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1F 医療モールへの出店のご提案
日本を代表する社会運動家である賀川豊彦（1888−

社会福祉法人・学校法人 イエス団

1960）が神戸で活動を始め、
2009 年で 100 年を迎えました。
この 2009 年には「賀川豊彦献身 100 年記念事業」として

賀川記念館の歩み とトピックス

さまざまな記念事業を行ってきましたが、賀川の理念を継
承し、活動の拠点となってきた神戸市中央区の賀川記念館

2011 年
04 月
01 日（金）コープエイシス（来館見学）
08 日（金）語り部の会
08 日（金）ナイトカフェ
14 日（木）コープくらしの助け合いの会（来館見学）
17 日（日）「賀川豊彦の欧州行脚をピアノと朗読で巡る旅」

もその記念事業のひとつとして新たに建て替えられ、新し
い世紀に向かって歩みを始めました。
賀川がこの地に住み込み、さまざまな社会事業を展開し
た中に、無料診療所があります。賀川は当時より医療の重
要性を認識していました。そこで新しく建てられたこの賀
川記念館もその精神を継承し、1 階を医療モールとして募
集を開始しました。

05 月
11 日（水）神戸女子大学（来館見学）
13 日（金）五館連絡協議会
08 日（金）ナイトカフェ
15 日（日）「東日本とともに」
20 日（金）賀川記念館交流会
21 日（土）天国屋映画上映会「かもめ食堂」
28 日（土）日本ナザレン教団大阪桃谷教会（来館見学）

神戸市中央区吾妻通の葺合警察署西隣（国道 2 号線沿い）
で、
本物件 2 階、
3 階は友愛幼児園
（認可保育園、
定員 120 名・
現在の在籍児は 135 名）
、ひまわり学級（学童保育）
、4 階
は賀川豊彦を顕彰するミュージアムや「人の幸せ」を考え、
持続可能な社会作りを模索する総合研究所、そして神戸イ
エス団教会（日本基督教団）を備え、北側至近に同じ法人
が運営する高齢者施設、神戸高齢者総合ケアセンター真愛

物件種目：医療用貸店舗

として、特別養護老人ホーム真愛ホーム、東部高齢者介護

最 寄 駅：阪神「春日野道」駅

支援センター、神戸高齢者ケアセンター真愛を運営してい

療施設が必要な地域であります。この機会にぜひ出店をご

賃貸条件：テナント B 325,500 円／月（税込）
テナント D 556,500 円／月（税込）
敷金 賃料の 10 か月分
敷引 3 か月分

検討くださいますようにお願い申し上げます。

物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5 丁目 2−20

ます。
このように幼児、学童や高齢者が集まる場所であり、医

交

通：阪神「春日野道」駅徒歩 8 分・
阪急「春日野道」駅徒歩 10 分

建 物 名：社会福祉法人イエス団「賀川記念館」
構造・規模：RC 造 5 階建
使用部分面積：B 区画：31 坪・D 区画：53 坪
築 年 月：2009 年 11 月
管理費等：B 区画 32,550 円・D 区画 55,650 円
駐 車 場：店舗南側に来客用駐車場有り
備

考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

06 月
01 日（水）稲美コープ委員会（来館見学）
08 日（金）コア 100 賀川例会
03 日（金）コープ第 3 地区（来館見学・賀川ウォーク）
10 日（金）語り部の会
08 日（金）ナイトカフェ
11 日（土）日本基督教団兵庫教区宣教協議会（会場利用）
17 日（金）山本コープ委員会（来館見学・賀川ウォーク）
08 日（金）コープムービング（来館見学）
北海道私立保育園連盟（来館見学）
24 日（金）ハウ・フレーベル会（来館見学）
合唱団エーデルワイス（会場利用）
25 日（土）明治学院同窓会兵庫県支部（会場利用）
愛媛大学（来館見学）
記念館ミュージアム入場者数
04 月 一般 37 名 団体 018 名
05 月 一般 30 名 団体 064 名
06 月 一般 26 名 団体 117 名

西谷さんは絵本を大型の紙芝
居に仕立て、学校や幼稚園、
保育園はもちろん、大学や公
園にも休みをつくっては紙芝
居を持って出かけている。現
在、絵本は国内線の飛行機の
中にも備えられており、小さ
な子どもに親しまれている。

合計 228 名
合計 364 名
合計 258 名

総合研究所公開プログラム

絵本で学ぶ
「海と空の水まわり」
2011 年
講師

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

行事 173 名
行事 113 名
行事 115 名

7 月 31 日（日）15:00 〜 16:30

西谷 寛 絵本作家（神戸市生活情報センター所長）

子どもたちと楽しく学ぶ環境意識
子どもたちに自然環境の大切さをわかり易く伝えるには？
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2011 年 7 月 15 日

生活をはじめボランティア活動、そして神戸市のお仕事でも、環境を

発行者

賀川督明

大切にする取り組みをしてきた西谷寛さんは、自分の子どもにその大

発行所

賀川記念館

切さを伝えるために絵本をつくりました。そんな工夫いっぱいの西谷

〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627
社会福祉法人・学校法人 イエス団

fax：078-221-0810

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

office@core100.net

さんに絵本の読み聞かせと自らの生活をご紹介していただくときを設

7 31

けました。家庭でも、保育・教育環境でも自然環境とともに生きるこ
とが求められています。
ぜひご参加くださり、
一緒に楽しく自然を学
びましょう。

12

自らの

発行日

1

イエス団東日本大震災救援対策本部から

これらの募金は、今後大きく 3 つの使途に分け使用させてい
ただき、報告させていただきます。
①支援物資 ②活動費 ③義援金

募金について

たくさんのご支援をいただき感謝申し上げます。今後も息の

「イエス団東日本大震災救援対策本部」ではイエス団関係各所

長い支援をさせていただくため、目標金額まで継続し募金活動

に対し、被災された方々への救援のための活動資金や義援金の

を行っていきたいと思いますので、引き続きご協力をお願い申
し上げます。

ため 1 千万円を目標金額とし募金をお願いしましたところ、多
方面より多くの方々からご支援やご協力をいただきました。
現在までに集まりました募金状況をお知らせいたします。

74 口 ￥4,637,885- （6 月 22 日現在）

【募金振込先】
・郵便（ゆうちょ銀行）振替口座 口座番号：01140-8-75472
加入者名：社会福祉法人イエス団
＊郵便振替の場合は通信欄に「東日本大震災救援募金」と明記してください。

・三井住友銀行 三宮支店 普通預金：9206516
口座名：社会福祉法人イエス団

東日本とともに

東日本大震災と ともに生きる 生田川流域の集い
日時：2011 年 5 月 15 日（日）午後 16：00〜18：00
会場：賀川記念館 4 階 メモリアルホール

神戸市中央区社会福祉協議会
中央消防署
えんぴつの家
神戸 YMCA
神戸 YWCA
イエス団
賀川記念館

棚野 恭範

和田 章夫
松村 敏明

小澤 昌甲

寺内 真子
祐村 明

賀川 督明

賀川記念館が呼びかけ人となり、生田川流域で東日本大震災の救援
や支援にさまざまな活動をしている人たちが集まり、すぐ隣りの人た
ちがどのような取り組みをされているのかを共有しあうときを設けま
した。いくつかの団体に具体的な報告をしていただき、また、当日ほ
かのプログラムがあって参加できないところには、概要を提出しても
らうようお願いをいたしました。
神戸 YWCA をはじめ、神戸 YMCA、消防署、えんぴつの家、中央
区社会福祉協議会、わたしどものイエス団など、生田川流域で生活や
活動をしており、さまざまなポジションで東日本を支え、震災救援に
心を砕いている方々、また、新たな地域づくりに関心を持っておられ
る人たちが集まりました。ひとつの地域の中で所属やポジションが違
いながら、ともに東日本を思う気持ちが同じことがよくわかりました。
これをきっかけに、さまざまなテーマに向き合うテーブルづくりへ
と広がることが期待されます。

写真左：棚野泰範氏（中央区社会福祉協議会）
右：和田章夫氏（神戸市中央消防署）

賀川記念館 賛助会から

賀川記念館賛助会ご入会のお願い

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。
2011 年 4 月から 2011 年 6 月までの報告をさせていただきます。
賛助会費
510,440 円
寄付金
298,000 円
真愛ホーム寄付金
8,000 円
総合計
816,440 円

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

東日本大震災募金
82,000 円（15 名）
＊賀川記念館であつめられた東日本大震災募金はすべて、社会
福祉法人イエス団震災救援対策本部の活動に使われます。
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。

2011 年 4 月 1 日〜 2011 年 6 月 30 日現在（敬称略）

賛助（団体）：
㈲エムケーテック ぶどうの木保育園 共栄火災海上保険㈱
グループ兵庫水産政策協議会 明治学院同窓会兵庫県支部

ＪＦ

賛助（個人）
山口洋介 宮田忍 檜山秋彦 加藤鉄三郎 上内鏡子 山口あい子
河谷里美 大和慎吾 中山淳 名越信次 岩橋恵子 上野みづほ
赤本公孝 早川富美子 高田幸子 村田光恵 平林喜博 正木紀通
田中梅三郎 友貞安太郎 友貞澄 黒田絢 武井博子 岩切幸子
小西孝蔵 富岡康 Stig Lindberg 土屋長子 西垣光代 児玉浩樹
谷垣わきゑ 吉山修平 磯部浩二 小澤温 竹内栄子 木村量好
松實芙佐子 太田明子 近松文子 小林郁雄 品田充儀 寺島茂
山本裕子 吉川俊子 川井ふみ子 吉田多佳子 関紀美子 平木是
吉岡康榮 東村元嗣 波多野茂弥 宮本牧子 稲田愛子 磯部卓三
渡部美津江 荒内直子 牛尾宏 宮崎操 ルース・グルーベル
寄付金（団体）：
公益財団法人兵庫県青少年本部 レインボー福祉グループ 有限会
社イースター式典社 日本 YMCA 同盟 ぶどうの木保育園 ナザレ
ン教団大阪桃谷教会 千葉南教会 ㈱コープエイシス 日本基督教
団兵庫教区宣教委員会 野の百合保育園 空の鳥幼稚園 甲子園二
葉幼稚園 甲南土建労働組合中央支部 明石あかねが丘学園 ハウ・
フレーベル会 エーデルワイス 日本キリスト教社会福祉学会
寄付金（個人）：
二河照子 二見靖典
Stig Lindberg

阿部志郎

松田敏子

長橋純男

賀川記念館の新しいスタッフ、

与語章浩 （よご あきひろ）です。
ご来館お待ちしております。よろしくお願いいたします。

長橋千鶴

真愛ホーム寄付（個人）：
平林喜博 藤田有美子
書籍寄贈：
吉田摂 小梨信雄

郡田光子

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。
2

11

友愛幼児園
6 月 24 日 ( 金 )、梅雨の最中でしたが、好天に恵まれ、田植

天国屋カフェ あれこれ
４月に１周年を迎えました。多くのご理解とご協力のもとで、

えに行ってきました。友愛幼児園の毎年の行事ですが、秋には

当初には想像もつかなかったようなカフェの展開となり、関係

稲刈りに行くことになっています。

者一同、支援者の方々に感謝します。

貸切バスで園の前から稲美町まで、だいたい 1 時間の行程で
すが、バスの中では担任がいろいろなゲームや歌で、子どもた
ちを盛り上げ、あっという間に現地です。現地の農家の方々の
ご協力で、田んぼに苗を植えていきますが、ほとんど植えると
いうより、泥遊びです。どこに苗が植えられているかわからな
いような状態ですが、子どもたちはおかまいなしに好きなとこ
ろに植え、あとは泥の中をはだしで走りまわっています。最終
的には田んぼで転んで泥だらけ。服も顔も泥だらけになって、
田植えか泥遊びかわからない状態で、田植えは終了。近くの水
道で体を洗い、お弁当タイムです。
毎年のことですが、この泥遊びの後、農家の方々が田植えを
きれいにやり直ししてくださり、秋にはたくさんの稲を刈るこ
とができます。子どもたちが自然の恵みに感謝できるように取
り組んでいるプログラムです。

通常の営業に加え、月１回のナイトカフェは、地域の方々を
中心に利用していただいています。集う者同士が、さらに大き
な輪を広げてくださることを祈ります。
今年度からは、カフェでのプログラムも増えます。一つ目は、
映画無料上映です。毎月第 3 金曜日 (18：30〜) と土曜日 (14：
00〜) カフェに隣接するホールで開催しています。偶数月は賀
川豊彦の生涯を描いた『死線を越えて』
、奇数月はその都度テー
マを決めて選んでいます。二つ目は、カフェも協賛して関わる
「さまざまな子どもの居場所づくりプログラム」
。小・中・高の
「生きづらさ」をもつ子どもたちを対象にしたプログラムです。
７ページに詳細が掲載されていますので、御覧ください。
最後に、このカフェは、さまざまな立場の人たちが集まれる
ように願った居場所です。是非、継続的、定期的にボランティ
アとしてお手伝いくださることを願っています。一度、お立ち
寄りください。
メニュー例
豚しゃぶサラダ丼
キャベツのごま和え
豆腐みそ汁

中央区社会福祉協議会 棚野泰範さん
・中央区社会福祉協議会は次の活動を行った。
社協職員を派遣 災害ボランティアセンター運営を支援
（１）仙台市社会福祉協議会
（２）名取市社会福祉協議会
（３）福島県社会福祉協議会
神戸市からボランティアを派遣 現地でボランティア活動
（４）被災地支援ボランティアバス（石巻市）
災害救援募金の実施
（５）東北地方太平洋沖地震災害救援募金
・東日本大震災復興支援チャリティーイベントを次の内容で開催する。
「心はひとつ！みんなの元気を被災地に」
中央区ハートフルフェスタ２０１１
５月２８日（土）１０：３０〜１５：３０
メリケンパーク
①ミニＳＬに乗ろう！
②応援メッセージをかこう
③福島・宮城・岩手県の障がい者作業所製品販売
・個人ニーズ支援には被災地で日頃から顔の見える関係のある方との
協力関係が必要
・災害時に大きな被害を受けるのは高齢者、障がい者、児童 日頃か
らの備えが大切
・神戸での経験を活かした息の長い支援活動をみんなで一緒に考えて
いきましょう

神戸市中央消防署 和田章夫さん
・4 月 11 日〜17 日 5 泊 7 日で神戸市中央消防署より現地へ派遣。
・流れてきた瓦礫、廃材は釘がささっていたりして危険であるため、
必ず救命胴衣を着用した。
・阪神淡路大震災では建物が残っていたが、今回は流されて何も無い、
或いは異なる場所の瓦礫であった。
・体育館で寝泊りしたが、神戸から来たと偽った詐欺があったため住
民とは接触を持たないよう指示されていた。
・子どもが安心して遊べる町に復旧することを願う。

天国屋カフェの
通常営業は
毎週：木・金・土

二宮児童館
児童館は、午前中は親子、午後は小学生で、とても賑やかな
毎日を過ごしています。特に今年度 72 名と、今までよりかな
り多い人数でスタートした学童保育は、4 月から 3 ヶ月が過ぎ、
新しく入った 1 年生もすっかり慣れ、みんなとってもパワフル !!
6 月の小学校の代休日には、みんなで「しあわせの村」に遠足
に出かけました。サッカー、ドッジボール、リレー、長縄等、
普段以上に思いっきり体を動かし楽しい一時を過ごしました。

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

天国屋ナイトカフェ =12 弾＝
2011 年 9 月 9 日（金）17:30〜
地域のつながりを考え、
「生きづらさ」を感じている人の集
まる場を提供する。とにかく、楽しく食卓を囲んで、一緒に
「場」を作り上げよう。
〜収益の一部を東日本大震災支援に献げます〜
8 月のナイトカフェは休業です。9 月 9 日 ( 金 )、
会いましょう！
メニュー
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えんぴつの家 松村敏明さん
・さまざまな組織に呼びかけ 3 月 17 日に障がい者のための全国的な
救援組織を東京と大阪を本部に立ち上げた。
・大阪の「ゆめ風基金」を通じて募金活動を行う。
・障がい者の状況はなかなかつかむことができない。復興に向けて、
障がい者自らが声を上げる運動を育てていくことが必要である。

神戸 YMCA 小澤昌甲さん
・仙台 YMCA は被害を免れた。神戸 YMCA では東日本救援復興活動
担当組織を 3 月 16 日に立ち上げた。
・街頭募金運動を 3 月終わりまで実施し、4 月始めに仙台 YMCA へ若
手職員を派遣した。
・5 月 2 日まで、神戸市社協、コープこうべと共に、ボランティアバ
スで職員、ボランティアを派遣した。
・支援は、子どもと青年を対象とした活動に絞ることとし、現地の支援、
兵庫県へ避難されている方の支援を検討。また、現地の若者たちが
立ち上がるための支援も検討している。

・阪神淡路大震災の時に神戸 YMCA でボランティアをされた宮城県、
岩手県からきていただいた人たちや学校へ連絡をとり、これからの
支援の方法を検討している。
・中長期的には子どもたちが日常に戻るための支援にテーマをあてた
い。

神戸 YWCA 寺内真子さん
・日本 YWCA の呼びかけに応じて物資提供などの活動を行ってきた。
避難者受入では仙台からの留学生を 4 月 20 日すぎまで受け入れた。
・日本 YWCA は次の 3 つのプロジェクトを行っている。
1. 避難者受入
2. 災害ボランティアセンターへ継続的にコーディネーターを派遣
3. 心のケアボランティア養成
・4 月 21 日に仙台 YWCA、福島 YWCA を訪問し、神戸 YWCA は今後
福島 YWCA を支援する。

イエス団 祐村明さん
・法人本部に救援対策本部を立ち上げ何回か委員会を開き、4 月 10 日
から 4 名を現地拠点探しのため派遣した。
・仙台石巻教会の幼稚園 2 階がボランティアの宿泊施設であった。
・児童デイサービスを行いたいとのことでイエス団で協力できるか検
討する。
・障がい者施設の仙台つどいの家を訪問。
・施設では緊急時に職員が指示を待たずに動けることが要求される。
ボランティアの派遣はありがたいが十分な説明ができないため最低
限の知識は持って来て欲しい。
・イエス団として、一番弱い人、障がいを持った人たちに特化した支
援を考えていきたい。また他の団体と協力して子どもたちと絵を描
くプログラムや、現地常駐できるコーディネーターの派遣などを検
討していきたい。

賀川記念館 賀川督明

（神戸大学・ぼらばん）

・盛岡 YMCA の協力のもと大船渡教会に宿泊した。
・被災地の人たちの日常と一緒に暮らすことが大切ではないか。
・避難所での物資の提供は選びやすいように並べることが大変である。
送り手がその事を考えて送ることが必要である。
・写真整理は被災された方々がするのはつらいことと思う。よそ者が
担ったほうがよいのではないか。
・小さな避難所ではボランティアは必要ないと考えていたが、始めて
受け入れてよかった、今後積極的に考えたいとのこと。神戸大学と
して繋がっていければよい。
・集落が積み上げてきた文化、技術などの聞き取りを行い、仮設での
適用を考えていきたい。
・今回かかった 140 万の経費は助成でまかなわれたが、今後も助成を
利用して活動を続けていければよい。

懇談交流
最後に、参加者からの自己紹介、報告等があった。
・伊吹三樹雄氏より、新生田川共生会では「神戸国際支援機構」や
「NPO 法人 フードバンク関西」を通じて、救援活動を行っている。
・三木市の長谷田克彦氏（個人ボランティア）が活動報告書を紹介さ
れた。

写真左：小澤昌甲氏（神戸ＹＭＣＡ）
右：寺内真子氏（神戸ＹＷＣＡ）

ビール、
焼酎など 全品 300 円 グラスワイン ( 赤・白 ) 400 円（ボ

トルは 2 ,000 円） ソフトドリンク 100〜250 円 コーヒー
150 円 総菜一皿 100〜200 円 おにぎり 200 円 ( 日によっ
て内容・金額など多少変動します。ご了承ください。)
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賀川豊彦召天51周年記念墓前集会
賀川豊彦召天 51周年記念墓前集会が召天記念日の2011年 4

神戸イエス団教会
視保育園、天隣乳児保育園、みどり野保育園、のぞみ保育園、

どんなところ」というテーマで企画しています。みんな元気ジ

わ れ ま し た 。 墓 前 集 会 を 共 催 し た 、コ ー プ こ う べ 、 神 戸

コア100賀川、賀川記念館をはじめ多くの方々が集り、召天

ムスタッフで、元 NHK の歌のお兄さんだった米田和正さんを

YMCA、イエスの友会神戸支部、神戸イエス団教会、社会福祉
法人・学校法人イエス団、甲子園二葉幼稚園、一麦保育園、神

51周年を記念して梅村貞造さん（一麦保育園顧問・甲子園二
葉幼稚園顧問）から奨励をいただきました。

招いて、子どもの教会を紹介し、元気が出るように楽しい時間
を過ごす予定です。実は、この企画去る 5 月 29 日 ( 日 ) 予定し
ていましたが、当日台風接近で大雨警報のため延期になったの
です。 しかしながら、特別伝道集会の前座として宣伝集会を
行いました。近隣公園での紙芝居と元お兄さん 2 名によるパ
フォーマンスです。元 NHK 歌のお兄さんならぬ賀川記念館の
元お兄さんたち ( 当教会の教会員 ) が大活躍しました。その才
能を十分に活かし、
大道芸「ギターとハーモニカ」および「バルー
ンアート」で、子どもたちを楽しませてくれました。本番の元
お兄さんが登場する時には、たくさんの子どもたちが来てくれ
てもっと楽しく歌い、教会のことや聖書のことを学びたいと
思っています。

『賀川先生と一麦と私』 奨励 梅村貞造さん（一麦保育園顧問・甲子園二葉幼稚園顧問）
< 聖書 : マタイによる福音書 7 章 21 節 >
< 賀川豊彦先生との出会い >
賀川先生と初めて出合ったのは終戦直後、私が旧制高校 3 年
生の時でした。
米軍の空襲で焼け野原となった街の電柱に貼られていた一枚の
ビラ『新日本建設キリスト運動：賀川豊彦講演会』の案内が目
に止まったのがきっかけです。
敗戦による精神的ショックと生活難から索莫たる思いの日々
を過ごしていた私の耳に、先生の話は新鮮に聞こえ、すさんだ
心に干天の慈雨のごとく染み込んできたことを覚えています。
その後３年を経て大学卒業を機に受洗、就職と同時に自宅に
帰ってきて近くの西宮一麦教会に出席するようになりました。
その教会を牧しておられたのが賀川先生の同志である吉田先生
でした。その頃のー麦教会にはまだ会堂がなく、一麦寮と廊下
続きの保育園舎で日曜礼拝が行われていたのですが、実はここ
が賀川先生によって創設された場所であり、関西での先生の活
動拠点であることを初めて知りました。一麦寮にはかつて私の
小学校時代の親友であった武内美邦君の家族（父上は賀川先生
の協働者 : 武内勝氏）が住んでいたことがあり、その頃私も一
麦へ遊びに来たことがあったのです。更に付け加えますと同じ
瓦木小学校には賀川純基さんも 1 年生の頃通学していたそうで、
私にとっては先輩にあたることが後になって分かり不思議な導
きを感じたことでした。
< 賀川豊彦の活動と瓦木村 >
賀川先生の活動範囲はご存じの通り極めて多岐にわたってい
ますが、そうした多くの活動の拠点のーつとなったのが瓦木村
であり、先生の著述の中にも 瓦木村にて " とか 武庫川のほ
とりにて " 等の表現がしばしば用いられています。
先生が転居してこられたのは大正 15 年 (1926) 10 月７日瓦
木村高木の借家へ 38 才の時であり、そして再び東京の松沢へ
移られたのが昭和 4 年 (1929) 11 月 3 日、41 才の時ですから実
際の在住は僅か３年でした。
しかしその後、昭和６年には先生のベストセラー小説「一粒
の麦」の印税を元にして「一麦寮」が建てられ、ここを拠点と
して次のような活動が始まったのですが、先生はその都度何日
間も滞在されて、指導と共に多くの成果を残されました。
「よ
うやく我々は永久の農民福音学校を建設するために、瓦木村に
本部を据えることになった。
」と身辺雑記 ( 昭 6.3) には記され
ています。
① 農民福音学校開校：
先生はここを全国の拠点にしたいと考えていました。
毎年 1 回、２月〜３月の 1 ヶ月間、全国から集まった農村青
年達が賀川豊彦、杉山元治郎ほか有力な指導者達と寝食を共に
しながら聖書及び立体農業を中心とした農村改良の為の技術を
学んだ後、それぞれが「一粒の麦」として故郷へ帰っていった
のです。卒業生の数は第１回から 16 回までで約 220 名を数え
ます。
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② イエスの友福音学校：
毎年１月初めの３日間、
全国のイエスの友会 ( 大正 10 年結成 )
の同志達が賀川先生ほか多彩な講師と寝食を共にして聖書の学
びと実践への促しを受けて帰って行きました。参加者は毎回
150〜200 名を数え、30 年間では 4,500 名以上の方々が全国か
ら集まって来られたことになります。
③ 幼児教育・保育の実践の場として一麦保育園の働き (28 年
間賀川豊彦園長 ) が続けられてきました。恵まれた自然環境を
生かして、先生が主張された自然観察保育を中心に、現在まで
5,510 名の卒園児を数えるまでに到っています。
④ 関連著作 ( 一粒の麦、魂の彫刻、宇宙の目的など ) を生み
出すための思索と瞑想の場所でもありました。

「教会ってどんなところ？」
2011 年７月 17 日 ( 日 ) 13:00〜

7 月 17 日 ( 日 )13：00〜、子どもの特別伝道集会「教会って

杉の子保育園、神戸高齢者総合ケアセンター真愛、友愛幼児園、

月 23日（土）、神戸市舞子墓園にある賀川記念納骨堂前で行

2011 年度 神戸戸イエス団教会 子どもの特別伝道集会

於・賀川記念館 ４階礼拝堂
歌のお兄さんが、教会へ来るよ！米田和正さん
( みんなげんきジムスタッフ 元 NHK 歌のお兄さん )
お問合せ：神戸イエス団教会 078（251）4870

以上のように賀川先生にとって一麦とは伝道の場所、地域へ
の奉仕の場所、同志教育の場所、関西での活動拠点であり、ま
た先生自身の憩いの場所、祈りの場所であったと言えましょう。
こうした賀川先生に一麦の中で親しくお目にかかることが出来
たことは私自身にとっても大変幸いなことでありました。
< 賀川先生の生きざまから教えられたこと >
① 「贖罪愛の信仰」
：キリスト者の下座奉仕ということ。
例話として「母親が赤ん坊のオムツを代える行為（尻ぬぐい）
は無償の愛そのものでありキリスト者の奉仕もかくあらねばな
らぬ」と話されました。
② 「信仰即実践」
：信仰と実践とは常に１つでなければならな
いということ。例話として「火事現場における消防士の働き」
について話されました。
「火事の知らせを受けたキリスト者は
ただ祈っているだけでよいのか？自分ならいち早く現場に駆け
つけて、消防ポンプを押しながら神に祈る」と話されたのです。
先生自身の身辺雑記（昭 13 . 7）の中にも「キリスト教が、た
だ主よ、主よ、というのみの宗教になることを私は恐れる。主よ、
主よ、ということは易しい。しかし、キリストの戒めを守るこ
とそのことが、キリストの弟子になる最大義務であることを思
わねばならない。
」と書かれています。この様に先生にとって
実践 ( 行動 ) の伴わない信仰はあり得ないものでありました。
③ 「キリストに倣う生活」
：清貧の生活を旨とし、また進んで
弟子達の背中を洗われたことは、先生と宿泊を共にした多くの
人達がその体験を語っています。詩人牧師であった河野進の
「説
教を見る」という詩の中に次の一節があります。 「背中を流
してあげよ 賀川先生と風呂にはいれば いつも先手を打たれ
る ( 中略 ) 説教しない先生から 忘れることのできない説教
を見せられる」と。
④ 「祈りの生活」
：すぐれた伝道者の誰もがそうであるように、
先生は祈りの人でした。あの超人的エネルギーの根源は、神と
の交わりによって神自身から与えられたのです。賀川伝道の同
行者であった黒田四郎牧師は「先生は旅先でも、毎晩実によく
祈る人であった。少し音がしてこちらが目を覚ますと先生はよ
く祈っておられた。
」と述べています。

西さんの豊彦講座

その 2

＜兄弟愛による協同組合＞
豊彦は、消費組合というものは、生産階級と消費者が結び
あって、社会的秩序と互助組織をつくるものであり、そうす
る事によって商売上の投機もなくなり、労働者階級からの搾
取もなくなると確信していました。そこで 1920 年我が国最
初の消費組合として共益社を、翌年神戸及び灘購買組合（現
在のコープこうべとなる）を設立。引き続き全国に学生生協、
医療生協、質屋信用組合、労働金庫等々に広がるとともに協
同組合による総合病院まで設立しました。豊彦のこうした協
同組合運動の理論と実践は、またたくまに日本全国に波及し
写真上から
コープこうべの前身の一つであ
る神戸購買組合（葺合区八幡通
り５丁目）
。1921 年に設立され
た。右から２人目が２年後の関
東大震災で東京に救援に向かい、
江東消費組合設立に尽力した木
立義道さん。
神戸購買組合に続いて設立され
た灘購買組合芦屋出張所。
これまで世界 17 ヶ国語に訳され
2009 年に初めて日本語版が発
刊された『友愛の政治経済学』
。

ました。
また、日本のみならす海外伝道のたびに協同組合の設立を
訴えて歩き、豊彦の書いた

Brotherhood Economics

は協

同組合運動のテキストとして広く世界のすみずみにわたって
愛読されました。
1945 年の敗戦後 1951 年には日本生活協同組合連合会を組
織し、
会長に就任。また、
1958 年マレーシアのクアラルンプー
ルで開かれた国際協同組合同盟の中央委員となりました。
豊彦は

一人は万人のために、万人は一人のために

の精

神こそ平和への近道と確信し、協同組合の中にユートピアを
見出し、終生をその発展のために尽くしたのです。
＜次号へつづく＞
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賀川記念館のあゆみ
その

3

賀川記念館の再建

1963 年（昭和 38 年）4 月にオープンし、
賀川豊彦が望んだ「個

献館式の様子 2009 年 12 月 12 日

賀川豊彦献身 100 年記念式典 2009 年 12 月 22 日
左から今井鎮雄実行委員長 日野原重明氏 野尻武敏氏

2009 年 4 月 17 日グランドオープン 矢田立郎神戸市長のご挨拶
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2009 年 4 月 17 日グランドオープン ミュージアムにて

人を顕彰するのではなく、弱い立場に置かれた方々の支援を行
う実践の場」としてすでに 45 年間の歩みを通して地域福祉を
担ってきた賀川記念館は、老朽化が進み再建の声が高まりつつ
あった 2005 年、賀川関係団体が中心となり「2009 賀川豊彦献
身 100 年記念事業」を企画する中、賀川記念館は「新しい賀川
記念館構想」を立ち上げ、建物の再建とともに、新たな活動展
開の模索をはじめました。
2006 年「新しい賀川記念館構想」の実現に向けて「再建プ
ロジェクト委員会」を立ち上げ動き出しました。また賀川記念
館は「2009 賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェクト」
の事務局を担い、コープこうべ、共栄火災、農協中央会、連合
といった救霊団を根っこに持つ団体と深く関わるようになりま
す。
「新しい賀川記念館構想」は関係団体と繋がる中で、今ま
での実践活動に加え、学びと発信の場として、総合研究所と
ミュージアムを設けるべく準備が進められていきます。
2007 年 「2009 賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェク
ト」は井戸敏三兵庫県知事と矢田立郎神戸市長を顧問に向かえ、
今井鎮雄神戸 YMCA 顧問を実行委員長に発進します。イエス
団からは、木村量好理事長（当時）
、村山盛嗣常務理事（当時）
がそれぞれ実行委員会の参与と幹事を務めました。
「神戸プロ
ジェクト」事業にも賀川記念館の再建が盛り込まれ、
行政やコー
プこうべをはじめとする多くの方々にも賀川記念館の再建が支
えられることになりました。
2008 年 8 月 31 日、賀川記念館建替えのため閉館式を開催
します。45 年間の活動を支えてきた人々が集まり、新たな賀
川記念館建築に向けての出発式でもありました。賀川記念館の
中にあった、友愛幼児園、神戸イエス団教会、イエス団本部、
神戸プロジェクト事務局も、それぞれの仮設が与えられる中、
賀川記念館の建物は取り壊され、新たな器の建設への船出とな
りました。
2009 年 「2009 賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェク
ト」本番の年となり、神戸大学との共催による 100 年シンポジ
ウムを皮切りに、さまざまな取り組みが展開されました。年末
の 12 月 12 日、賀川記念館の建物が完成し献館式が執り行われ
ました。それまで仮設で働いてきたそれぞれの活動が、新たな
器で展開をはじめます。そして 10 日後の 12 月 22 日、「賀川豊
彦献身 100 年記念事業記念式典」が開催され、記念事業が総括
されました。また、新たな社会建設の実践拠点として、賀川記
念館が記念事業を継承していくことを神戸プロジェクト実行委
員会は採択しました。
2010 年 4 月 17 日、福祉教育を核としたミュージアムの設え
も完成し、賀川記念館はグランドオープンしました。地域福祉
の実践は、神戸イエス団教会の全面的なバックアップを得てカ
フェプログラム「天国屋カフェ」としてスタートし、総合研究
所は「2009 賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェクト」
実行小委員会の後継組織である「コア 100 賀川」の支えを受け、
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かたちを模索することとしました。
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＜終わり＞

< 一麦として記憶に留めておきたいこと >
① 一麦が賀川先生最期の伝道の地であったということです。
先生は昭和 34 年１月のイエスの友冬期福音学校最終日の聖
日礼拝において、先生の遺言ともいうべき礼拝説教「愛と祈り
の相続…長尾巻に学ぶ」を行った後、郷里の徳島伝道に向う連
絡船の中で倒れて病床の身となり、翌年４月 23 日に天に召さ
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跡の残る懐かしい道です。そして徳島伝道へ向われた最期の日
にも、その弱った体の両脇を弟子たちに支えられながら、1 時
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〈 おわりに 〉
賀川先生には「一粒の麦の祈り」という祈りが残されていま
すので、私達もその一節を共に祈りたいと思います。
「天の父よ、今朝われわれの醜い姿を新しく感じて恥ずかしい
と思います。
あなたの道をまっすぐ歩ませて下さい。…（中略）…
われわれがすべて、キリストの血潮を浴びたものとして造り
かえられ、一人一人が小さいキリストとなり、黙って人の尻拭
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い。
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われわれのために救いを完成し給いしキリストによって祈りま
す。アーメン」

千田明美さんに賀川賞を贈呈
『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延期となりました。そこで今
回受賞される 7 団体と 1 個人のみなさまへは直接お届けさせて
いただくことといたしました。今回、千田明美さんへ贈呈させ

千田明美さん

ていただきましたことをご報告致します。
６月 28 日 コープこうべの有償の家事支援活動「コープく
らしの助け合いの会」の全体交流会が開催され、助け合いの会
創設メンバー千田明美さんへの「賀川賞」贈呈式がとりおこな
われました。
贈呈にあたり、賀川督明賀川記念館館長は、
『一人は万人の
ために 万人は一人のために』という、生活協同組合運動がず
っと持ち続けてきた言葉の「万人は一人のために」の「一人」は、
助けて欲しい人だと思います。一人ひとりが志を持って、万人
のために働くということと、助けて欲しいという人をみんなが
支える、この２つの活動がバランスよく社会を支えていくこと
が大切です。しかし、全体を見ますと、なかなか弱い立場の人
が支えられていないのが現状です。ですから、みなさんの活動
がいよいよ大きく広がって、この社会を支えて行ってほしいと
思います。そのためにも、千田さんに、もっともっと頑張って
くださいね」と話しました。
受賞にあたり、千田明美さんは、
「人は人によって生かされ
るということを強く感じています。人は誰かのことを考えたと
きに元気が出るからです。今回は、
私個人が受賞したのではなく、
誰かのために寄り添っていく『コープくらしの助け合いの会』
の活動が評価され、みなさんの代表として賞をいただいたのだ
と思っています。
」と語られ、会場は温かい拍手に沸きました。
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賀川記念館総合研究所
リーダーシップ養成連続研修会

賀川豊彦の欧州行脚を
ピアノと朗読で巡る旅

１）対人援助職としての基本的態度を学ぶ

豊彦はガンジーやシュバイツアーと並んで、世界の 3 大聖人と
いわれるようになりました。おかげで世界各国から講演の依頼
が殺到し、生涯で 5 回にわたる長期講演旅行に出かけます。
豊彦はロシアとアフリカ以外ほとんど世界中を廻り、訪れた
国々一つひとつ、その印象を残しています。それは、豊彦の考
え方や、当時の訪問国の状況がよく表されていて興味深いもの
です。これらの一部を賀川記念館「語り部」のみなさんにお願
いをして朗読をしていただくとともに、訪問国に因んだ名曲を
一緒に聴いていただくことにしました。
4 月 17 日（日）午後 1：30 からコンサートを開催しました。
約 100 名の方々のご参加をいただいて、大変盛会に行うことが
できました。
ピアノを弾いていただいたのは、ピアノ曲の楽聖であるリス
トの生誕地ハンガリーの国立フランツ・リスト音楽院で研鑽を
積まれてこられた山路洋子さんです。すばらしい演奏をしてい
ただき会衆一同、感激をいたしました。ピアノのすばらしさを
再認識させられたリサイタルでした。

ピアニストの山路洋子さん

賀川記念館「語り部」のみなさん

国名と演奏曲
デンマーク ：
「人形姫」
「イーダちゃんの花」
フィンランド：
「もみの木」
ノルウェー ：
「ピアノコンチェルトイ短調よりテーマ」
「ソルヴェイグの歌」
ドイツ
：
「ガボット」
「見知らぬ国と人々について」
「トロイメライ」
「テンペストより第三楽章」
オ‒ストリア ：
「レントラー」
「楽興の時第３番」
「きらきら星変奏曲」
イタリア
：
「ヴェニスの舟歌」
「カヴァレリア・ルスティカーナより」間奏曲
フランス
：
「月の光」
「幻想即興曲」
「ｊｅ ｔｅ ｖｅｕｘ」

足踏みオルガン

コンサートのご案内

8 27 11 13

曽風会（そうふうかい）リードオルガンコンサート

8 月 27 日土曜日 16 時開演

演奏 : 中村証二、田中依子、安田哲也
内容 : リードオルガン奏者 曽山一夫氏を師と仰ぐ 3 人が、企画
する曽風会 ( そうふうかい )。三者三様の切り口で、リードオ
ルガンの魅力を紹介するコンサートです。
「足踏みオルガンの
祈り」
「足踏みオルガンの四季」等、3 人が夫々に題を設けて、
演奏する楽しいコンサートです。
会場はいづれも賀川記念館です。
詳細は安田哲也氏 (TEL 090-1594-3215) までお問合せ下さい。
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２）相手も自分も大切にする職場の人間関係づくり
３）グループづくり・グループ運営
４）学びのネットワークづくり・学ぶ組織を目ざす

り組みを始めます。特にみんなで作り、みんなで食べるという
「 食」を通じて他者と触れ合い、
「他者」を意識し、
「違い」を知り、
感じることで自分を考える機会を提供します。全体的にはほっ
とできる空間と関係を作りたいと考えています。

２．テーマ：
「相手も自分も大切にする人間関係づくり」

今回は、豊彦のヨーロッパ訪問国を対象にして、語り部によ
る朗読とピアノとのコラボレーションで楽しんでいただきまし
た。このような楽しいプログラムを次回も企画したいと考えて
います。その時にはどうぞご参加をお願い致します。

Concert de

賀川記念館では、
「生きづらさ」をかかえた子どもたちが集い、
出会いと交流を通して自己を振り返るきっかけとなるような取

１．講座のねらい：

大ベストセラーになった「死線を越えて」が海外でも翻訳され、

居場所づくりプログラム

安田哲也 リードオルガンコンサート Vol.2
11 月 13 日日曜日 16 時開演

出演 : 安田哲也 ( リードオルガン )、
佐々木美穂 ( 朗読 )、畑 儀文 ( テノール )
内容 : テノール 畑 儀文氏のオルガン伴奏者として活動する
安田哲也が、企画する少しマニアなコンサート。
リードオルガンの独奏は、日頃リードオルガンで聞く事の無い、
またはリードオルガンの為の珍しい曲が演奏されます。また、
畑 儀文氏の歌をリードオルガンの音色と共に楽しむ事も出来
ます。さらに今回は、朗読の佐々木美穂を迎え、朗読とリード
オルガンの共演をお楽しみ頂く事が出来ます。

３．日 程：第 1 回 09 月 24 日（土）14:00 から 16:30
第 2 回 10 月 15 日（土）14:00 から 16:30
第 3 回 10 月 29 日（土）14:00 から 16:30
第 4 回 11 月 12 日（土）14:00 から 16:30
第 5 回 12 月 03 日（土）14:00 から 16:30
４．場 所：賀川記念館メモリアルホール
５．定 員：24 名
※原則、全講座を受講できる方を募集します。
また、定員に達した場合は全講座を受講できる方
を優先させていただきますので、ご了解ください。
６．講 師：長尾文雄 大阪女学院大学・短大講師
７．費 用：全 6,000 円（1 回 1,500 円）
８. 各回のテーマと内容
第1回
「自分を知る、相手を知る」援助職としての自己理解
オリエンテーション・自己開示とフィードバック
第2回
「チーム運営の仕組みを理解する」会議の仕組みと進め方
グループ・プロセス（ファシリテーション）
第3回
「相手を聴く・自分を聴く」利用者の主訴を聴く
傾聴訓練（うなずく、反復、確認、要約など）
第４回
「自分を伝える」保護者・利用者に上手に伝える
相手も自分も尊重した自己表現（アサーション）
第５回
「職場を本当のチームにする」援助職の相互援助を考える
こんな場面でどうするの？（参加者で考える）
全体のふりかえり
９．進め方：体験学習法を用います。
演習やディスカッションと小講義など。
お申込・お問合せ 賀川記念館
TEL 078-221-3627 FAX 078-221-0810
E-mail office@core100.net
前回の研修会の様子

対 象： ｢生きづらさ｣を抱える子ども（小・中学生）
開 始： 2011 年 9 月〜
プログラム内容：
野外活動、スポーツ、遊び
また料理や食事を通しての関係づくり
メインプログラム
月２回
費用１回 500 円〜 1,000 円
日常的なプログラム
居場所オープン 無料
毎週（木）
（金）
（土）の 11：00 〜 16：00
指導者： 賀川記念館スタッフ、神戸イエス団教会教職者
障がい者施設職員、保育園スタッフ
神戸大学学生ボランティア

プレイベント１
日
場
内
費

時：
所：
容：
用：

2011 年 7 月 18 日（祝）9：30 〜 16：00
賀川記念館カフェと近隣公園
お弁当づくりと野外ハイキング
500 円（当日持参）

プレイベント 2
日 時： 2011 年 8 月 21 日（日）9：30 〜 16：00
※場所、内容、費用についてはプレイベント１の時に話し合い
の時間を持ちたいと思います。

保護者のための学習会
神戸フリースクール代表の田辺克之先生を講師に「不登校」に
ついて学習会を開催します。8 月もしくは 9 月開催予定です。
お問い合わせください。

申込み・お問合わせ
お電話にて申込みをしてください。
賀川記念館 078-221-3627
居場所づくりプログラム担当 馬場、上内まで
※このプログラムは神戸市社会福祉協議会の「生駒温子」児童
福祉事業助成を受けて行われます。
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大ベストセラーになった「死線を越えて」が海外でも翻訳され、

居場所づくりプログラム

安田哲也 リードオルガンコンサート Vol.2
11 月 13 日日曜日 16 時開演

出演 : 安田哲也 ( リードオルガン )、
佐々木美穂 ( 朗読 )、畑 儀文 ( テノール )
内容 : テノール 畑 儀文氏のオルガン伴奏者として活動する
安田哲也が、企画する少しマニアなコンサート。
リードオルガンの独奏は、日頃リードオルガンで聞く事の無い、
またはリードオルガンの為の珍しい曲が演奏されます。また、
畑 儀文氏の歌をリードオルガンの音色と共に楽しむ事も出来
ます。さらに今回は、朗読の佐々木美穂を迎え、朗読とリード
オルガンの共演をお楽しみ頂く事が出来ます。

３．日 程：第 1 回 09 月 24 日（土）14:00 から 16:30
第 2 回 10 月 15 日（土）14:00 から 16:30
第 3 回 10 月 29 日（土）14:00 から 16:30
第 4 回 11 月 12 日（土）14:00 から 16:30
第 5 回 12 月 03 日（土）14:00 から 16:30
４．場 所：賀川記念館メモリアルホール
５．定 員：24 名
※原則、全講座を受講できる方を募集します。
また、定員に達した場合は全講座を受講できる方
を優先させていただきますので、ご了解ください。
６．講 師：長尾文雄 大阪女学院大学・短大講師
７．費 用：全 6,000 円（1 回 1,500 円）
８. 各回のテーマと内容
第1回
「自分を知る、相手を知る」援助職としての自己理解
オリエンテーション・自己開示とフィードバック
第2回
「チーム運営の仕組みを理解する」会議の仕組みと進め方
グループ・プロセス（ファシリテーション）
第3回
「相手を聴く・自分を聴く」利用者の主訴を聴く
傾聴訓練（うなずく、反復、確認、要約など）
第４回
「自分を伝える」保護者・利用者に上手に伝える
相手も自分も尊重した自己表現（アサーション）
第５回
「職場を本当のチームにする」援助職の相互援助を考える
こんな場面でどうするの？（参加者で考える）
全体のふりかえり
９．進め方：体験学習法を用います。
演習やディスカッションと小講義など。
お申込・お問合せ 賀川記念館
TEL 078-221-3627 FAX 078-221-0810
E-mail office@core100.net
前回の研修会の様子

対 象： ｢生きづらさ｣を抱える子ども（小・中学生）
開 始： 2011 年 9 月〜
プログラム内容：
野外活動、スポーツ、遊び
また料理や食事を通しての関係づくり
メインプログラム
月２回
費用１回 500 円〜 1,000 円
日常的なプログラム
居場所オープン 無料
毎週（木）
（金）
（土）の 11：00 〜 16：00
指導者： 賀川記念館スタッフ、神戸イエス団教会教職者
障がい者施設職員、保育園スタッフ
神戸大学学生ボランティア

プレイベント１
日
場
内
費

時：
所：
容：
用：

2011 年 7 月 18 日（祝）9：30 〜 16：00
賀川記念館カフェと近隣公園
お弁当づくりと野外ハイキング
500 円（当日持参）

プレイベント 2
日 時： 2011 年 8 月 21 日（日）9：30 〜 16：00
※場所、内容、費用についてはプレイベント１の時に話し合い
の時間を持ちたいと思います。

保護者のための学習会
神戸フリースクール代表の田辺克之先生を講師に「不登校」に
ついて学習会を開催します。8 月もしくは 9 月開催予定です。
お問い合わせください。

申込み・お問合わせ
お電話にて申込みをしてください。
賀川記念館 078-221-3627
居場所づくりプログラム担当 馬場、上内まで
※このプログラムは神戸市社会福祉協議会の「生駒温子」児童
福祉事業助成を受けて行われます。
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賀川記念館のあゆみ
その

3

賀川記念館の再建

1963 年（昭和 38 年）4 月にオープンし、
賀川豊彦が望んだ「個

献館式の様子 2009 年 12 月 12 日

賀川豊彦献身 100 年記念式典 2009 年 12 月 22 日
左から今井鎮雄実行委員長 日野原重明氏 野尻武敏氏

2009 年 4 月 17 日グランドオープン 矢田立郎神戸市長のご挨拶
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2009 年 4 月 17 日グランドオープン ミュージアムにて

人を顕彰するのではなく、弱い立場に置かれた方々の支援を行
う実践の場」としてすでに 45 年間の歩みを通して地域福祉を
担ってきた賀川記念館は、老朽化が進み再建の声が高まりつつ
あった 2005 年、賀川関係団体が中心となり「2009 賀川豊彦献
身 100 年記念事業」を企画する中、賀川記念館は「新しい賀川
記念館構想」を立ち上げ、建物の再建とともに、新たな活動展
開の模索をはじめました。
2006 年「新しい賀川記念館構想」の実現に向けて「再建プ
ロジェクト委員会」を立ち上げ動き出しました。また賀川記念
館は「2009 賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェクト」
の事務局を担い、コープこうべ、共栄火災、農協中央会、連合
といった救霊団を根っこに持つ団体と深く関わるようになりま
す。
「新しい賀川記念館構想」は関係団体と繋がる中で、今ま
での実践活動に加え、学びと発信の場として、総合研究所と
ミュージアムを設けるべく準備が進められていきます。
2007 年 「2009 賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェク
ト」は井戸敏三兵庫県知事と矢田立郎神戸市長を顧問に向かえ、
今井鎮雄神戸 YMCA 顧問を実行委員長に発進します。イエス
団からは、木村量好理事長（当時）
、村山盛嗣常務理事（当時）
がそれぞれ実行委員会の参与と幹事を務めました。
「神戸プロ
ジェクト」事業にも賀川記念館の再建が盛り込まれ、
行政やコー
プこうべをはじめとする多くの方々にも賀川記念館の再建が支
えられることになりました。
2008 年 8 月 31 日、賀川記念館建替えのため閉館式を開催
します。45 年間の活動を支えてきた人々が集まり、新たな賀
川記念館建築に向けての出発式でもありました。賀川記念館の
中にあった、友愛幼児園、神戸イエス団教会、イエス団本部、
神戸プロジェクト事務局も、それぞれの仮設が与えられる中、
賀川記念館の建物は取り壊され、新たな器の建設への船出とな
りました。
2009 年 「2009 賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェク
ト」本番の年となり、神戸大学との共催による 100 年シンポジ
ウムを皮切りに、さまざまな取り組みが展開されました。年末
の 12 月 12 日、賀川記念館の建物が完成し献館式が執り行われ
ました。それまで仮設で働いてきたそれぞれの活動が、新たな
器で展開をはじめます。そして 10 日後の 12 月 22 日、「賀川豊
彦献身 100 年記念事業記念式典」が開催され、記念事業が総括
されました。また、新たな社会建設の実践拠点として、賀川記
念館が記念事業を継承していくことを神戸プロジェクト実行委
員会は採択しました。
2010 年 4 月 17 日、福祉教育を核としたミュージアムの設え
も完成し、賀川記念館はグランドオープンしました。地域福祉
の実践は、神戸イエス団教会の全面的なバックアップを得てカ
フェプログラム「天国屋カフェ」としてスタートし、総合研究
所は「2009 賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸プロジェクト」
実行小委員会の後継組織である「コア 100 賀川」の支えを受け、
その研究事業を推進しはじめました。また１階はテナントによ
る医療モールとし、セツルメントに於ける福祉と医療の融合の
かたちを模索することとしました。
賀川豊彦が掲げた「セツルメント事業の根本原理は人格交流
である」という理念を中心に抱き、地域の方々とともに歩む事
業が多くの人に支えられながら走り始めました。
＜終わり＞

< 一麦として記憶に留めておきたいこと >
① 一麦が賀川先生最期の伝道の地であったということです。
先生は昭和 34 年１月のイエスの友冬期福音学校最終日の聖
日礼拝において、先生の遺言ともいうべき礼拝説教「愛と祈り
の相続…長尾巻に学ぶ」を行った後、郷里の徳島伝道に向う連
絡船の中で倒れて病床の身となり、翌年４月 23 日に天に召さ
れましたが、奇しくも一麦が先生の生涯を通じての伝道者とし
ての働きを全うされた最期の場所となったことです。
②『賀川ロード』のことについて。
一麦保育園と教会は阪急西宮北口駅から東北方向に歩いて約
12〜3 分の処に在ります。昔から閑静な田舎道が続いていて、
賀川先生も一麦へ来られる度に幾度となく歩かれた、先生の足
跡の残る懐かしい道です。そして徳島伝道へ向われた最期の日
にも、その弱った体の両脇を弟子たちに支えられながら、1 時
間ほどかけてゆっくりと歩かれた道です。
私はこの道を自分で勝手に『賀川ロード』と呼んで、今でも
そこを通る度に先生の姿を思い起し、先生の足跡に倣って歩く
者でありたいと願いながら通っています。

〈 おわりに 〉
賀川先生には「一粒の麦の祈り」という祈りが残されていま
すので、私達もその一節を共に祈りたいと思います。
「天の父よ、今朝われわれの醜い姿を新しく感じて恥ずかしい
と思います。
あなたの道をまっすぐ歩ませて下さい。…（中略）…
われわれがすべて、キリストの血潮を浴びたものとして造り
かえられ、一人一人が小さいキリストとなり、黙って人の尻拭
いをする道を歩ませて下さい。
あなたの栄光を現すために一生を棒にふる勇気を与えて下さ
い。
今や日本は未曾有の危機に臨んでいます。願わくは我々をし
て日本の地にしみこませ、新しい命を芽生えしめる 一粒の麦
" とならしめて下さい。貴い血潮を流す者とならせて下さい。
われわれのために救いを完成し給いしキリストによって祈りま
す。アーメン」

千田明美さんに賀川賞を贈呈
『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延期となりました。そこで今
回受賞される 7 団体と 1 個人のみなさまへは直接お届けさせて
いただくことといたしました。今回、千田明美さんへ贈呈させ

千田明美さん

ていただきましたことをご報告致します。
６月 28 日 コープこうべの有償の家事支援活動「コープく
らしの助け合いの会」の全体交流会が開催され、助け合いの会
創設メンバー千田明美さんへの「賀川賞」贈呈式がとりおこな
われました。
贈呈にあたり、賀川督明賀川記念館館長は、
『一人は万人の
ために 万人は一人のために』という、生活協同組合運動がず
っと持ち続けてきた言葉の「万人は一人のために」の「一人」は、
助けて欲しい人だと思います。一人ひとりが志を持って、万人
のために働くということと、助けて欲しいという人をみんなが
支える、この２つの活動がバランスよく社会を支えていくこと
が大切です。しかし、全体を見ますと、なかなか弱い立場の人
が支えられていないのが現状です。ですから、みなさんの活動
がいよいよ大きく広がって、この社会を支えて行ってほしいと
思います。そのためにも、千田さんに、もっともっと頑張って
くださいね」と話しました。
受賞にあたり、千田明美さんは、
「人は人によって生かされ
るということを強く感じています。人は誰かのことを考えたと
きに元気が出るからです。今回は、
私個人が受賞したのではなく、
誰かのために寄り添っていく『コープくらしの助け合いの会』
の活動が評価され、みなさんの代表として賞をいただいたのだ
と思っています。
」と語られ、会場は温かい拍手に沸きました。
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賀川豊彦召天51周年記念墓前集会
賀川豊彦召天 51周年記念墓前集会が召天記念日の2011年 4

神戸イエス団教会
視保育園、天隣乳児保育園、みどり野保育園、のぞみ保育園、

どんなところ」というテーマで企画しています。みんな元気ジ

わ れ ま し た 。 墓 前 集 会 を 共 催 し た 、コ ー プ こ う べ 、 神 戸

コア100賀川、賀川記念館をはじめ多くの方々が集り、召天

ムスタッフで、元 NHK の歌のお兄さんだった米田和正さんを

YMCA、イエスの友会神戸支部、神戸イエス団教会、社会福祉
法人・学校法人イエス団、甲子園二葉幼稚園、一麦保育園、神

51周年を記念して梅村貞造さん（一麦保育園顧問・甲子園二
葉幼稚園顧問）から奨励をいただきました。

招いて、子どもの教会を紹介し、元気が出るように楽しい時間
を過ごす予定です。実は、この企画去る 5 月 29 日 ( 日 ) 予定し
ていましたが、当日台風接近で大雨警報のため延期になったの
です。 しかしながら、特別伝道集会の前座として宣伝集会を
行いました。近隣公園での紙芝居と元お兄さん 2 名によるパ
フォーマンスです。元 NHK 歌のお兄さんならぬ賀川記念館の
元お兄さんたち ( 当教会の教会員 ) が大活躍しました。その才
能を十分に活かし、
大道芸「ギターとハーモニカ」および「バルー
ンアート」で、子どもたちを楽しませてくれました。本番の元
お兄さんが登場する時には、たくさんの子どもたちが来てくれ
てもっと楽しく歌い、教会のことや聖書のことを学びたいと
思っています。

『賀川先生と一麦と私』 奨励 梅村貞造さん（一麦保育園顧問・甲子園二葉幼稚園顧問）
< 聖書 : マタイによる福音書 7 章 21 節 >
< 賀川豊彦先生との出会い >
賀川先生と初めて出合ったのは終戦直後、私が旧制高校 3 年
生の時でした。
米軍の空襲で焼け野原となった街の電柱に貼られていた一枚の
ビラ『新日本建設キリスト運動：賀川豊彦講演会』の案内が目
に止まったのがきっかけです。
敗戦による精神的ショックと生活難から索莫たる思いの日々
を過ごしていた私の耳に、先生の話は新鮮に聞こえ、すさんだ
心に干天の慈雨のごとく染み込んできたことを覚えています。
その後３年を経て大学卒業を機に受洗、就職と同時に自宅に
帰ってきて近くの西宮一麦教会に出席するようになりました。
その教会を牧しておられたのが賀川先生の同志である吉田先生
でした。その頃のー麦教会にはまだ会堂がなく、一麦寮と廊下
続きの保育園舎で日曜礼拝が行われていたのですが、実はここ
が賀川先生によって創設された場所であり、関西での先生の活
動拠点であることを初めて知りました。一麦寮にはかつて私の
小学校時代の親友であった武内美邦君の家族（父上は賀川先生
の協働者 : 武内勝氏）が住んでいたことがあり、その頃私も一
麦へ遊びに来たことがあったのです。更に付け加えますと同じ
瓦木小学校には賀川純基さんも 1 年生の頃通学していたそうで、
私にとっては先輩にあたることが後になって分かり不思議な導
きを感じたことでした。
< 賀川豊彦の活動と瓦木村 >
賀川先生の活動範囲はご存じの通り極めて多岐にわたってい
ますが、そうした多くの活動の拠点のーつとなったのが瓦木村
であり、先生の著述の中にも 瓦木村にて " とか 武庫川のほ
とりにて " 等の表現がしばしば用いられています。
先生が転居してこられたのは大正 15 年 (1926) 10 月７日瓦
木村高木の借家へ 38 才の時であり、そして再び東京の松沢へ
移られたのが昭和 4 年 (1929) 11 月 3 日、41 才の時ですから実
際の在住は僅か３年でした。
しかしその後、昭和６年には先生のベストセラー小説「一粒
の麦」の印税を元にして「一麦寮」が建てられ、ここを拠点と
して次のような活動が始まったのですが、先生はその都度何日
間も滞在されて、指導と共に多くの成果を残されました。
「よ
うやく我々は永久の農民福音学校を建設するために、瓦木村に
本部を据えることになった。
」と身辺雑記 ( 昭 6.3) には記され
ています。
① 農民福音学校開校：
先生はここを全国の拠点にしたいと考えていました。
毎年 1 回、２月〜３月の 1 ヶ月間、全国から集まった農村青
年達が賀川豊彦、杉山元治郎ほか有力な指導者達と寝食を共に
しながら聖書及び立体農業を中心とした農村改良の為の技術を
学んだ後、それぞれが「一粒の麦」として故郷へ帰っていった
のです。卒業生の数は第１回から 16 回までで約 220 名を数え
ます。
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② イエスの友福音学校：
毎年１月初めの３日間、
全国のイエスの友会 ( 大正 10 年結成 )
の同志達が賀川先生ほか多彩な講師と寝食を共にして聖書の学
びと実践への促しを受けて帰って行きました。参加者は毎回
150〜200 名を数え、30 年間では 4,500 名以上の方々が全国か
ら集まって来られたことになります。
③ 幼児教育・保育の実践の場として一麦保育園の働き (28 年
間賀川豊彦園長 ) が続けられてきました。恵まれた自然環境を
生かして、先生が主張された自然観察保育を中心に、現在まで
5,510 名の卒園児を数えるまでに到っています。
④ 関連著作 ( 一粒の麦、魂の彫刻、宇宙の目的など ) を生み
出すための思索と瞑想の場所でもありました。

「教会ってどんなところ？」
2011 年７月 17 日 ( 日 ) 13:00〜

7 月 17 日 ( 日 )13：00〜、子どもの特別伝道集会「教会って

杉の子保育園、神戸高齢者総合ケアセンター真愛、友愛幼児園、

月 23日（土）、神戸市舞子墓園にある賀川記念納骨堂前で行

2011 年度 神戸戸イエス団教会 子どもの特別伝道集会

於・賀川記念館 ４階礼拝堂
歌のお兄さんが、教会へ来るよ！米田和正さん
( みんなげんきジムスタッフ 元 NHK 歌のお兄さん )
お問合せ：神戸イエス団教会 078（251）4870

以上のように賀川先生にとって一麦とは伝道の場所、地域へ
の奉仕の場所、同志教育の場所、関西での活動拠点であり、ま
た先生自身の憩いの場所、祈りの場所であったと言えましょう。
こうした賀川先生に一麦の中で親しくお目にかかることが出来
たことは私自身にとっても大変幸いなことでありました。
< 賀川先生の生きざまから教えられたこと >
① 「贖罪愛の信仰」
：キリスト者の下座奉仕ということ。
例話として「母親が赤ん坊のオムツを代える行為（尻ぬぐい）
は無償の愛そのものでありキリスト者の奉仕もかくあらねばな
らぬ」と話されました。
② 「信仰即実践」
：信仰と実践とは常に１つでなければならな
いということ。例話として「火事現場における消防士の働き」
について話されました。
「火事の知らせを受けたキリスト者は
ただ祈っているだけでよいのか？自分ならいち早く現場に駆け
つけて、消防ポンプを押しながら神に祈る」と話されたのです。
先生自身の身辺雑記（昭 13 . 7）の中にも「キリスト教が、た
だ主よ、主よ、というのみの宗教になることを私は恐れる。主よ、
主よ、ということは易しい。しかし、キリストの戒めを守るこ
とそのことが、キリストの弟子になる最大義務であることを思
わねばならない。
」と書かれています。この様に先生にとって
実践 ( 行動 ) の伴わない信仰はあり得ないものでありました。
③ 「キリストに倣う生活」
：清貧の生活を旨とし、また進んで
弟子達の背中を洗われたことは、先生と宿泊を共にした多くの
人達がその体験を語っています。詩人牧師であった河野進の
「説
教を見る」という詩の中に次の一節があります。 「背中を流
してあげよ 賀川先生と風呂にはいれば いつも先手を打たれ
る ( 中略 ) 説教しない先生から 忘れることのできない説教
を見せられる」と。
④ 「祈りの生活」
：すぐれた伝道者の誰もがそうであるように、
先生は祈りの人でした。あの超人的エネルギーの根源は、神と
の交わりによって神自身から与えられたのです。賀川伝道の同
行者であった黒田四郎牧師は「先生は旅先でも、毎晩実によく
祈る人であった。少し音がしてこちらが目を覚ますと先生はよ
く祈っておられた。
」と述べています。

西さんの豊彦講座

その 2

＜兄弟愛による協同組合＞
豊彦は、消費組合というものは、生産階級と消費者が結び
あって、社会的秩序と互助組織をつくるものであり、そうす
る事によって商売上の投機もなくなり、労働者階級からの搾
取もなくなると確信していました。そこで 1920 年我が国最
初の消費組合として共益社を、翌年神戸及び灘購買組合（現
在のコープこうべとなる）を設立。引き続き全国に学生生協、
医療生協、質屋信用組合、労働金庫等々に広がるとともに協
同組合による総合病院まで設立しました。豊彦のこうした協
同組合運動の理論と実践は、またたくまに日本全国に波及し
写真上から
コープこうべの前身の一つであ
る神戸購買組合（葺合区八幡通
り５丁目）
。1921 年に設立され
た。右から２人目が２年後の関
東大震災で東京に救援に向かい、
江東消費組合設立に尽力した木
立義道さん。
神戸購買組合に続いて設立され
た灘購買組合芦屋出張所。
これまで世界 17 ヶ国語に訳され
2009 年に初めて日本語版が発
刊された『友愛の政治経済学』
。

ました。
また、日本のみならす海外伝道のたびに協同組合の設立を
訴えて歩き、豊彦の書いた

Brotherhood Economics

は協

同組合運動のテキストとして広く世界のすみずみにわたって
愛読されました。
1945 年の敗戦後 1951 年には日本生活協同組合連合会を組
織し、
会長に就任。また、
1958 年マレーシアのクアラルンプー
ルで開かれた国際協同組合同盟の中央委員となりました。
豊彦は

一人は万人のために、万人は一人のために

の精

神こそ平和への近道と確信し、協同組合の中にユートピアを
見出し、終生をその発展のために尽くしたのです。
＜次号へつづく＞
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友愛幼児園
6 月 24 日 ( 金 )、梅雨の最中でしたが、好天に恵まれ、田植

天国屋カフェ あれこれ
４月に１周年を迎えました。多くのご理解とご協力のもとで、

えに行ってきました。友愛幼児園の毎年の行事ですが、秋には

当初には想像もつかなかったようなカフェの展開となり、関係

稲刈りに行くことになっています。

者一同、支援者の方々に感謝します。

貸切バスで園の前から稲美町まで、だいたい 1 時間の行程で
すが、バスの中では担任がいろいろなゲームや歌で、子どもた
ちを盛り上げ、あっという間に現地です。現地の農家の方々の
ご協力で、田んぼに苗を植えていきますが、ほとんど植えると
いうより、泥遊びです。どこに苗が植えられているかわからな
いような状態ですが、子どもたちはおかまいなしに好きなとこ
ろに植え、あとは泥の中をはだしで走りまわっています。最終
的には田んぼで転んで泥だらけ。服も顔も泥だらけになって、
田植えか泥遊びかわからない状態で、田植えは終了。近くの水
道で体を洗い、お弁当タイムです。
毎年のことですが、この泥遊びの後、農家の方々が田植えを
きれいにやり直ししてくださり、秋にはたくさんの稲を刈るこ
とができます。子どもたちが自然の恵みに感謝できるように取
り組んでいるプログラムです。

通常の営業に加え、月１回のナイトカフェは、地域の方々を
中心に利用していただいています。集う者同士が、さらに大き
な輪を広げてくださることを祈ります。
今年度からは、カフェでのプログラムも増えます。一つ目は、
映画無料上映です。毎月第 3 金曜日 (18：30〜) と土曜日 (14：
00〜) カフェに隣接するホールで開催しています。偶数月は賀
川豊彦の生涯を描いた『死線を越えて』
、奇数月はその都度テー
マを決めて選んでいます。二つ目は、カフェも協賛して関わる
「さまざまな子どもの居場所づくりプログラム」
。小・中・高の
「生きづらさ」をもつ子どもたちを対象にしたプログラムです。
７ページに詳細が掲載されていますので、御覧ください。
最後に、このカフェは、さまざまな立場の人たちが集まれる
ように願った居場所です。是非、継続的、定期的にボランティ
アとしてお手伝いくださることを願っています。一度、お立ち
寄りください。
メニュー例
豚しゃぶサラダ丼
キャベツのごま和え
豆腐みそ汁

中央区社会福祉協議会 棚野泰範さん
・中央区社会福祉協議会は次の活動を行った。
社協職員を派遣 災害ボランティアセンター運営を支援
（１）仙台市社会福祉協議会
（２）名取市社会福祉協議会
（３）福島県社会福祉協議会
神戸市からボランティアを派遣 現地でボランティア活動
（４）被災地支援ボランティアバス（石巻市）
災害救援募金の実施
（５）東北地方太平洋沖地震災害救援募金
・東日本大震災復興支援チャリティーイベントを次の内容で開催する。
「心はひとつ！みんなの元気を被災地に」
中央区ハートフルフェスタ２０１１
５月２８日（土）１０：３０〜１５：３０
メリケンパーク
①ミニＳＬに乗ろう！
②応援メッセージをかこう
③福島・宮城・岩手県の障がい者作業所製品販売
・個人ニーズ支援には被災地で日頃から顔の見える関係のある方との
協力関係が必要
・災害時に大きな被害を受けるのは高齢者、障がい者、児童 日頃か
らの備えが大切
・神戸での経験を活かした息の長い支援活動をみんなで一緒に考えて
いきましょう

神戸市中央消防署 和田章夫さん
・4 月 11 日〜17 日 5 泊 7 日で神戸市中央消防署より現地へ派遣。
・流れてきた瓦礫、廃材は釘がささっていたりして危険であるため、
必ず救命胴衣を着用した。
・阪神淡路大震災では建物が残っていたが、今回は流されて何も無い、
或いは異なる場所の瓦礫であった。
・体育館で寝泊りしたが、神戸から来たと偽った詐欺があったため住
民とは接触を持たないよう指示されていた。
・子どもが安心して遊べる町に復旧することを願う。

天国屋カフェの
通常営業は
毎週：木・金・土

二宮児童館
児童館は、午前中は親子、午後は小学生で、とても賑やかな
毎日を過ごしています。特に今年度 72 名と、今までよりかな
り多い人数でスタートした学童保育は、4 月から 3 ヶ月が過ぎ、
新しく入った 1 年生もすっかり慣れ、みんなとってもパワフル !!
6 月の小学校の代休日には、みんなで「しあわせの村」に遠足
に出かけました。サッカー、ドッジボール、リレー、長縄等、
普段以上に思いっきり体を動かし楽しい一時を過ごしました。

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

天国屋ナイトカフェ =12 弾＝
2011 年 9 月 9 日（金）17:30〜
地域のつながりを考え、
「生きづらさ」を感じている人の集
まる場を提供する。とにかく、楽しく食卓を囲んで、一緒に
「場」を作り上げよう。
〜収益の一部を東日本大震災支援に献げます〜
8 月のナイトカフェは休業です。9 月 9 日 ( 金 )、
会いましょう！
メニュー
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えんぴつの家 松村敏明さん
・さまざまな組織に呼びかけ 3 月 17 日に障がい者のための全国的な
救援組織を東京と大阪を本部に立ち上げた。
・大阪の「ゆめ風基金」を通じて募金活動を行う。
・障がい者の状況はなかなかつかむことができない。復興に向けて、
障がい者自らが声を上げる運動を育てていくことが必要である。

神戸 YMCA 小澤昌甲さん
・仙台 YMCA は被害を免れた。神戸 YMCA では東日本救援復興活動
担当組織を 3 月 16 日に立ち上げた。
・街頭募金運動を 3 月終わりまで実施し、4 月始めに仙台 YMCA へ若
手職員を派遣した。
・5 月 2 日まで、神戸市社協、コープこうべと共に、ボランティアバ
スで職員、ボランティアを派遣した。
・支援は、子どもと青年を対象とした活動に絞ることとし、現地の支援、
兵庫県へ避難されている方の支援を検討。また、現地の若者たちが
立ち上がるための支援も検討している。

・阪神淡路大震災の時に神戸 YMCA でボランティアをされた宮城県、
岩手県からきていただいた人たちや学校へ連絡をとり、これからの
支援の方法を検討している。
・中長期的には子どもたちが日常に戻るための支援にテーマをあてた
い。

神戸 YWCA 寺内真子さん
・日本 YWCA の呼びかけに応じて物資提供などの活動を行ってきた。
避難者受入では仙台からの留学生を 4 月 20 日すぎまで受け入れた。
・日本 YWCA は次の 3 つのプロジェクトを行っている。
1. 避難者受入
2. 災害ボランティアセンターへ継続的にコーディネーターを派遣
3. 心のケアボランティア養成
・4 月 21 日に仙台 YWCA、福島 YWCA を訪問し、神戸 YWCA は今後
福島 YWCA を支援する。

イエス団 祐村明さん
・法人本部に救援対策本部を立ち上げ何回か委員会を開き、4 月 10 日
から 4 名を現地拠点探しのため派遣した。
・仙台石巻教会の幼稚園 2 階がボランティアの宿泊施設であった。
・児童デイサービスを行いたいとのことでイエス団で協力できるか検
討する。
・障がい者施設の仙台つどいの家を訪問。
・施設では緊急時に職員が指示を待たずに動けることが要求される。
ボランティアの派遣はありがたいが十分な説明ができないため最低
限の知識は持って来て欲しい。
・イエス団として、一番弱い人、障がいを持った人たちに特化した支
援を考えていきたい。また他の団体と協力して子どもたちと絵を描
くプログラムや、現地常駐できるコーディネーターの派遣などを検
討していきたい。

賀川記念館 賀川督明

（神戸大学・ぼらばん）

・盛岡 YMCA の協力のもと大船渡教会に宿泊した。
・被災地の人たちの日常と一緒に暮らすことが大切ではないか。
・避難所での物資の提供は選びやすいように並べることが大変である。
送り手がその事を考えて送ることが必要である。
・写真整理は被災された方々がするのはつらいことと思う。よそ者が
担ったほうがよいのではないか。
・小さな避難所ではボランティアは必要ないと考えていたが、始めて
受け入れてよかった、今後積極的に考えたいとのこと。神戸大学と
して繋がっていければよい。
・集落が積み上げてきた文化、技術などの聞き取りを行い、仮設での
適用を考えていきたい。
・今回かかった 140 万の経費は助成でまかなわれたが、今後も助成を
利用して活動を続けていければよい。

懇談交流
最後に、参加者からの自己紹介、報告等があった。
・伊吹三樹雄氏より、新生田川共生会では「神戸国際支援機構」や
「NPO 法人 フードバンク関西」を通じて、救援活動を行っている。
・三木市の長谷田克彦氏（個人ボランティア）が活動報告書を紹介さ
れた。

写真左：小澤昌甲氏（神戸ＹＭＣＡ）
右：寺内真子氏（神戸ＹＷＣＡ）

ビール、
焼酎など 全品 300 円 グラスワイン ( 赤・白 ) 400 円（ボ

トルは 2 ,000 円） ソフトドリンク 100〜250 円 コーヒー
150 円 総菜一皿 100〜200 円 おにぎり 200 円 ( 日によっ
て内容・金額など多少変動します。ご了承ください。)
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イエス団東日本大震災救援対策本部から

これらの募金は、今後大きく 3 つの使途に分け使用させてい
ただき、報告させていただきます。
①支援物資 ②活動費 ③義援金

募金について

たくさんのご支援をいただき感謝申し上げます。今後も息の

「イエス団東日本大震災救援対策本部」ではイエス団関係各所

長い支援をさせていただくため、目標金額まで継続し募金活動

に対し、被災された方々への救援のための活動資金や義援金の

を行っていきたいと思いますので、引き続きご協力をお願い申
し上げます。

ため 1 千万円を目標金額とし募金をお願いしましたところ、多
方面より多くの方々からご支援やご協力をいただきました。
現在までに集まりました募金状況をお知らせいたします。

74 口 ￥4,637,885- （6 月 22 日現在）

【募金振込先】
・郵便（ゆうちょ銀行）振替口座 口座番号：01140-8-75472
加入者名：社会福祉法人イエス団
＊郵便振替の場合は通信欄に「東日本大震災救援募金」と明記してください。

・三井住友銀行 三宮支店 普通預金：9206516
口座名：社会福祉法人イエス団

東日本とともに

東日本大震災と ともに生きる 生田川流域の集い
日時：2011 年 5 月 15 日（日）午後 16：00〜18：00
会場：賀川記念館 4 階 メモリアルホール

神戸市中央区社会福祉協議会
中央消防署
えんぴつの家
神戸 YMCA
神戸 YWCA
イエス団
賀川記念館

棚野 恭範

和田 章夫
松村 敏明

小澤 昌甲

寺内 真子
祐村 明

賀川 督明

賀川記念館が呼びかけ人となり、生田川流域で東日本大震災の救援
や支援にさまざまな活動をしている人たちが集まり、すぐ隣りの人た
ちがどのような取り組みをされているのかを共有しあうときを設けま
した。いくつかの団体に具体的な報告をしていただき、また、当日ほ
かのプログラムがあって参加できないところには、概要を提出しても
らうようお願いをいたしました。
神戸 YWCA をはじめ、神戸 YMCA、消防署、えんぴつの家、中央
区社会福祉協議会、わたしどものイエス団など、生田川流域で生活や
活動をしており、さまざまなポジションで東日本を支え、震災救援に
心を砕いている方々、また、新たな地域づくりに関心を持っておられ
る人たちが集まりました。ひとつの地域の中で所属やポジションが違
いながら、ともに東日本を思う気持ちが同じことがよくわかりました。
これをきっかけに、さまざまなテーマに向き合うテーブルづくりへ
と広がることが期待されます。

賀川記念館 賛助会から

賀川記念館賛助会ご入会のお願い

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。
2011 年 4 月から 2011 年 6 月までの報告をさせていただきます。
賛助会費
510,440 円
寄付金
298,000 円
真愛ホーム寄付金
8,000 円
総合計
816,440 円

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

東日本大震災募金
82,000 円（15 名）
＊賀川記念館であつめられた東日本大震災募金はすべて、社会
福祉法人イエス団震災救援対策本部の活動に使われます。
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。

2011 年 4 月 1 日〜 2011 年 6 月 30 日現在（敬称略）

賀川記念館の新しいスタッフ、

与語章浩 （よご あきひろ）です。
ご来館お待ちしております。よろしくお願いいたします。

写真左：棚野泰範氏（中央区社会福祉協議会）
右：和田章夫氏（神戸市中央消防署）

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。
2
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1F 医療モールへの出店のご提案
日本を代表する社会運動家である賀川豊彦（1888−

社会福祉法人・学校法人 イエス団

1960）が神戸で活動を始め、
2009 年で 100 年を迎えました。
この 2009 年には「賀川豊彦献身 100 年記念事業」として

賀川記念館の歩み とトピックス

さまざまな記念事業を行ってきましたが、賀川の理念を継
承し、活動の拠点となってきた神戸市中央区の賀川記念館

2011 年
04 月
01 日（金）コープエイシス（来館見学）
08 日（金）語り部の会
08 日（金）ナイトカフェ
14 日（木）コープくらしの助け合いの会（来館見学）
17 日（日）「賀川豊彦の欧州行脚をピアノと朗読で巡る旅」

もその記念事業のひとつとして新たに建て替えられ、新し
い世紀に向かって歩みを始めました。
賀川がこの地に住み込み、さまざまな社会事業を展開し
た中に、無料診療所があります。賀川は当時より医療の重
要性を認識していました。そこで新しく建てられたこの賀
川記念館もその精神を継承し、1 階を医療モールとして募
集を開始しました。

05 月
11 日（水）神戸女子大学（来館見学）
13 日（金）五館連絡協議会
08 日（金）ナイトカフェ
15 日（日）「東日本とともに」
20 日（金）賀川記念館交流会
21 日（土）天国屋映画上映会「かもめ食堂」
28 日（土）日本ナザレン教団大阪桃谷教会（来館見学）

神戸市中央区吾妻通の葺合警察署西隣（国道 2 号線沿い）
で、
本物件 2 階、
3 階は友愛幼児園
（認可保育園、
定員 120 名・
現在の在籍児は 135 名）
、ひまわり学級（学童保育）
、4 階
は賀川豊彦を顕彰するミュージアムや「人の幸せ」を考え、
持続可能な社会作りを模索する総合研究所、そして神戸イ
エス団教会（日本基督教団）を備え、北側至近に同じ法人
が運営する高齢者施設、神戸高齢者総合ケアセンター真愛

物件種目：医療用貸店舗

として、特別養護老人ホーム真愛ホーム、東部高齢者介護

最 寄 駅：阪神「春日野道」駅

支援センター、神戸高齢者ケアセンター真愛を運営してい

療施設が必要な地域であります。この機会にぜひ出店をご

賃貸条件：テナント B 325,500 円／月（税込）
テナント D 556,500 円／月（税込）
敷金 賃料の 10 か月分
敷引 3 か月分

検討くださいますようにお願い申し上げます。

物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5 丁目 2−20

ます。
このように幼児、学童や高齢者が集まる場所であり、医

交

通：阪神「春日野道」駅徒歩 8 分・
阪急「春日野道」駅徒歩 10 分

建 物 名：社会福祉法人イエス団「賀川記念館」
構造・規模：RC 造 5 階建
使用部分面積：B 区画：31 坪・D 区画：53 坪
築 年 月：2009 年 11 月
管理費等：B 区画 32,550 円・D 区画 55,650 円
駐 車 場：店舗南側に来客用駐車場有り
備

考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

06 月
01 日（水）稲美コープ委員会（来館見学）
08 日（金）コア 100 賀川例会
03 日（金）コープ第 3 地区（来館見学・賀川ウォーク）
10 日（金）語り部の会
08 日（金）ナイトカフェ
11 日（土）日本基督教団兵庫教区宣教協議会（会場利用）
17 日（金）山本コープ委員会（来館見学・賀川ウォーク）
08 日（金）コープムービング（来館見学）
北海道私立保育園連盟（来館見学）
24 日（金）ハウ・フレーベル会（来館見学）
合唱団エーデルワイス（会場利用）
25 日（土）明治学院同窓会兵庫県支部（会場利用）
愛媛大学（来館見学）
記念館ミュージアム入場者数
04 月 一般 37 名 団体 018 名
05 月 一般 30 名 団体 064 名
06 月 一般 26 名 団体 117 名

西谷さんは絵本を大型の紙芝
居に仕立て、学校や幼稚園、
保育園はもちろん、大学や公
園にも休みをつくっては紙芝
居を持って出かけている。現
在、絵本は国内線の飛行機の
中にも備えられており、小さ
な子どもに親しまれている。

合計 228 名
合計 364 名
合計 258 名

総合研究所公開プログラム

絵本で学ぶ
「海と空の水まわり」
2011 年
講師

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

行事 173 名
行事 113 名
行事 115 名

7 月 31 日（日）15:00 〜 16:30

西谷 寛 絵本作家（神戸市生活情報センター所長）

子どもたちと楽しく学ぶ環境意識
子どもたちに自然環境の大切さをわかり易く伝えるには？
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2011 年 7 月 15 日

生活をはじめボランティア活動、そして神戸市のお仕事でも、環境を

発行者

賀川督明

大切にする取り組みをしてきた西谷寛さんは、自分の子どもにその大

発行所

賀川記念館

切さを伝えるために絵本をつくりました。そんな工夫いっぱいの西谷

〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627
社会福祉法人・学校法人 イエス団

fax：078-221-0810

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

office@core100.net

さんに絵本の読み聞かせと自らの生活をご紹介していただくときを設

7 31

けました。家庭でも、保育・教育環境でも自然環境とともに生きるこ
とが求められています。
ぜひご参加くださり、
一緒に楽しく自然を学
びましょう。
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