまし
た。建物は吉野杉を利用した完全木造住宅で、木のアタタカさ
が子どもたちの生活に安らぎを与えます。
もうひとつ重要な事は、開設をイエス団全体で取り組み、誕
生させた施設という事です。開設準備委員会を立ち上げ、かつ
本部事務局に設立準備室を設け開設に取り組んできました。
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加えて、ガーデンエルロイ開設に際しては、
イエス団の各施設、
友愛幼児園、天隣乳児保育園、聖淨保育園、天使保育園、豊島
神愛館から計 8 人ものベテラン職員が集まり、新採用の職員
達と共に立ち働いています。
賀川記念館同様、この取り組みを覚えて応援くださいますよ
う、こころよりお願い申し上げます。
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加えて、ガーデンエルロイ開設に際しては、
イエス団の各施設、
友愛幼児園、天隣乳児保育園、聖淨保育園、天使保育園、豊島
神愛館から計 8 人ものベテラン職員が集まり、新採用の職員
達と共に立ち働いています。
賀川記念館同様、この取り組みを覚えて応援くださいますよ
う、こころよりお願い申し上げます。
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賀川記念館総合研究所
関連団体の学習会・研修会

リーダーシップ養成連続研修会

賀 川 記 念 館 総 合 研 究 所 で は さ ま ざ ま な 要 請 に 応 え、
ミュージアムや研究室、メモリアルホールを利用して、
人材育成のための研修や学習会を開催しています。
賀川豊彦とその仲間たちの活動の歴史検証に基づき、
社会福祉実践はもちろん、生活協同組合運動をはじめ、
労働運動、農民運動、災害救援の底流に流れる思想や、
総合的な取り組み、グランドデザインについて、ともに

子どもに関わる援助者のための、全 6 回の連続研修会
を開催しています。現代の子どもの課題を理解し、現場
での実践に役立てていただくための研修です。研修会参
加者それぞれが話が出来るように時間をとり、顔の見え
る交流からネットワーク作りのお手伝いが出来たらいい
なあと思って企画しました。

第 1 回 子どもの虐待について考える

第 2 回 子どもの虐待について考える

〜子どもの虐待理解と現状〜

〜虐待者への対応〜

2010 年 10 月 16 日（土）
講師：社会福祉法人 三光事業団 総合施設長

側垣一也氏

2010 年 11 月 21 日（日）
講師：社会福祉法人 神戸少年の町 施設長

野口啓示氏

学ぶことができます。そのほか賀川豊彦とその仲間たち
の歩みは、医療、共済、住宅、保健、雇用など多岐に渡っ
ており、行き詰まった現代の暮らしに向き合う問題をテー
マに学習することもできます。なによりも格差、
差別、
紛争、
戦争のような、越えていかねばならない深い問題もとも
に学ぶ機会を設けています。
協同組合のみなさんの研修には、長年コープこうべの
常勤役員を勤めてきた賀川記念館参事の西義人がプレゼ
ンテーションしています。加えて、一昨年より学びを重
ねてきました賀川記念館の「語り部」さんたちが、年明
けからみなさんをお迎えしプレゼンテーションいたしま
す。

イエス団リーダーシップ養成研修会
2010 年 11 月 4 日（木）
〜5 日（金）
講師：聖公会生野センター総主事 呉 光現氏
イエス団が法人各施設の 10 年以上の勤務経験のある職員を
対象としたリーダーシップ養成研修会を 11 月 4 日（木）〜 5
日（金）の 1 泊 2 日の日程で実施いたしました。
参加者は 19 名と、企画運営に加わった委員会のメンバー 9
名の総勢 28 名で行いました。 内容は全体で 3 部構成になっ
ており、1 部の基調講演ではイエス団の評議員であり、聖公会
生野センター総主事として人種差別や抑圧された方々に隣人と
して寄り添ってこられた呉 ( オ ) 光現 ( クァンヒョン ) 先生に
「イ
エス団で働くということ＝歴史に働く神と共に」と題して講演
していただきました。そのご経験をもとに新約聖書「ヨハネに
よる福音書第 6 章」とイエス団の取り組みの使命として掲げ
ている「ミッションステートメント 2009」を引用しながらの
お話しでした。
「隣人を知り違いを認め合うには、関心をもた
ないといけない。そこから視点が変わり、私たちが変わる。
」
というメッセージは、そのまま私たちイエス団の職員として今
後取り組むべき課題と言えるでしょう。
2 部の「キリスト教と私」では私たちイエス団の理念である
キリストの精神について各自がどう感じているかを発表し、神
様やキリスト教施設に勤める自分自身と向き合いました。そし
てそれぞれの戸惑いや喜び等を共有することができました。
3 部では、福祉の現場で行われている実験的試みや利用者の
方々との間に起こる困難な事例など出し合いました。保育分野

第 3 回 発達障がいについて考える
〜発達障がいの全体理解〜
2010 年 12 月 11 日（土）
講師：大阪医科大 LD センター 言語聴覚士
参加者は保育士、幼稚園・小学校・中学校教諭、障がい児施
設職員、児童館指導員、児童養護施設職員・・・・、講師陣も神戸、
大阪の現場でご活躍の先生方ばかりです。
すでに 3 回を終えましたが、各回とも 25 名ほどの参加者で
講師を囲むようにお話を聞き、質問や自己紹介などにも時間を
とり、進めています。参加者みなさんにはいい刺激になってい
るようで、現場の悩みが出され、いいアドバイスもいただいて
います。この研修は来年 3 月まで続きますが、今後も少人数
での研修会と現場の課題の共有ができるような話し合いの場を
作っていきたいと考えています

西岡有香氏

今後の予定
第４回 子育てにおける家族支援のあり方について考える
2011 年 1 月 8 日（土）
講師：神戸常盤大学短期大学部 准教授 小崎恭弘

また、賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェクト
の実行小委員会「コア 100」の継承組織「コア 100 賀川」
のメンバーも出張しています。館長の賀川督明は、神戸
大学で開催された社会教育学会での講演や大学研究室主
催の学習会、日本生活協同組合連合会などの依頼に応えて、
各県の生活協同組合連合会の研修会などにも出かけてい
ます。
賀川記念館では、約 40 枚のパネルを利用したパネル展
「出張ミニミュージアム」を企画、
開催することができます。
ぜひ賀川記念館をご活用ください。

から大阪生野の聖浄保育園、障がい児・者分野から京都向島の
愛隣デイサービスセンター、老人介護分野からは大阪此花の
ガーデン天使、教育の分野からは西宮の甲子園二葉幼稚園のそ
れぞれの担当者が、各イエス団の施設で取り組む事例について
発表しました。具体的な内容として、(1) 子育て支援、(2) 障が
い児保育（教育）
、(3) 障がい児・者の医療的ケア、(4) 高齢者
のターミナルケアについてでした。
イエス団は今後も様々な事例を検討していくことで、広い意
味でのソーシャルワーカーとして一層のサービスが提供できる
よう研鑚を積み重ねております。

第５回 発達障がいについて考える
〜子どもへの対応について〜
2011 年 2 月 26 日（土）
講師：神戸市子ども家庭センター 言語訓練講師

石田朋子

第６回 不登校・引きこもりについて考える
2011 年 3 月 26 日（土）
講師：YMCA 学院高等学校 校長
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賀川記念館 賛助会から
いつも賀川記念館をお支えいただきましてありがとうござい
ます。2010 年度 7 月から 11 月までの報告をさせていただき
ます。
賛助会費
634,001
寄付金
647,651
クリスマス献金
1,000
フェスティバル寄付金
110,400
フェスティバル広告
177,000
真愛ホーム寄付金
41,000
総合計 1,611,052
賀川記念館が設立される前のイエス団の建物。イエス団に「神戸」が付いているのは、
関東大震災救援の拠点となった本所に『本所イエス団」ができたため。現在、神戸
イエス団教会には今なお「神戸」が付いている。同じように『本所イエス団教会」
が生まれ、大阪の四貫島セツルメントに「大阪イエス団教会」が生まれたからである。

賀川記念館の歩み
その

1

設立

1909 年（明治 42 年）12 月 24 日、賀川豊彦は「神は教会の中
のみおられるのではなく、貧しく苦しんでおられる方々と共に

1963 年 4 月、１階のテナント部分にトヨタの看板がついている。記念館の運営資金は
それで賄われた。
「パブリカ」
というのは車種の名称で800ccエンジンがよく回る小型車だ。

これからも皆様のお支えにより、さまざまな活動を行ってま
いります。今後とも引き続きご支援、ご協力をよろしくお願い
いたします。
賀川記念館は、賀川豊彦献身 100 年を記念して、2009 年
12 月に新たに建て替えられました。今を生きる私たちの献身
拠点として、2010 年 4 月より活動を開始いたしました。
「一
人は万人のために、万人は一人のために」を標語とし、
「みな
さんとともに生きる社会」を目指して事業を進めてまいりま

苦しまれている」と考え、当時スラムと呼ばれた神戸・新生田
川地区に移り住み、以来キリスト教伝道をはじめ、地域福祉、
協同組合運動、労働運動、農民運動、平和運動、執筆活動等を
展開した。
賀川記念館は、賀川豊彦とその仲間たちによる働きと遺志を
行為にあらわして記念するために 1963 年に開設される。

す。ぜひ、賀川記念館賛助会へご入会くださり、記念館の働き
を支えてくださいますようお願い致します。

賀川記念館設立の動きは、早くは豊彦たちが活動を初めて 20

年額は下記の通りとし、一口以上、上限はありません。
個人：一口 1,000 円
団体：一口 10,000 円
会費は年度ごとの更新とします。
賛助会員入会と退会
「賀川記念館賛助会 入会申込書」に必要事項をご記入いただ

年目頃からあったが、豊彦自身の強い反対もありなかなか実現
にはいたらなかった。
そして再び設立の機運が盛り上がったのは、第二次世界大戦
後の混乱を経過し、落ち着きを取り戻しつつあった 1955 年頃
である。それは豊彦たちが中心となり 1921 年に結成されたイ
エスの友会の有志たちからであった。
1956 年イエスの友会全国大会は、豊彦たちが活動を初めてか
ら 50 年目に当たる 1959 年に「賀川豊彦献身 50 年記念事業」
を実施することを決議した。当初は順調に記念事業が進むかに
見えたが、事務局に適当な担当者を置かないまま進めたことと、
種々の内部事情も加わって記念事業は一旦中止に追い込まれる。
その翌年、身体の疲れをおして四国へ伝道の旅に発った豊彦
は、高松で倒れ 1 年 4 ヶ月の闘病生活の末、東京松沢の自宅で
息を引きとる。豊彦は記念館の完成を見ることはなかった。
記念館の設立の動きは内部では断念したにも関わらず、外部
では実施を強く望んでいることを知ったイエスの友会の有志た
ちは再度、イエスの友会全国大会にて記念事業を遂行する決議
をする。
当時国会議員であった河上丈太郎、杉山元治郎、元神戸市長
の中井一夫、兵庫県知事であった阪本勝、関西学院理事長の今
田恵らが呼びかけ人となり、これを機に本格的な準備が始めら
れるようになったのである。この建設事業推進の責任を担った
のは、当時、日本基督教団東神戸教会牧師、また愛隣館館長で
あり兵庫県会議員であった三浦清一と、社会福祉法人・学校法
人イエス団の現理事長である村山盛嗣らであった。
豊彦没後 3 年後の 1963 年（昭和 38 年）4 月ついに「賀川記念館」
が開館した。
イエス団はこの記念館を中心にして、賀川豊彦たちが実践し
てきたセツルメントを引継ぎ、隣保事業、保育事業、教会活動
等を展開し、また賀川関係資料の収集保存も行なっていった。
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賀川記念館が設立された 1963 年ごろは周りに記念館よりも高い建物もなく、六甲山脈
の山肌も今とは随分違って見える。もちろん新神戸駅はまだ見えない。新幹線は翌年の
1964 年に東京大阪間が開通したが、新神戸は 1972 年まで登場しない。賀川記念館の
建築には竹中工務店があたった。

賛助会
賀川記念館の働きを支援することを目的としています。
賛助会会費

き、会費を納入ください。
退会される場合は事務局までご連絡ください。
賛助会費の使途
賀川記念館の諸事業に活用いたします。
賛助会費の税控除
個人の方は、所得税にかかわる寄付金控除の対象になります。
団体の方は、法人税法により「損金算入」することができま
す。領収書をご希望の方はお申し出ください。
賛助会費のお振り込み方法
郵便局：01140−8−3721 社会福祉法人イエス団 賀川記念館
銀行：三井住友 三宮支店 普通 3253938

多くのご支援をいただきましたことを
心より感謝申し上げます。
2010 年 7 月 1 日〜 11 月 30 日現在（敬称略）
賛助（団体）
：
雲と麦詩人会 有限会社イースター式典社 株式会社サンイクリー
ン姫路 神戸中央法律事務所 明治学院同窓会兵庫県支部 ろっこ
う医療生活協同組合 学校法人フェリス女学院 青谷４丁目町内会
有限会社エムケーテック オリジン電気商事株式会社 兵庫県生活
協同組合連合会 石川株式会社 祖師谷教会 学校法人平和学園
株式会社コープエイシス 神視保育園
賛助（個人）
：
富士本利子 奥平譲二

グルーベル・ルース

片山郁子

公文 康

大橋 弘 久川正博 西内芳子 塩見武二 三宅吉樹 秦 正雄 古
河憲子 上内鏡子 西良太郎 岡田安弘 河谷 保 河谷里美 檜山
秋彦 原田洋子 黒田 絢 赤本公孝 岡田健一 森下美代子 西山
敏和 名越信次 吉山修平 中井福美 斉藤 宏 磯部卓三 西垣光
代 大守清智 平岡英明 有川善雄 ルーテル津田沼教会 渡辺賢次
二階堂裕子 田中梅三郎 桜井利枝 河本一彦 鳥飼慶陽 藤井和
郎 水島文子 立川博通 原田照子 黒岩真司 山口洋子 上内英
子 小川澄三 村田光恵 森本芙紗子 光田嘉子 富士本利子 高
梨佳子 土井哲也 渡部美津江 八尾真由美 山口政紀 光田豊茂
光田恵子 李 善 中野恵美子 佐川英美 酒井哲雄 二村摂三 武
知忠義 正垣幸一郎 保田 茂 山本常雄 河田美津代 山本裕子
佐藤秀男 谷垣わきゑ 中畑多美子 川倉千代子 藤原博史 米満
弘 藤原千佳子 小野勅紘 寺沢京子 吉田多佳子 土井哲也 宮
本牧子
寄付金（団体）
：
神戸市社会福祉協議会 神戸聖隷福祉事業団 日本基督教団兵庫教
区 株式会社ディ・オー ソロソロ会 株式会社兵庫レンタカー
神戸地の塩 兵庫県生協協同組合連合会 追討を考える市民の会
兵庫県生活協同組合連合会 神戸市中央区社会福祉協議会 レイン
ボー福祉グループ代表 山田明子 関西学院大学神学部 榎本研究室
神戸イエス団教会 兵庫コープ委員会 神戸 YMCA
寄付金（個人）
：
米満 弘 古河憲子 祐村 明 小倉 稔 川口昭次 檜山秋彦 中井
福美 平井克也 桜井利枝 原田好司 鳥養弘一 中井福美 越牟
田愛子 鵜澤米子 近藤良子 近藤孝子 長尾文雄 中村光夫 阿
部志郎 岡本榮一 匿名
フェスティバル広告掲載献金及びご協力：
神戸凮月堂 ひかりのくに 近畿労金神戸支店 九州 秋保 業務
スーパー 味正堂 山路歯科 モリシタ精肉 伊藤荒物店 ヒュー
マン ミヤジマ 市川 盛建 三木屋 深澤鍼灸接骨 鳥舟 魚徳
市川歯科医院 神戸キリスト教書店 フレーベル館 サカタ 吉野
建設株式会社 イナハラ 小﨑整骨院 ふみちゃん 早川 悟空
きむらクリニック ハート薬局 石田整形外科 本山クリニック
司商会 しゅん平 吾妻婦人会 東雲診療所 ながお 山倉 一木
虎屋宝飾 かたぐるま 武田商店 カレント 新井組 どりーむ
まつもと 中野歯科 嶋田商店 旬花 吾妻ときわ会 ファイン
フェスティバル献金（個人）
：
南波陽子 松永美明 正垣博詞 近藤美智子 川端紀子 梅村貞造
篠原幸子 民児協八雲 青谷愛児園職員、父母 近藤良子 近藤孝
子 匿名
フェスティバル寄贈品献品者：
赤穂伸太朗 青谷４丁目町内会 市岡京子 稲田結希 井原凛帆
上田柚良 上原眞澄 内海嘉子 ＳＤＡ神戸教会 太田明子 太田
庵 大塚明彦 大塚洋子 小川直子 小野勅鉱 賀川督明 加藤鉄
三郎 加藤カヨ子 上内鏡子 川倉千代子 河谷里美 河谷 保 川
本咲櫻 川本咲威 北六甲教会 熊原敏栄 桑原琉生 コープ伊丹
福祉サークル 坂井裕美映 貞永慶子 佐藤悦子 徐 嘉翔 杉本咲
良 関紀美子 高島弘一 竹谷俊彦 武知忠義 田中利空 棚田さ
ちこ 棚田菜楠 棚田悟生 筒井トシエ 出口杏寿 遠山明美 徳
修一 徳 早苗 敏森 梓 中谷 響 中谷日菜汐 永原清史 中村彩
乃 南波陽子 西内芳子 西村柊路 西村風胡 野瀬一吉 元 公子
馬場一郎 濵田尚子 光 高史 光 真央 兵庫県生活協同組合連合
会 深野明日夏 深野梗華 福田瑛己 牧野勢津 真下 謙 益田広
翔 松窪 文 松元節子 万代恵子 宮﨑 操 深山和江 宮本牧子
宮本雄子 森下美代子 森本優菜 矢萩寛子 矢萩雄一郎 山口あ
い子 山下真慧 山下晏裕美 山田雅子 祐村 明 横山結萌 好崎
志保 吉田敦子 從野粋生 より処 いっぷく 渡辺玲愛
クリスマス献金（個人）
：土井哲也
真愛ホーム寄付（個人）
：
寺嶋安子 藤田有美子 大平良子
子 徳弘圭子 竹谷俊彦

木下ドーラ

有川善雄

小松良

ありがとうございました。引き続き、ご支援、
ご協力を、よろしくお願い申し上げます。
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賀川記念館からのお知らせ
1.17 震災モニュメントウォーク + 賀川ウォーク

コープこうべと賀川記念館の協働で「1.17」プログラムを催
します。震災モニュメントや震災後の街づくりの様子を見なが
ら、生協運動の父・賀川豊彦ゆかりの地を歩きます。
（約４.5
キロの平坦な道）
豊彦没後 50 年に当たる昨年 4 月には、「賀川記念館ミュー
ジアム」がオープン。今回のコースでも見学します。
（解説付き）
12 時から HAT 神戸の「ひょうご安全の日のつどい」
（兵庫県
主催）追悼行事に参加、自由解散です。
ご家族やお友達もぜひご一緒に！
■集合時間
■集合場所

＝
＝

2011 年 1 月 17 日（月）9 時半
ポートライナー三宮駅券売機前

■定

＝

20 人 ( 要電話申し込み・先着順 )

員

社会福祉法人・学校法人 イエス団

■コ ー ス
東遊園地など三宮周辺のモニュメント数か所
賀川豊彦たちが活動したゆかりの場所
賀川記念館ミュージアム
震災後の街づくりの拠点「コミスタこうべ」など
ＨＡＴ神戸「人と防災未来センター」の追悼行事参列
＊参加者は「人と防災未来センター」が無料で見学で
きます。
■講 師 ＝ 西 義人（コープこうべ顧問・賀川記念館参事）
■参加費 ＝ 100 円（賀川記念館入館料・配布資料）
＊兵庫県の「ひょうご安全の日のつどい」協力
行事です。保険は県がかけます。
■お申し込み

＝

コープこうべ第３地区本部
電話 078-412-3771 担当 林

賀川デー を開催します

13:00〜16:30

100 年シンポジウム

会場：賀川記念館

ともに生きるために
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明けて 2011 年は「国際森林年」、2012 年は「国際協同組合年」
参加する一人ひとりの意志と働きが研究会をつくっていく、
そんな集いが始まりました。10 月から連続研究会として『公共
福祉という試み』を著された NPO 公共哲学研究会共同代表・東

たちや、敵対している人々とともに生きることにその生涯を捧
げました。賀川記念館の先達もまた、それに倣い、弱い立場の
人とともに生き、市民社会の形成に努めてきました。

の人たちを社会からはじき出してしまっていることも意識せず
に暮らしてきました。それが当たり前になっていますから『新
たな公共』に向き合うことはシンドイですし、難しくもあります。

今に生きる私たちも、関心があるかのように装った傍観者に
陥ることなく、ともに手を携えることで、与えられた課題を解
決していこうではありませんか。みんなでともに学び、ともに
実践し、発信していく中に『新たな公共』が生まれ、育ってい
くと期待します。
国連が「森林と協同組合を私たちのテーマにしよう」と呼び
かけています。無関心ではすまされないからこそ、テーマとし
て選ばれているわけですし、森林（環境）と協同組合は『新た
な公共』にとっても大切な柱となるテーマです。

クリスマスでその誕生をお祝いするイエスは、強い仲間意識
を持ったユダヤ社会にあって、そこからはじき出されている人

あなたも一緒に学んでいきませんか。次回は１月 22 日（土）
午後２時からです。

研究会第１部は、図書に囲まれた研究室で先生方の発題やコメントをうかがいます。
続いて第２部はカフェに移動し、自由な話し合いを持って深めていくという、テー
マは難しいのですが和やかな集いです。

右が『公共福祉という試み』を書かれ、研究会を牽引してくださる稲垣久和先生。
左が賀川記念館と同じくセツルメント運動をしている水上隣保館を始めに、弱い立
場の人たちとともに生きてきた岡本榮一先生。

京基督教大学教授 稲垣久和先生を囲んで『新たな公共』を学ぼ
うというものです。第１回は『公共福祉という試み』の概要を
稲垣先生に語っていただきました。11 月の第２回は、大阪ボラ
ンティア協会理事長岡本榮一先生に『福祉現場になぎさ空間を』
という発題を、そして稲垣先生からコメントをいただきました。
私たちは市民社会をつくることに無頓着でしたし、弱い立場

公共福祉という試み
「ともに生きるために - 公共福祉という試み -」という
テーマで 100 年シンポジウムを開催します。
連続研究会のメインスピーカー、稲垣久和先生（NPO

賀川賞 2010 の表彰式
を開催します。

公共哲学研究会共同代表 / 東京基督教大学教授）の基調

えました。本年度の賀
川賞受賞者を紹介し、
受賞者からの事例報告

賀川賞は第 2 回をむか

講演の後さまざまな立場のパネリストによるシンポジウ
ムを行います。ディスカッションは、企業の社会貢献事業、
生活協同組合、行政、教育、メディアといったそれぞれ
の現場から発題をいただいて始まります。私たちがどの
ように手を繋ぎ、市民社会をつくっていったらよいのか、
ともに学びます。ぜひ、ご参加ください。

vol.
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をいただく予定です。

発行日

2010 年 12 月 20 日

発行者

賀川督明

発行所

賀川記念館
〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627
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fax：078-221-0810

ホームページ http://core100.net/index.html
お問い合わせ E-mail office@core100.net
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