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【募金振込先】
郵便振替口座：01140-8-75472　社会福祉法人イエス団

　＊通信欄に、「東日本大震災支援」と記入してください。

　＊振込手数料をご負担くださいますようお願いします。

　＊領収書（受け取り）の発行は、

　　振込控えをもって替えさせていただきます。

【募金の現金受付】
京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県・香川県・徳

島県にある 35 のイエス団の施設においても募金も受付て

おります。重ねてご協力いただきますようお願いします。

（参照）http://www.jesusband.jp/sisetu.html

【問い合わせ先】
イエス団「救援対策本部」

TEL：078 - 221 - 9565　FAX：078 - 221 - 9566

〒651-0076 戸市中央区吾妻通 5－2－20  賀川記念館３Ｆ

　被災されている多くの方々の言い尽くせぬ深い悲しみや

生活の不安や疲れに対し、神様の癒しと恵みがありますよ

うに心よりお祈りいたします

　1923 年関東大震災の際、その惨状を目の当たりし「神

に謝罪を要求する」と祈りもとめたイエス団創設者の賀川

豊彦の姿が思い起こされます。私たちは力を結集し被災者

の悲しみや苦しみを少しでも和らげるために、祈りと可能

な限りの支援をしていかねばなりません。

　日本中の様々な団体が被災地の方々のために支援活動を

行っています。イエス団においても 3 月 15 日法人本部内

に「救援対策本部」を立ち上げ募金活動を開始しました。

　いただいた募金は、諸団体が発信する様々な支援活動の

情報を集約しながら、「ミッションステートメント 2009」

の理念に従い、特に、子ども、高齢者、障がい（児）者、

在日外国人等、社会的弱者に焦点をあて支援活動のために

利用させていただきます。

　趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し

あげます。

社会福祉法人・学校法人イエス団　理事長 村山盛嗣

　３月 11 日、大きな地震と、私たちの想像を超えた強い

水の流れが東日本を襲ってから、ひと月がたちました。大

切にしているものを奪われ、強い痛みと深い悲しみの中に

ある多くの方々の上に、癒しの御手がありますように。また、

その働きを私たちが少しでも担うことができますように祈

ります。

　イエス団は 2009 年に宣言したミッションステートメン

トに基づき、救援対策本部を立ち上げ、募金を始めるとと

もに調査隊を現地に派遣、支援活動の模索を始めました。

また、献身100年記念事業からかかわってきた神戸大学を

中心としたボランティアグループ「ぼらばん」は、ゴール

デンウィークを利用して岩手県宮古市に入り、継続的な

ワークキャンプを推進しようとしています。

　被災地に入り、そこで生きている方に出会うことでニー

ドを知り、それに向き合い、顔が見える方々に寄り添って

いきたいと思います。

　テレビやインターネットには、地震の瞬間から震災に関

する情報が満ちあふれました。それは安否確認をはじめ、

さまざまな助けとなり、多くの人たちを支えました。しか

し一方では出所のわからないニュースや情報も、爆発的な

勢いで氾濫しました。情報の世界でも地震と津波が押し寄

せてきたのです。

　その間、直ちに現場に向かうことができない自分に何が

できるかを考え、情報の収集や交換をしてきましたが、な

かなかな整理がつかず、悶々とした気持ちを抱き続けてい

ました。しかし、いわき市の福音協会をはじめ石巻や宮古

で被災された方や、救援にあたられている方と直接お話し

する中で、自分がこの問題に「自分の気持ち」を納得させ

るためだけに向き合おうとしていることに気づかされまし

た。後方支援するにしても、現地に行くにしても、向き合

うべきは被災者の痛みです。今後は、向き合う相手は誰な

のかをしっかり認識することを大切にしようと思います。

　また、福島の原子力発電所が地震と津波の被害にあった

ことは、福島で暮らしておられる方々への救援はもちろん、

私たちの暮らし方をも考え直すきっかけとなりました。こ

れまでの私たちは、代償を払うことで無尽蔵に得ることが

できるエネルギーを前提として暮らしてきました。その暮

らし方や考え方を、今一度、振り返ることが求められてい

るのではないでしょうか。

　原子力発電がなくてもまかなえるように、持続可能な地

域エネルギーを開発することもその一つです。大分県は地

熱エネルギーを多いに利用していますし、神戸は背後にあ

る六甲山脈から流れ出る大量の水を利用することができる

環境にあります。今までは効率を追求し、一極集中型のエ

ネルギー開発が推進されてきましたが、それは結果として、

暮らしのために必要な智恵や知識を遠くへ追いやってしま

いました。私たちが身近な風土に適した暮らしを実現する

には、それを支えるエネルギーも風土に根ざしたものを用

意していかなくてはならないでしょう。

　地域エネルギーですべてをまかなうことはできませんが、

地域の中に、エネルギーを産み出す装置が暮らしの中に見

える形で存在することが、暮らし方や考えに善きものをも

たらすのではないでしょうか。生田川公園に水車がコトコ

ト回わることで、中央小学校の子どもたちの学びを支え、

夜には公園を照らすようなシステムを市民の手でつくって

いくことができたら、地域の新しい力となるのではないで

しょうか。

　賀川記念館館長　賀川督明　

東日本大震災募金ご協力のお願い

写真は表紙を含めて、いずれも被災
地に入ったイエス団救援対策本部の
調査隊から送られてきたもの。
左は名取市の障がい者施設。
表紙は、名取市の海岸から3kmほど
の被災場所です。



記念館ミュージアム入場者数
 12 月 一般 69 名 団体 124 名  行事 142 名 合計 235 名
 1 月 一般 61 名 団体 172 名 行事 175 名 合計 408 名
 2 月 一般 50 名 団体 244 名 行事 133 名 合計 427 名
 33 月 一般 39 名 団体 196 名 行事 080 名 合計 335 名

賀川記念館の歩みとトピックス

2010年
 12月
02 日（木）フェスティバル実行委員会
04 日（土）語り部の会
07 日（火）コープ福田コープ委員会
10 日（金）コア 100 賀川例会　　ナイトカフェ
11 日（土）リーダーシップﾟ養成研修会第 3 回
22 日（水）  ＰＨＤ協会

2011年
 01月
08 日（土）リーダーシップﾟ養成研修会第 4 回
11 日（火）桃山台コープﾟ委員会
12 日（水）御影北コープ委員会　 コア 100 賀川
13 日（木）協同の苑
14 日（金）合唱クラブエーデルワイス（会場利用）  
 　  ナイトカフェ
17 日（月）震災記念賀川ウオーク
18 日（火）西宮コープ委員会 　コープ田寺レインボースクール
19 日（水）住吉コープ委員会　鳥取生活協同組合連合会
22 日（土）語り部の会　　第 3 回総合研究所連続研究会
25 日（火）韓国三徳教会

 02月
03 日（木）流通科学大学 
04 日（金）ナイトカフェ 
05 日（土）プラスアーツセミナー　
　　　　　  男声合唱団シルバーボイス（会場利用） 
08 日（火）香櫨園コープ委員会　姫路西コープﾟ委員会
09 日（水）武庫川コープ委員会 
11 日（金）韓国キリスト教教会協議会 
12 日（土）大韓キリスト教会 
16 日（水）仁川コープ委員会 
17 日（木）甲陽園コープ委員会 
18 日（金）北海道生活協同組合連合会　太子コープ委員会
19 日（土）パルふれあいサービス 
22 日（火）韓国シオンの光教会 
25 日（金）横尾コープ委員会　　語り部の会 
26 日（土）リーダーシップ養成研修会第 5 回
27 日（日）ひな祭りお餅つき大会

03月
03 日（木）加古川コープ　　　　　　　　
04 日（金）ナイトカフェ
07 日（月）丹波コープ委員会
08 日（火）浜芦屋コープ委員会
09 日（水）但馬南コープ委員会　桜ケ丘コープ委員会
10 日（木）あすなろ会
15 日（火）西神南コープ委員会
16 日（水）鵯台コープ委員会　芦屋ワイズメンズクラブ
17 日（木）コープエイシス
18 日（金）須磨コープ委員会
26 日（土）日本食研　明治学院同窓会（会場利用）
　　　　　 リーダーシップﾟ養成研修会第 6 回
27 日（日）芦屋西教会　
28 日（月）おやつボランティア賀川賞贈呈式
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賀川記念館 賛助会から

医療テナントを募集しています

2010 年 12 月 1日～ 2011 年 3月 31 日現在（敬称略）
賛助（団体）：
㈶ひょうご子どもと家庭福祉財団　（学）酪農学園事務局総務部総務
課　日本基督教団神戸東教会　シバノ設備株式会社　㈶本所賀川記
念館　浜田工房　兵庫県農業協同組合中央会
賛助（個人）
角田敏太郎　池本正人　金鐘才　祐村明　梅村貞造　糸原由美子　
荻原一輝　寺島茂　太田和宏　冨士本利子　西垣光代　野瀬公國　
新野三四子　平林喜博　赤本公孝　Stig Lindberg　大森慶三・篤子
小宮山盛昭　吉山修平　八木憲一郎　吉本浩三　磯部浩二　原田照
子　野村晋一　黒岩真司　藤村鈴　熊原敏栄　大槻信夫　岡田貢一・
周子　有村克敏　佐藤悦子　貞永慶子　関紀美子　川井ふみ子　岡
幸江　英賀康子　久積育郎　前田一郎　小西孝蔵　島津陽子　塩見
武二　山本裕子　宮本修男・しげ子　馬場一郎　大沼智得　田中梅
三郎　大野順弘　山口三冶　宮崎操　嶋田輝男　中崎和代　島田恒
高橋勝也　山田和子　本城智子　友貞安太郎・澄　重元勝　西村風
胡　山崎美貴子　福島三恵子
寄付金（団体）：
葺合地区更生保護女性会　コープこうべ組織政策推進室　日本基督
教団神戸イエス団教会　垂水教会婦人会　青谷コープ委員会　全労
済兵庫県本部　㈶神戸新聞厚生事業団　新老人の会兵庫支部エーデ
ルワイス　韓国三徳教会　浜田工房　韓国ｷﾘｽﾄ教教会協議会　大韓
キリスト教会　神戸ＹＷＣＡ日本基督教団芦屋岩園教会　社会福祉
法人神戸聖隷福祉事業団　男声合唱団シルバーボイス　一粒万倍　
コープこうべ組織政策推進室　静岡県協同組合　㈱コープエイシス
神戸大学ペパップ　芦屋ワイズメンズクラブ　㈶雲柱社賀川豊彦記
念松沢資料館　大分県生協連合会　日本食研ホールディングス㈱　
芦屋西教会　協同の苑六甲アイランド
寄付金（個人）：
オオノヨシヒロ　遠藤梧郎・宏子　折島さゆり　青木昭一　名越信
次　師玉健男　岡田三枝子　高梨佳子　吉山修平　八木憲一郎　　
日和佐信子　浅田とも子　中川義宣　千葉美栄子　原田好司　川倉
千代子　西内芳子　枝松幸子　相良 　川口あゆみ 　大橋弘　匿名
クリスマス献金（団体）：
あゆみ幼稚園　医療法人社団明視会仲上ｱｲｸﾘﾆｯｸ患者様一同　ぶどう
の木保育園　親隣館保育園　子羊保育園　日本基督教団 主恩教会　
頌栄短期大学宗教部　日本基督教団松沢教会　愛隣デイサービスセ
ンター　一麦保育園　友愛幼児園　坂出育愛館　日本基督教団西宮
一麦教会　関西学院宗教活動委員会　甲子園二葉幼稚園　日本基督
教団神戸イエス団教会
クリスマス献金（個人）：
角田敏太郎　鵜澤よね　井塚栄子　坂井宗月　近藤孝子　西垣光代
林茂子　友田洋子　平林喜博　Stig Lindberg　谷口治道　柚山きよ
子　宮原亨
真愛ホーム寄付（個人）：
竹谷俊彦　島崎千恵子　寺嶋安子　岡恵美子

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。

　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 12 月から 2011 年 3 月までの報告をさせていた
だきます。
 賛助会費 385,000 円
 寄付金 914,265 円
 クリスマス献金 398,406 円
 真愛ホーム寄付金 11,000 円
 総合計 1,708,671 円

　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
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。

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
　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
　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

　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。重ねてお願
いをいたしますが、賀川記念館１階のテナントスペースに入ってくださる医療機
関をご紹介ください。記念館周辺では耳鼻科を求める声が高く、そのニーズに応
えたいと願っております。
　100 年前に豊彦たちが始めた事業は、福祉と医療が同時に行われていました。
生活を支え、心と体を同じくケアすることでした。今に生きる私たちもまた、同
じ姿勢に立とうとしています。またこの医療モールのテナント収益は、賀川記念
館の働きを支える重要な資金でもあります。１日でも早く、全テナントが稼働す
るようご協力くださいますようお願いを申し上げます。

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。

　賀川記念館主催のプログラムではありませんが、兄弟館
とも言える神戸文学館が賀川ハルにフォーカスしたプログ
ラムを開催しました。学芸員の義根（よしもと）さんは、
豊彦の『空中制服』を新たな視点で読解され、賀川豊彦学
会でも発表された方です。
　神戸市立王子動物公園に隣接する神戸文学館の建物は、
西宮にいく前の関西学院のチャペルで、1904 年に建設さ
れたものです。以下にセミナーの内容を短く義根さんに解
説していただきました。

　社会事業家・賀川ハルの原点は、豊彦と出会い「終生の
目的が富を得るためでもなく、名誉を一身に受けることで
もなく（略）人類が互に愛し合ふて実際にこの世に存在す
る人達が幸福に生活すること（略）従って人に仕へ社会に
奉仕することを願ふ」（「大きい感動」『婦人の友』1922 年）
決意をしたときにある。そこで神戸文学館では、ハルに焦
点をあて、ふたりが出会い、新婚生活を過ごした 1914 年
ごろまでの紹介をする話をした。
　ハルには『貧民窟物語』（1920）や『女中奉公と女工生活』
（1923）などの著書がある。これらの作品と新妻ハルが記
した「1914 年日記」を併読することで、もうひとりの当
事者であり女性であるハルの視点が、より鮮明になる。そ
こに描かれる世界は豊彦や武内勝の著書など男性の視点で
記述された世界とは若干異なっている。三者の言い分を付
き合わせると、同じことを経験していても、立場によって
見方や考え方に相違あることがわかる。　　　　　　　　
私たちは日常生活の些細なこと一つとっても、決して同じ
感覚では捉えていない。社会全体という尺度にすれば尚さ
らである。大事なのは、世の中には様々な見解があること
を忘れないこと、それらをすり合わせてよりよい方向に舵
をとる努力を怠らないことなのだ。そのための第一歩が、
互いを尊重し信頼できる関係を築くことなのだと、新婚時
代の 2人から学んだ次第である。

2010年 12月 18日（土）
神戸文学館のクリスマス（土曜セミナー）

「ハルと豊彦」
神戸文学館学芸員 義根益美さん
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　さる 1 月 30 日（日）、甲子園二葉教会礼拝堂にて、『吉田源
治郎召天 25周年記念会』（西宮一麦教会・甲子園二葉教会主催）
を行いました。この会は共に初代牧師でもある故吉田源治郎牧
師（1891 年伊勢宇治山田生まれ、1984 年 92 歳召天）を記念
したものです。
　故吉田源治郎牧師は、生涯にわたって賀川豊彦牧師の片腕と
なり、福音伝道のためには、それこそ＜席を温めるいとまもな
く＞、「わたしは今日も明日も、その次の日も自分の道を進ま
ねばならない」（ルカ 13：33）を実践されました。そして事実、
その無私無欲のお姿に触れて、多くの方々が洗礼を受けられま
した。
　当日の講師として、鳥飼慶陽牧師（番町出合いの家）をお招
きし、午前の礼拝では、「隠れたるを見給う父」と題して説教、
午後の記念会では、前半「KAGAWA GALAXY　吉田源治郎の
世界を訪ねる」の講演をしていただきました。その後記念会に
移り、故吉田源治郎牧師にまつわる想い出や学んだことなどを
数名の方 （々両教会の長老など）に楽しく語っていただきました。
　この日、「彼は死んだが、信仰によって今もなお語っている」
（ヘブル書 11：4）の御言葉が、礼拝堂の中にも漂い、満ちあふれ、
最後は、讃美歌「主われを愛す」を一同声高く讃美して、「神
は愛なり」でもって締めくくりました。出席者一同、あらため
て「祈りなくして奇蹟なし」「前進する教会であれ」との吉田
牧師の言葉を噛みしめ、豊かな余韻を熱く胸に抱きました。感
謝です。
　なお当日の参加者数、主日礼拝には 56名、記念会には 73 名。
（甲子園二葉教会牧師　元 正章）

吉田源治郎没後25周年記念会

　阪神淡路大震災の 17 年目の日に、震災の犠牲になった方々
に哀悼を捧げる震災記念ウオークと同時に、賀川豊彦のこの
地に於ける足跡をたどり、その献身を再認識するウオークを
実施しました。今年は最も寒い日になりましたが、約 40 人の
人々が参加をされました。
　例年の如く，ポートライナー三宮駅に集合し、まず国際会
館の尖塔の中に吊るされている「祈りのキャンドル」に向かっ
て手を合わせ、東遊園地の記念碑で黙祷を捧げました。参加
者皆さん真剣です。そして八幡神社の境内で震災の被害を受
けた石灯籠や石柱を見て震災の激しさを再認識しました。続
けて磯上公園のグランドの下に、災害用に新たに造られた貯
水池を見学しました。
　新生田川沿いの賀川豊彦生誕 100 年に造られた記念碑から
は、いよいよ「賀川ウオーク」の始まりです。1909 年 12 月
24 日のクリスマスイヴに入った長屋の一軒の跡地、その日ま
でに路傍伝道をしていた橋のたもと、栄養不足の人々に安く
食べてもらうためにつくった一膳飯屋「天国屋」跡、手に職
をつけてもらう目的で設立した「歯ブラシ工場」跡、後のハロー
ワーク（職業紹介所）の第一号となった、仕事を紹介する「口
入れ所」の跡、豊彦がどうしても作りたかった「無料診療所」跡、
明治天皇が資金を出して建設された「済生会無料診療所」跡（現
在神戸市特別養護老人ホームでイエス団がその運営を行って
いる）、最後に賀川記念館を見学、賀川豊彦の実践力を感じ、
新たな目標を持つことができたウォークでした。（西）

1.17震災モニュメントウォーク
+ 賀川ウォーク

その2　実践　

　1963 年（昭和 38 年）4 月にオープンした賀川記念館は、神

戸においてもまだ同和対策事業が本格化する以前で、賀川記

念館の周辺地域には老朽化した住宅やバラックの家屋も数多

く点在し、その中に建つ新築の賀川記念館は一際目立つ立派

な建物であった。

　この賀川記念館は兵庫県内初の民間隣保事業施設として、

賀川が実践したセツルメントの精神を引継ぎ、隣保事業、保

育事業、教会活動等を行うために設立されました。隣保事業

として最初に取り組んだことは、賀川が示した「人格交流運動」

のための地域の方々との関係作りであった。

　何もかも手探りの状態であったが、開館して間もなく子ど

も会とクラブ活動をはじめたが地域の方々との交流の場や連

携が確立されておらず、一方的な活動に終わってしまっていた。

そんな中、社会福祉協議会と協力しこの地域の生活実態を調

査し始めた。

　核となる新しい自治形成の組織づくり（吾妻福祉会の結成）

にも協力させていただいたことで、子ども会とクラブ活動は

地域活動としての性格を強め大きく発展していった。

　このことは、賀川を初めとする先駆者による、情熱と愛を

持って献身的に地域の方々と接してこられた素地が充分で

あったことも忘れてはならない。

　一方、高度経済成長に伴う人手不足により、女性の労働力

が必要とされ、女性もまた社会参加の意識が高まり、更に働

く女性が増加していった。そのことは留守家庭児童（当時は、

かぎっ子と呼ばれた）を増加させる要因ともなった。そんな中、

都市化による環境破壊が進み、子ども達の遊び場所が少なく

なり、子どもが交通事故にまき込まれることも多くなった。

子ども達の生活をおびやかす種々の状況が重なったこともあ

り、開館 2 年目で神戸市最初の学童保育設立にもつながって

いった。のち、学童保育連絡協議会を組織し、補助金制度を

実現させた。

賀川記念のあゆみ

　また当館による神戸市第 1 号の取り組みとしての始まった事

業は、もう１つ「高齢者給食サービス」がある。この事業が始まっ

たきっかけは、ご主人を亡くされた 1 人の高齢者の方が「一人

で食事をする時が一番さみしい」との言葉を聞いて、当館の職

員を中心に地域の民生委員、自治会、老人会の役員等で計画し

1978 年誕生した。

　家庭で食事をする時と同じようにと「お椀」以外は陶器とガ

ラス製を使用し、当館にある友愛幼児園の厨房を借用し、月 1

回日曜日に実施した。

　当初は自治会、老人クラブの役員、吾妻通 5 丁目・6 丁目の

民生委員、子ども会のメンバーに当館の職員が実施していた。

その後、神戸保育専門学院の職員や学生達、コープこうべや民

児協八雲地区の民生委員・児童委員、神戸イエス団教会、真愛

ホーム等、ボランティアでの支援の輪が広がっていったことは、

心強いかぎりであった。

　経費も最初は公的補助を受けていたところは全国でもまだ少

なく、神戸市においても前例がなかったので、当館が全額負担

するところからのスタートであった。2 年後の 1980 年に訴え

の願い叶い、神戸市より「給食サービス補助金制度」が発足し、

施設設備も「老人いこいの家」設置運動を得て、厨房付「吾妻

老人いこいの家」が完成しそこを中心に実施されていった。ま

た現在では「吾妻地域福祉センター」にて行われている。

　この事業で関わった地元地域の高齢者の方々との関係がきっ

かけとなり、1990 年「賀川豊彦生誕 100 周年記念事業」で賀

川記念館としての取り組みの一環として誕生したのが、特別養

護老人ホーム「真愛ホーム」であった。こうしたほとんどの活

動はボランティアの方々によって支えられ、賀川が示した「セ

ツルメント事業の根本原理は人格交流である」という理念の基

に取り組んでこれたのは、地域の方との心の交流であったから

である。

2011年 1月17日（月）

2011年 1月30日（日）　甲子園二葉教会

左は２階の保育室で行われた給食第 2回目の風景



連続研究会 公共福祉という試み

　１月 22 日（土）稲垣久和先生を中心に第３回目となる連続
研究会「公共福祉という試み」が開催されました。今回は、若
い学生たちが参加している「光の教室」という取り組みをもと
に「公共福祉」をともに考える機会としました。
　「光の教室」はアジア最大のスラム、インドのムンバイ市ダ
ラヴィ地区に建設された、ハンセン病をはじめ、さまざまな理
由によって教育を受けられずにいる子どもたちのために識字教
育を行う小さな学校です。
　この「光の教室」を支えている「光の音符」代表の西村ゆり
さんに、活動を紹介していただき、活動をともにしている学生
のみなさんに思うところを語っていただきました。

＜社会事業における開拓者的役割＞

　1909 年、弱冠 21 才の神学生賀川豊彦は、イエスキリ

ストやジョンウェスレーの影響を受け、貧しい人々の

友となり生涯この社会悪と闘う決意を抱きました。そ

して単身神戸新生田川に住み、教育、医療、授産、職

業紹介、相談、給食、宿泊等の、救貧・防貧事業に取

り組みました。これらの行動は我が国における社会福祉、

社会保障の開拓的役割を果たしています。

＜労働者、農民の自由と幸福のために＞

　1918 年、米国における神学研究をおえ帰国した賀川は、

労働者が解放されるのは労働組合であると確信し、す

すんで友愛会に入会。労働者解放のために工場管理、

団体交渉権、団結権等の要求をかかげ闘いました。

1921 年の川崎、三菱造船所の大争議には参謀として指

揮をとり、先頭に立って闘いました。こうして賀川は

たちまちのうちに我が国労働運動の指導者としてその

実力を発揮していきました。一方、農民に対しても小

作料の適正化、小作契約の正常化をうたい「土地を働

くものの手に」のスローガンのもと農民を組織化、

1921 年日本農民組合を結成しました。これらどちらの

運動にも、暴力を否定し人格を重んじるという、聖書

に基盤を置く賀川の強い信念が貫かれています。
＜次号へつづく＞

賀川記念館総合研究所

西さんの豊彦講座

その１
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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：250円
オリジナルケーキ：200円

天国屋カフェ
　天国屋カフェでは、神戸大学のPEPUPというフェアトレー
ドを奨励しているグループを迎えて、フェアトレードカフェを
開催した。２月 18、19日の 2日間であった。
　ピープル・ツリーという団体によると、フェアトレードは、
人と地球にやさしい貿易のしくみであるとのこと。また、その
目的は、「アジアやアフリカ、中南米などの女性や小規模農家
をはじめとする、社会的・経済的に立場の弱い人びとに仕事の
機会をつくりだし、公正な対価を支払うことで彼らが自らの力
で暮らしを向上させ、自立できるよう支援」するとある。
　PEPUPの学生たちは、主に、フィリピンのドライマンゴー
を取り扱っている。その生産過程から販売に至るまで関わると
同時に、その他のフェアトレード関連商品も扱っている。
　今回は、それらの商品を使ってケーキやランチを提供し、活
動の理解を求めた。
　学生たちは、2010 年秋頃から計画を始め、1月には実習とし
てメンバーが天国屋カフェの台所を手伝った。当日は、多数の
方々が訪れた。午後にフェアトレードを理解するために、映画
を上映したり、PEPUPの日頃の活動をスライドなどで紹介す
るプログラムも準備された。
　すべて、学生たちで計画実行したフェアトレードカフェだっ
たが、たいへん好評だった。今後も定期的に続けていきたいと
の声も聞いている。2011 年度も、是非、フェアトレードカフェ
の開催に挑戦してほしい。
　そのように、天国屋カフェを利用してくださる事が何よりも
うれしいことだ。

　吾妻ふれあいのまちづくり協議会（委員長 祐村明氏）の主
催で、「ひな祭りお餅つき大会」が記念館 1 階南側駐車場で行
われました。当日は天気にも恵まれ朝早くからたくさんの人が
準備に励み、11 時頃にはつきあがったお餅が地域の人たちに
ふるまわれ、盛大に行われました。

　北海道生活協同組合連合会のみなさまがお土産を持って訪ね
てこられました。お土産は、賀川豊彦作詞、賀川純基（豊彦の
長男）作曲の酪農学園大学校友歌を額で設えたものです。早速、
毎日通るたびに目に飛び込む、３階と４階の踊り場に飾りまし
た。

北海道生活協同組合連合会 来館

2011年 2月18日（金）

ひな祭りお餅つき大会

2011年 2月27日（日）

写真上から
近所の子供達と豊彦

大正 10年川崎・三
菱造船所争議のデモ
の先頭に立つ豊彦

瓦木村の自宅で開か
れた農民福音学校
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神戸イエス団教会
　３月９日 ( 水 ) より、受難節 ( レント ) を迎えている。受難
節とは、キリスト教の救い主イエス・キリストが十字架にかけ
られ死んで葬られ、３日後に復活した事を記念するイースター
( 復活祭 ) 前の 40 日間 ( 日曜日の６日間をのぞく ) の事。キリ
スト教の信仰を告白し入信のしるしとなる洗礼を受ける時期
が、古くからイースターであった事から、この受難節に、主の
十字架の道をたどりつつ、自分自身の改悛の時、黙想の時とし
て、洗礼を受ける準備の時ともなった。
　断食をする習慣もあるが、現代においては、その生活スタイ
ルにあわせて、自分の生活の中の何かをあきらめる人もいる。
たとえば、甘い物を控える人。肉を食べない。禁酒をする人など。
　しかし、大切な事は、そのあきらめる事によって経験する苦
しみや痛みを自分の充実感とするのではなく、主の十字架の苦
しみに思いを馳せ、他者の苦しみに重ね合わせることが求めら
れる。
　今季、教会では、少し思考をこらした受難節を迎えている。
初日の水曜日は、例年通り、灰の水曜日の礼拝を持った。また、
レントの期間の人間模様を描いた映画を鑑賞した。また、4 月
に入っては、シュッツの音楽 ( 受難節のヒストリア ) を聴く時
間を設けるつもりである。

　3 月 12 日（金）、友愛幼児園の卒園式が行われました。前日
3 月 11 日に東北、関東を襲った大地震、そして津波の被害を
思いながらの式になりました。28 名の卒園生は元気に「保育
証書」を受け取りました。
　私は 2010 年度から、園長になりましたので、卒園の子ども
たちとは 1 年だけのお付き合いでしたが、すべての行事に参加
させてもらい、たくさんの思い出をもって証書を渡しました。
なぜか、練習の時に悲しくて泣いていた子どもも、本番ではしゃ
きっとして、泣かずに卒園式を終えることができました。
　小学校に行っても友愛幼児園が大切してきた「やさしい心」
「ただしい心」「つらぬく心」を忘れず、大きくなっていってほ
しいと思います。私は子どもたちに送るアルバムの寄せ書きに
「やさしい心をもったただしい人になってください」と書きま
した。大人になっても持ち続けてほしい「やさしい心」と「た
だしい心」です。
　4 月から新しいお友達を迎えます。継続する子どもたちは進
級し、新しいお友だちも入って、新年度が始まります。この 1年、
子どもたちが病気せず、けがなく、元気に、楽しく友愛幼児園
で過ごしてくれたら、と願っています。

　さて、今年度イエス団で各施設の沿革を再度調査し、作り直
すことを行いました。友愛幼児園は、善隣幼稚園を引き受けて
今に至っていますが、実は当時の幼稚園のことが以下のように
書かれています（「神戸の保育史」神戸市保育園連盟より）。

　善隣幼稚園はアメリカの博愛幼稚園運動がトムソン夫人を通
して、わが国の土壌の中に芽生え、花を開き、実を結んだもの
である。この運動は明治時代に、わが国において 10 園に及ぶ
福祉的性格をもった幼稚園を生んだが、そのうち善隣幼稚園は
本格的な充実した保育施設としては最初のものであった。そし
て 1894（明治 27）年より、1934( 昭和 9) 年まで 40年間も続き、
さらに同根より友愛幼児園と善隣幼稚園（1984（昭和 59）年
閉園）は生じ、今日に至っていることを思うとき、それは日本
保育史上において特異な足跡をしるしたものといえるのである。

　国レベルで議論が始まっている幼保一元化の話は、実は昔か
らの課題であり、ずっと議論されてきたことでもあるのです。

友愛幼児園

二宮児童館
　二宮児童館では、子育て支援事業として、午前中は親子を対

象としたプログラムを、午後は学童保育を始めとする小学生以

上を対象としたプログラムを行なっています。夏まつり、おも

ちつきなど季節ならではの行事も交えながら本当に賑やかな毎

日を過ごしています。

2011 年度 学童保育は、いつもより多い 72名でのスタートです。

より一層賑やかな毎日が繰り広げられそうです。

リーダーシップ養成連続研修会

　子どもに関わる援助者を中心に毎回 20～ 25 名の参加者で
行ってきました。
　月１回、できるだけ全回受けてもらえるようにと思って計画
しました。全６回で現代における子どもの課題の全体像をつか
めるように考えましたが、ひとつひとつの課題が大きく、私た
ちの理解や活動に結びつけるのが難しいと感じた方も多いかも
しれません。この研修会をスタートにして、これからも学びを
続けていってもらえたら、と思います。
　今回の参加者は、幼稚園教諭、保育士、中学校教諭、障がい
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　『賀川賞』は、隣りびとやみんなのために働い

ている人に感謝し、その活動を多くの人に知って

もらうことによって、共に生きる社会を実現する

ために働く人の環を、幾重にも張り巡らせようと

いう目的で始まりました。

　第2回賀川賞贈呈式は、3月19日開催の賀川デー

で行う予定でしたが、東日本大震災のため賀川

デーが延期となりましたので、今回受賞の 7団体、

1 個人の皆さまへは直接持参または送らせていた

だくこととなりました。ここに今回受賞の皆さま

をご紹介させていただきます。今後ともたくさん

の『賀川豊彦』が社会で活躍されることを願って

おります。

賀川賞の記念品『ともしび』　松沢 栄一 作

左上：くらしの助け合いの会「はなちゃん」
　上：JAふぁみり～川西

左下：TOMOYO

個人受賞者

コープこうべ「賀川記念館おやつボラ

ンティアグループ」
代表者：田村泰子
（推薦団体：社会福祉法人イエス団）

　賀川記念館の学童保育「ひまわり学級」の子どもたちに月 4回、
手作りのおやつを提供してくださっているボランティアグルー
プです。1983 年に結成されてから 27 年にも渡る長い間、絶
えることなく、子どもたちのために、と愛情のこもったおいし
いおやつを作り続けてくださっています。

千田明美
（推薦団体：社会福祉法人イエス団）

　1983 年福祉活動推進員としてコープこうべに入所、有償の
家事支援活動「コープくらしの助け合いの会」の発足当時から、
本部コーディネーターとして地域での支え合いを広げていくこ
とを目的とする「助け合いの会」の育成発展のために尽力。そ
の後、助け合いの会の活動は、全国の生協に広がり、75 以上
の取り組みに発展した。2010 年 3 月末現在、会員数 1,293 人、
奉仕会員 638人、利用会員 655人。日本生協連のアドバイザー
として、各生協のコーディネーター育成や、新しい会の立ち上
げに講演や助言を通じ果たした役割は大きい。また、介護保険
が施行されるにあたり、助け合いの会での対人援助サービスの
実践経験をもって、ヘルパー育成を通じ、介護の社会化に果た
した役割も大きい。現在では、地域福祉の担い手育成のために、
シルバーカレッジ等で講師をつとめる傍ら、地域における高齢
者への会食ボランティア活動を続けている。

団体受賞者 JA ふぁみり～川西
代表者：塩川和子
（推薦団体：ＪＡグループ兵庫）

　ＪＡふぁみり～川西は平成 12 年より現在まで、地域のお年
寄りが元気にイキイキ生活できるよう、月 1回ミニデイサービ
ス「ふれあい会」を提供するボランティアグループです。楽し
いリクリエーションやおしゃべりを通じて、お年寄りが明日へ
の生きる喜びや希望を持てるよう、日々ミーティングを行いそ
の日の準備をされています。利用されているお年寄りは、友達
の輪が広がり「ふれあい会」の日を大変心待ちにされています。
今後ますます高齢化する社会の中で「ＪＡふぁみり～川西」の
貢献度は大きく、安心できる社会へのお手伝いとして、更に頑
張って続けていただけることを願っています。

くらしの助け合いの会「はなちゃん」
代表者：望月祐昭
（推薦団体：姫路医療生活協同組合）

　くらしの助け合いの会「はなちゃん」の活動は 8年目に入り
ました。高齢化がすすみ、一人くらし、夫婦のみの世帯が増え
てきていますが、介護保険や医療保険制度だけでは解決できな
い「くらしの問題」、そのすき間（ニッチ）を埋めるために発
足した会です。具体的には、庭の草引き犬の散歩や病院の通院
介助、お買物の介助等をおこなっています。現在、登録会員は
201名、地域のコーディネーターが 14名います。

人形劇サークル　ポケット
代表者：中村睦代
（推薦団体：コープこうべ）

　伊丹市社会福祉協議会にボランティア登録し、今年、結成
10 周年を迎えた人形劇（人形、ペーパーサート、ブラックパ
ネルシアター）の団体です。現在、９名で保育所、幼稚園、小学校、
子ども会など主に伊丹市中心に活動していますが、近隣の宝塚
市や川西市、尼崎市にも活動の場を広げ、年間約 20ヶ所から
30ヶ所の公演を行っています。昨年の 12 月にはコープ委員会
とコラボして、クリスマス会でブラックパネルシアターを上演
し、子ども達から大好評を得ました。観るものに感動を与える
技術レベルの高さ、また、年間 20 回以上の精力的な公演や 10
年もの長きに渡り活動されています。

ビーバー・バルーンクラブ

／共栄火災海上保険株式会社
代表者：鶴崎伸一　杉山健二
（推薦団体：共栄火災海上保険株式会社）

　共栄火災は西日本を中心とする社会福祉施設の子供たちを中
心に「大空を駆けめぐる」感動を味わってもらおうと、熱気球
搭乗体験を実施しています。1992 年から始まったこの活動は、
熱気球の運営を委託するビーバー・バルーンクラブ（会長：共
栄火災佐賀支社代理店／鶴崎伸一氏）と連携し、これまで約
160ヵ所を超える施設を訪問。子供たちにたくさんの笑顔をプ
レゼントしてきました。また、熱気球登場体験実施時には、近
隣の拠点の社員も参加し、熱気球周辺の安全確保や搭乗時の補
助、搭乗前後の待ち時間を利用した各種ゲームコーナーの運営
などでイベントを支援しています。同社では「一過性に終わら
ない社会貢献」を基本に、これからも子供たちにたくさんの笑
顔を届けていかれる予定です。

まりもの会
代表者：八倉静香
（推薦団体：コープこうべ）

　コープ大久保店に勤める定時職員（パートタイマー）で作っ
たボランティアの会です。今年で 15 年になります。16 年前の
阪神淡路大震災でボランティア活動の重要性を知り、私達にも
何か出来る事がないのかな？という定時職員同士の会話から生
まれました。1996年2月6日、加古川市特別養護老人ホーム「み
どり園」で、掃除、洗濯物をたたんで仕分けて各部屋に配布し
たり、風呂上がりの方々に靴下をはかせて髪の毛をドライヤー
で乾かして整髪する等、又、たたみを干したりふとんを干したり、
色々なボランティア活動をされました。しかし、自宅から遠い
ため時間が遅くなり、無理が重なり、2003 年 3 月 1 日から職
場の近くの「恵泉」に変わり、又、2004 年 5月より現在まで「友
愛園」で、施設の方々に折紙と歌で交流しています。

フォークソンググループ　ＴＯＭＯＹＯ
代表者：所崎旦
（推薦団体：コープこうべ）

　TOMOYO の皆さんは、懐かしのフォークソング♪をみんな
で一緒に歌って、楽しい時間を過ごさせてくれ、元気をみんな
にくれる、話術でも思いっきり楽しませてくれる結成 5年の３
人組フォークソンググループです。コープこうべの職員、所崎
さんとメンバーの縄田明さん、上田征史さんは休日には、ボラ
ンティアであちこちのイベントや集まり・施設などを走り回っ
て、遠くは豊岡や淡路までもギター演奏と優しいハーモニーを
聴かせてくれています。協同学苑でも毎年「一緒に歌おう！あ
の頃の歌」コンサートでは、毎回人気を集めています。フォー
クソング世代の方々は、最初から最後までばっちり歌いきって
います。TOMOYO は青春時代を甦らせてくれる、みんなを輝
かせてくれる、みんなの心をほっこりさせてくれます。また、
賀川先生の「みんなが心豊かになる･･･」の気持ちを大切にさ
れて、人との出会いをいつも大切にされています。

第2回賀川賞
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神戸イエス団教会
　３月９日 ( 水 ) より、受難節 ( レント ) を迎えている。受難
節とは、キリスト教の救い主イエス・キリストが十字架にかけ
られ死んで葬られ、３日後に復活した事を記念するイースター
( 復活祭 ) 前の 40 日間 ( 日曜日の６日間をのぞく ) の事。キリ
スト教の信仰を告白し入信のしるしとなる洗礼を受ける時期
が、古くからイースターであった事から、この受難節に、主の
十字架の道をたどりつつ、自分自身の改悛の時、黙想の時とし
て、洗礼を受ける準備の時ともなった。
　断食をする習慣もあるが、現代においては、その生活スタイ
ルにあわせて、自分の生活の中の何かをあきらめる人もいる。
たとえば、甘い物を控える人。肉を食べない。禁酒をする人など。
　しかし、大切な事は、そのあきらめる事によって経験する苦
しみや痛みを自分の充実感とするのではなく、主の十字架の苦
しみに思いを馳せ、他者の苦しみに重ね合わせることが求めら
れる。
　今季、教会では、少し思考をこらした受難節を迎えている。
初日の水曜日は、例年通り、灰の水曜日の礼拝を持った。また、
レントの期間の人間模様を描いた映画を鑑賞した。また、4 月
に入っては、シュッツの音楽 ( 受難節のヒストリア ) を聴く時
間を設けるつもりである。

　3 月 12 日（金）、友愛幼児園の卒園式が行われました。前日
3 月 11 日に東北、関東を襲った大地震、そして津波の被害を
思いながらの式になりました。28 名の卒園生は元気に「保育
証書」を受け取りました。
　私は 2010 年度から、園長になりましたので、卒園の子ども
たちとは 1 年だけのお付き合いでしたが、すべての行事に参加
させてもらい、たくさんの思い出をもって証書を渡しました。
なぜか、練習の時に悲しくて泣いていた子どもも、本番ではしゃ
きっとして、泣かずに卒園式を終えることができました。
　小学校に行っても友愛幼児園が大切してきた「やさしい心」
「ただしい心」「つらぬく心」を忘れず、大きくなっていってほ
しいと思います。私は子どもたちに送るアルバムの寄せ書きに
「やさしい心をもったただしい人になってください」と書きま
した。大人になっても持ち続けてほしい「やさしい心」と「た
だしい心」です。
　4 月から新しいお友達を迎えます。継続する子どもたちは進
級し、新しいお友だちも入って、新年度が始まります。この 1年、
子どもたちが病気せず、けがなく、元気に、楽しく友愛幼児園
で過ごしてくれたら、と願っています。

　さて、今年度イエス団で各施設の沿革を再度調査し、作り直
すことを行いました。友愛幼児園は、善隣幼稚園を引き受けて
今に至っていますが、実は当時の幼稚園のことが以下のように
書かれています（「神戸の保育史」神戸市保育園連盟より）。

　善隣幼稚園はアメリカの博愛幼稚園運動がトムソン夫人を通
して、わが国の土壌の中に芽生え、花を開き、実を結んだもの
である。この運動は明治時代に、わが国において 10 園に及ぶ
福祉的性格をもった幼稚園を生んだが、そのうち善隣幼稚園は
本格的な充実した保育施設としては最初のものであった。そし
て 1894（明治 27）年より、1934( 昭和 9) 年まで 40年間も続き、
さらに同根より友愛幼児園と善隣幼稚園（1984（昭和 59）年
閉園）は生じ、今日に至っていることを思うとき、それは日本
保育史上において特異な足跡をしるしたものといえるのである。

　国レベルで議論が始まっている幼保一元化の話は、実は昔か
らの課題であり、ずっと議論されてきたことでもあるのです。

友愛幼児園

二宮児童館
　二宮児童館では、子育て支援事業として、午前中は親子を対

象としたプログラムを、午後は学童保育を始めとする小学生以

上を対象としたプログラムを行なっています。夏まつり、おも

ちつきなど季節ならではの行事も交えながら本当に賑やかな毎

日を過ごしています。

2011 年度 学童保育は、いつもより多い 72名でのスタートです。

より一層賑やかな毎日が繰り広げられそうです。

リーダーシップ養成連続研修会

　子どもに関わる援助者を中心に毎回 20～ 25 名の参加者で
行ってきました。
　月１回、できるだけ全回受けてもらえるようにと思って計画
しました。全６回で現代における子どもの課題の全体像をつか
めるように考えましたが、ひとつひとつの課題が大きく、私た
ちの理解や活動に結びつけるのが難しいと感じた方も多いかも
しれません。この研修会をスタートにして、これからも学びを
続けていってもらえたら、と思います。
　今回の参加者は、幼稚園教諭、保育士、中学校教諭、障がい
者施設職員、児童養護施設職員など身近に困難を抱えている方
たちが多く、講義の後の自己紹介や意見交換でいろいろな意見、
悩みが聞けたりしました。お互いに顔の見えるネットワークが
つくれたら、うれしく思います。
　2011 年度もこのような形で研修を継続していきたいと思い
ます。ご参加よろしくお願いします。

第1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～

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

第2回
子どもの虐待について考える
～虐待者への対応～

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

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　西岡有香氏

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　小崎恭弘氏

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　石田朋子氏

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　桜井和之氏

善隣幼稚園のころ　中央がハルと豊彦

賀川記念館総合研究所

講師をしてくださった大阪医科大 LDセンター 言語聴覚士の西岡有香さん

神戸常盤大学短期大学部 准教授の小崎恭弘さん

神戸市子ども家庭センター 言語訓練講師の石田朋子さん

YMCA学院高等学校 校長の桜井和之さん



連続研究会 公共福祉という試み

　１月 22 日（土）稲垣久和先生を中心に第３回目となる連続
研究会「公共福祉という試み」が開催されました。今回は、若
い学生たちが参加している「光の教室」という取り組みをもと
に「公共福祉」をともに考える機会としました。
　「光の教室」はアジア最大のスラム、インドのムンバイ市ダ
ラヴィ地区に建設された、ハンセン病をはじめ、さまざまな理
由によって教育を受けられずにいる子どもたちのために識字教
育を行う小さな学校です。
　この「光の教室」を支えている「光の音符」代表の西村ゆり
さんに、活動を紹介していただき、活動をともにしている学生
のみなさんに思うところを語っていただきました。

＜社会事業における開拓者的役割＞

　1909 年、弱冠 21 才の神学生賀川豊彦は、イエスキリ

ストやジョンウェスレーの影響を受け、貧しい人々の

友となり生涯この社会悪と闘う決意を抱きました。そ

して単身神戸新生田川に住み、教育、医療、授産、職

業紹介、相談、給食、宿泊等の、救貧・防貧事業に取

り組みました。これらの行動は我が国における社会福祉、

社会保障の開拓的役割を果たしています。

＜労働者、農民の自由と幸福のために＞

　1918 年、米国における神学研究をおえ帰国した賀川は、

労働者が解放されるのは労働組合であると確信し、す

すんで友愛会に入会。労働者解放のために工場管理、

団体交渉権、団結権等の要求をかかげ闘いました。

1921 年の川崎、三菱造船所の大争議には参謀として指

揮をとり、先頭に立って闘いました。こうして賀川は

たちまちのうちに我が国労働運動の指導者としてその

実力を発揮していきました。一方、農民に対しても小

作料の適正化、小作契約の正常化をうたい「土地を働

くものの手に」のスローガンのもと農民を組織化、

1921 年日本農民組合を結成しました。これらどちらの

運動にも、暴力を否定し人格を重んじるという、聖書

に基盤を置く賀川の強い信念が貫かれています。
＜次号へつづく＞

賀川記念館総合研究所

西さんの豊彦講座

その１
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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：250円
オリジナルケーキ：200円

天国屋カフェ
　天国屋カフェでは、神戸大学のPEPUPというフェアトレー
ドを奨励しているグループを迎えて、フェアトレードカフェを
開催した。２月 18、19日の 2日間であった。
　ピープル・ツリーという団体によると、フェアトレードは、
人と地球にやさしい貿易のしくみであるとのこと。また、その
目的は、「アジアやアフリカ、中南米などの女性や小規模農家
をはじめとする、社会的・経済的に立場の弱い人びとに仕事の
機会をつくりだし、公正な対価を支払うことで彼らが自らの力
で暮らしを向上させ、自立できるよう支援」するとある。
　PEPUPの学生たちは、主に、フィリピンのドライマンゴー
を取り扱っている。その生産過程から販売に至るまで関わると
同時に、その他のフェアトレード関連商品も扱っている。
　今回は、それらの商品を使ってケーキやランチを提供し、活
動の理解を求めた。
　学生たちは、2010 年秋頃から計画を始め、1月には実習とし
てメンバーが天国屋カフェの台所を手伝った。当日は、多数の
方々が訪れた。午後にフェアトレードを理解するために、映画
を上映したり、PEPUPの日頃の活動をスライドなどで紹介す
るプログラムも準備された。
　すべて、学生たちで計画実行したフェアトレードカフェだっ
たが、たいへん好評だった。今後も定期的に続けていきたいと
の声も聞いている。2011 年度も、是非、フェアトレードカフェ
の開催に挑戦してほしい。
　そのように、天国屋カフェを利用してくださる事が何よりも
うれしいことだ。

　吾妻ふれあいのまちづくり協議会（委員長 祐村明氏）の主
催で、「ひな祭りお餅つき大会」が記念館 1 階南側駐車場で行
われました。当日は天気にも恵まれ朝早くからたくさんの人が
準備に励み、11 時頃にはつきあがったお餅が地域の人たちに
ふるまわれ、盛大に行われました。

　北海道生活協同組合連合会のみなさまがお土産を持って訪ね
てこられました。お土産は、賀川豊彦作詞、賀川純基（豊彦の
長男）作曲の酪農学園大学校友歌を額で設えたものです。早速、
毎日通るたびに目に飛び込む、３階と４階の踊り場に飾りまし
た。

北海道生活協同組合連合会 来館

2011年 2月18日（金）

ひな祭りお餅つき大会

2011年 2月27日（日）

写真上から
近所の子供達と豊彦

大正 10年川崎・三
菱造船所争議のデモ
の先頭に立つ豊彦

瓦木村の自宅で開か
れた農民福音学校
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　さる 1 月 30 日（日）、甲子園二葉教会礼拝堂にて、『吉田源
治郎召天 25周年記念会』（西宮一麦教会・甲子園二葉教会主催）
を行いました。この会は共に初代牧師でもある故吉田源治郎牧
師（1891 年伊勢宇治山田生まれ、1984 年 92 歳召天）を記念
したものです。
　故吉田源治郎牧師は、生涯にわたって賀川豊彦牧師の片腕と
なり、福音伝道のためには、それこそ＜席を温めるいとまもな
く＞、「わたしは今日も明日も、その次の日も自分の道を進ま
ねばならない」（ルカ 13：33）を実践されました。そして事実、
その無私無欲のお姿に触れて、多くの方々が洗礼を受けられま
した。
　当日の講師として、鳥飼慶陽牧師（番町出合いの家）をお招
きし、午前の礼拝では、「隠れたるを見給う父」と題して説教、
午後の記念会では、前半「KAGAWA GALAXY　吉田源治郎の
世界を訪ねる」の講演をしていただきました。その後記念会に
移り、故吉田源治郎牧師にまつわる想い出や学んだことなどを
数名の方 （々両教会の長老など）に楽しく語っていただきました。
　この日、「彼は死んだが、信仰によって今もなお語っている」
（ヘブル書 11：4）の御言葉が、礼拝堂の中にも漂い、満ちあふれ、
最後は、讃美歌「主われを愛す」を一同声高く讃美して、「神
は愛なり」でもって締めくくりました。出席者一同、あらため
て「祈りなくして奇蹟なし」「前進する教会であれ」との吉田
牧師の言葉を噛みしめ、豊かな余韻を熱く胸に抱きました。感
謝です。
　なお当日の参加者数、主日礼拝には 56名、記念会には 73 名。
（甲子園二葉教会牧師　元 正章）

吉田源治郎没後25周年記念会

　阪神淡路大震災の 17 年目の日に、震災の犠牲になった方々
に哀悼を捧げる震災記念ウオークと同時に、賀川豊彦のこの
地に於ける足跡をたどり、その献身を再認識するウオークを
実施しました。今年は最も寒い日になりましたが、約 40 人の
人々が参加をされました。
　例年の如く，ポートライナー三宮駅に集合し、まず国際会
館の尖塔の中に吊るされている「祈りのキャンドル」に向かっ
て手を合わせ、東遊園地の記念碑で黙祷を捧げました。参加
者皆さん真剣です。そして八幡神社の境内で震災の被害を受
けた石灯籠や石柱を見て震災の激しさを再認識しました。続
けて磯上公園のグランドの下に、災害用に新たに造られた貯
水池を見学しました。
　新生田川沿いの賀川豊彦生誕 100 年に造られた記念碑から
は、いよいよ「賀川ウオーク」の始まりです。1909 年 12 月
24 日のクリスマスイヴに入った長屋の一軒の跡地、その日ま
でに路傍伝道をしていた橋のたもと、栄養不足の人々に安く
食べてもらうためにつくった一膳飯屋「天国屋」跡、手に職
をつけてもらう目的で設立した「歯ブラシ工場」跡、後のハロー
ワーク（職業紹介所）の第一号となった、仕事を紹介する「口
入れ所」の跡、豊彦がどうしても作りたかった「無料診療所」跡、
明治天皇が資金を出して建設された「済生会無料診療所」跡（現
在神戸市特別養護老人ホームでイエス団がその運営を行って
いる）、最後に賀川記念館を見学、賀川豊彦の実践力を感じ、
新たな目標を持つことができたウォークでした。（西）

1.17震災モニュメントウォーク
+ 賀川ウォーク

その2　実践　

　1963 年（昭和 38 年）4 月にオープンした賀川記念館は、神

戸においてもまだ同和対策事業が本格化する以前で、賀川記

念館の周辺地域には老朽化した住宅やバラックの家屋も数多

く点在し、その中に建つ新築の賀川記念館は一際目立つ立派

な建物であった。

　この賀川記念館は兵庫県内初の民間隣保事業施設として、

賀川が実践したセツルメントの精神を引継ぎ、隣保事業、保

育事業、教会活動等を行うために設立されました。隣保事業

として最初に取り組んだことは、賀川が示した「人格交流運動」

のための地域の方々との関係作りであった。

　何もかも手探りの状態であったが、開館して間もなく子ど

も会とクラブ活動をはじめたが地域の方々との交流の場や連

携が確立されておらず、一方的な活動に終わってしまっていた。

そんな中、社会福祉協議会と協力しこの地域の生活実態を調

査し始めた。

　核となる新しい自治形成の組織づくり（吾妻福祉会の結成）

にも協力させていただいたことで、子ども会とクラブ活動は

地域活動としての性格を強め大きく発展していった。

　このことは、賀川を初めとする先駆者による、情熱と愛を

持って献身的に地域の方々と接してこられた素地が充分で

あったことも忘れてはならない。

　一方、高度経済成長に伴う人手不足により、女性の労働力

が必要とされ、女性もまた社会参加の意識が高まり、更に働

く女性が増加していった。そのことは留守家庭児童（当時は、

かぎっ子と呼ばれた）を増加させる要因ともなった。そんな中、

都市化による環境破壊が進み、子ども達の遊び場所が少なく

なり、子どもが交通事故にまき込まれることも多くなった。

子ども達の生活をおびやかす種々の状況が重なったこともあ

り、開館 2 年目で神戸市最初の学童保育設立にもつながって

いった。のち、学童保育連絡協議会を組織し、補助金制度を

実現させた。

賀川記念のあゆみ

　また当館による神戸市第 1 号の取り組みとしての始まった事

業は、もう１つ「高齢者給食サービス」がある。この事業が始まっ

たきっかけは、ご主人を亡くされた 1 人の高齢者の方が「一人

で食事をする時が一番さみしい」との言葉を聞いて、当館の職

員を中心に地域の民生委員、自治会、老人会の役員等で計画し

1978 年誕生した。

　家庭で食事をする時と同じようにと「お椀」以外は陶器とガ

ラス製を使用し、当館にある友愛幼児園の厨房を借用し、月 1

回日曜日に実施した。

　当初は自治会、老人クラブの役員、吾妻通 5 丁目・6 丁目の

民生委員、子ども会のメンバーに当館の職員が実施していた。

その後、神戸保育専門学院の職員や学生達、コープこうべや民

児協八雲地区の民生委員・児童委員、神戸イエス団教会、真愛

ホーム等、ボランティアでの支援の輪が広がっていったことは、

心強いかぎりであった。

　経費も最初は公的補助を受けていたところは全国でもまだ少

なく、神戸市においても前例がなかったので、当館が全額負担

するところからのスタートであった。2 年後の 1980 年に訴え

の願い叶い、神戸市より「給食サービス補助金制度」が発足し、

施設設備も「老人いこいの家」設置運動を得て、厨房付「吾妻

老人いこいの家」が完成しそこを中心に実施されていった。ま

た現在では「吾妻地域福祉センター」にて行われている。

　この事業で関わった地元地域の高齢者の方々との関係がきっ

かけとなり、1990 年「賀川豊彦生誕 100 周年記念事業」で賀

川記念館としての取り組みの一環として誕生したのが、特別養

護老人ホーム「真愛ホーム」であった。こうしたほとんどの活

動はボランティアの方々によって支えられ、賀川が示した「セ

ツルメント事業の根本原理は人格交流である」という理念の基

に取り組んでこれたのは、地域の方との心の交流であったから

である。

2011年 1月17日（月）

2011年 1月30日（日）　甲子園二葉教会

左は２階の保育室で行われた給食第 2回目の風景
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【募金振込先】
郵便振替口座：01140-8-75472　社会福祉法人イエス団

　＊通信欄に、「東日本大震災支援」と記入してください。

　＊振込手数料をご負担くださいますようお願いします。

　＊領収書（受け取り）の発行は、

　　振込控えをもって替えさせていただきます。

【募金の現金受付】
京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県・香川県・徳

島県にある 35 のイエス団の施設においても募金も受付て

おります。重ねてご協力いただきますようお願いします。

（参照）http://www.jesusband.jp/sisetu.html

【問い合わせ先】
イエス団「救援対策本部」

TEL：078 - 221 - 9565　FAX：078 - 221 - 9566

〒651-0076 戸市中央区吾妻通 5－2－20  賀川記念館３Ｆ

　被災されている多くの方々の言い尽くせぬ深い悲しみや

生活の不安や疲れに対し、神様の癒しと恵みがありますよ

うに心よりお祈りいたします

　1923 年関東大震災の際、その惨状を目の当たりし「神

に謝罪を要求する」と祈りもとめたイエス団創設者の賀川

豊彦の姿が思い起こされます。私たちは力を結集し被災者

の悲しみや苦しみを少しでも和らげるために、祈りと可能

な限りの支援をしていかねばなりません。

　日本中の様々な団体が被災地の方々のために支援活動を

行っています。イエス団においても 3 月 15 日法人本部内

に「救援対策本部」を立ち上げ募金活動を開始しました。

　いただいた募金は、諸団体が発信する様々な支援活動の

情報を集約しながら、「ミッションステートメント 2009」

の理念に従い、特に、子ども、高齢者、障がい（児）者、

在日外国人等、社会的弱者に焦点をあて支援活動のために

利用させていただきます。

　趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し

あげます。

社会福祉法人・学校法人イエス団　理事長 村山盛嗣

　３月 11 日、大きな地震と、私たちの想像を超えた強い

水の流れが東日本を襲ってから、ひと月がたちました。大

切にしているものを奪われ、強い痛みと深い悲しみの中に

ある多くの方々の上に、癒しの御手がありますように。また、

その働きを私たちが少しでも担うことができますように祈

ります。

　イエス団は 2009 年に宣言したミッションステートメン

トに基づき、救援対策本部を立ち上げ、募金を始めるとと

もに調査隊を現地に派遣、支援活動の模索を始めました。

また、献身100年記念事業からかかわってきた神戸大学を

中心としたボランティアグループ「ぼらばん」は、ゴール

デンウィークを利用して岩手県宮古市に入り、継続的な

ワークキャンプを推進しようとしています。

　被災地に入り、そこで生きている方に出会うことでニー

ドを知り、それに向き合い、顔が見える方々に寄り添って

いきたいと思います。

　テレビやインターネットには、地震の瞬間から震災に関

する情報が満ちあふれました。それは安否確認をはじめ、

さまざまな助けとなり、多くの人たちを支えました。しか

し一方では出所のわからないニュースや情報も、爆発的な

勢いで氾濫しました。情報の世界でも地震と津波が押し寄

せてきたのです。

　その間、直ちに現場に向かうことができない自分に何が

できるかを考え、情報の収集や交換をしてきましたが、な

かなかな整理がつかず、悶々とした気持ちを抱き続けてい

ました。しかし、いわき市の福音協会をはじめ石巻や宮古

で被災された方や、救援にあたられている方と直接お話し

する中で、自分がこの問題に「自分の気持ち」を納得させ

るためだけに向き合おうとしていることに気づかされまし

た。後方支援するにしても、現地に行くにしても、向き合

うべきは被災者の痛みです。今後は、向き合う相手は誰な

のかをしっかり認識することを大切にしようと思います。

　また、福島の原子力発電所が地震と津波の被害にあった

ことは、福島で暮らしておられる方々への救援はもちろん、

私たちの暮らし方をも考え直すきっかけとなりました。こ

れまでの私たちは、代償を払うことで無尽蔵に得ることが

できるエネルギーを前提として暮らしてきました。その暮

らし方や考え方を、今一度、振り返ることが求められてい

るのではないでしょうか。

　原子力発電がなくてもまかなえるように、持続可能な地

域エネルギーを開発することもその一つです。大分県は地

熱エネルギーを多いに利用していますし、神戸は背後にあ

る六甲山脈から流れ出る大量の水を利用することができる

環境にあります。今までは効率を追求し、一極集中型のエ

ネルギー開発が推進されてきましたが、それは結果として、

暮らしのために必要な智恵や知識を遠くへ追いやってしま

いました。私たちが身近な風土に適した暮らしを実現する

には、それを支えるエネルギーも風土に根ざしたものを用

意していかなくてはならないでしょう。

　地域エネルギーですべてをまかなうことはできませんが、

地域の中に、エネルギーを産み出す装置が暮らしの中に見

える形で存在することが、暮らし方や考えに善きものをも

たらすのではないでしょうか。生田川公園に水車がコトコ

ト回わることで、中央小学校の子どもたちの学びを支え、

夜には公園を照らすようなシステムを市民の手でつくって

いくことができたら、地域の新しい力となるのではないで

しょうか。

　賀川記念館館長　賀川督明　

東日本大震災募金ご協力のお願い

写真は表紙を含めて、いずれも被災
地に入ったイエス団救援対策本部の
調査隊から送られてきたもの。
左は名取市の障がい者施設。
表紙は、名取市の海岸から3kmほど
の被災場所です。




