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物件種目：医療用貸店舗

最 寄 駅：阪神「春日野道」駅

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

物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5丁目 2－20

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）

　日本を代表する社会運動家である賀川豊彦（1888－

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

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

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。

　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

として、特別養護老人ホーム真愛ホーム、東部高齢者介護

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

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

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

検討くださいますようにお願い申し上げます。

テナント募集のご案内

1F医療モールへの出店のご提案

お問合せは　Tel：078 - 221 - 3627

　賀川記念館バザーを 2010 年度より「賀川記念館フェスティバル」
として再開しました。フェスティバルは、のみの市、ゲームコーナー、
イベントコーナー、カレー、うどんなどの食堂コーナーなど、盛りだ
くさんの内容です。また、東日本大震災の被災地支援として岩手県宮
古の物品販売も行います。
　また、フェスティバルの収益は、さまざまな人の居場所づくりのため、
賀川記念館ミュージアム運営のため、友愛幼児園保育備品購入のため
などの「賀川記念館の働きのために」および「東日本被災地支援のた
めに」使わせていただきます。どうぞ多くの方のご参加をお待ちして
おります。
＜寄贈品を募集しています＞
　ご家庭に埋もれている品々などがありましたらご寄贈ください。寄
贈品例：手芸品・台所用品（洗剤・石けん・タオルなど）・衣料品（新
品のみ・新品でも黄ばんだ物、汚れた物はご遠慮下さい）・食料品（砂糖・
小麦粉・調味料・紅茶・卵・コーヒー・野菜・乾物・油など）・おもちゃ・
雑貨など
＜賛助広告の募集＞
当日用チラシに賛助広告を募っております。
＜当日のボランティア募集＞
フェスティバル当日のお手伝いを募集しております。
賀川記念館までご連絡ください。



　この度、前村山盛嗣理事長の後任として、
8 月 1 日から社会福祉法人・学校法人イエス
団の理事長に就任いたしました。ご存じの通

社会福祉法人・学校法人イエス団

新理事長あいさつ

り、イエス団は 1909 年賀川豊彦が若干 21 才の時、社会矛盾が人々
の生存権を奪い、貧富の拡大が顕著に現れていた新生田川地区に住み
込み、路傍伝道をはじめたことから発展してまいりました。
　それから 100 年後の 2009 年。賀川豊彦献身 100 年記念事業の一つ
として、「人格交流運動」の精神を引き継ぎ、新しい賀川記念館が誕
生いたしました。合わせて、イエス団の新しい指針である「ミッショ
ンステートメント 2009」を策定し、こころ新たに歩みをはじめたと
ころです。
　イエス団の歴史を振り返る中で、賀川豊彦や歴代理事長の福祉や教
育、また多様な分野の働きを継承発展させる責任を痛感するものでご
ざいます。微力ではございますが神様の導きと皆様方のご支援により、
その責務を果たして参りたいと存じます。より一層のご指導とご助力
を賜りますようお願い申し上げます。

理事長　黒田 道郎

ミッションステートメント2009

わたしたちイエス団の実践は、1909 年 12 月 24 日の賀川豊彦の献身
に始まる。そして、イエスの愛に倣い、互いに仕えあい、社会悪と闘い、
新しい社会を目指して多くの協働者とともに今日まで歩み続けてき
た。この歴史を検証し、働きを引き継ぎ、今、わたしたちはイエスに倣っ
て生きる。

わたしたちは、いのちが大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、隣り人と共に生きる社会をつくりだす
わたしたちは、違いを認め合える社会をつくりだす
わたしたちは、自然が大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、平和をつくりだす

2009年 12月 24日
社会福祉法人イエス団

学校法人イエス団

黒田道郎（くろだ みちお） 略歴
1952 年徳島県生まれ。東京神学大学神学科博士課程前期課程卒業。
1984 年日本基督教団石井教会に派遣され、1987 年より主任担任教師
となる。現在、日本基督教団四国教区議長。賀川豊彦の側近であった
黒田四郎を祖父に持ち、賀川豊彦への造詣も深い。（文責 法人本部）
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天国屋ナイトカフェ=14弾＝

2011年 11月 11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～
11月 11（金）に会いましょう！

メニュー

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。)

東日本とともに東日本とともに
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賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
NPO 法人エンジェルズアーク　青谷四丁目町内会　オリジン電気
商事 ㈱　日本食研ホールディングス ㈱

賛助（個人）
松元節子　馬場一郎　原利治　井上幸代　堀俊朗　李善惠　吉村
毅　公文康　河谷保　河谷里美　名越信次　田中梅三郎　元正章
斉藤勉　大和慎吾　森下美代子　荻野基行　山口あい子　吉山修
平　藤原加寿子　森本芙紗子　祐村明　川倉千代子　友田洋子　
粕谷典　原田昌子　豊永敏久　冨士本利子　櫻井義一　佐藤悦子
貞永慶子　宮崎操　中井福美　今井牧夫　井上耕作　小川澄三　
黒岩真司　刈谷雅夫　佐川英美　藤本重美　田中寛　田中道子　
泰井綏子　米満弘　池昭一　広瀬義昭　袁根様　原田照子　檜山
秋彦　宮下忍　久川正博　近藤良子　近藤孝子　山口洋子　山口
政紀　李善惠　片岡實　重元勝　森田弘子　南波陽子　西内芳子
岡田周子　木村正英　師玉健男　上内英子　加山久夫　大谷美和
子　杉野峰雄　宮崎和恵　大西和夫　斉藤宏　松井務　寺沢章子
吉岡正勝　村山盛嗣　大本勝代

寄付金（団体）：
愛隣デイサービスセンター　長田区福祉事務所　姫路医療生協　
鳥取農業協同組合中央会　カレント　そうふうの会　コープネッ
ト　日本福音ﾙｰﾃﾙ教会関西地区宣教協議会　日本生活協同組合

寄付金（個人）：
榎本てる子　有村克敏　原田好司　二河照子　檜山秋彦　秦正雄
山口政紀

真愛ホーム寄付（個人）：
寺嶋安子　竹谷俊彦　平野治子　碓井美智子　藤本重美

友愛幼児園寄付（個人）：
競節子

書籍寄贈：
兵庫県農業協同組合中央会　はまなす点訳グループ　小林恵子　
西内芳子　株式会社ミルトス

天国屋カフェ米30kg：
三枝正明

　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 7月から 2011 年 9月までの報告をさせていただきます。
 　　　　　　賛助会費　 403,000 円 
　　　　　　　寄付金　 375,081 円
真愛ホーム・友愛幼児園寄付金　 25,000 円
　　　　　　　総合計　 803,081 円

　　東日本大震災募金　 50,680 円
＊賀川記念館を通して、社会福祉法人イエス団の「救援対策本部」
へ募金いたしました。

　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

賀川記念館賛助会ご入会のお願い

　賀川記念館のホームページをご覧になられたでしょうか？
　「イベント」「ニュース」のページは、賀川記念館に関連す
るたくさんのイベント情報や賀川豊彦についてのニュース情
報が盛りだくさんです。
 「賀川豊彦について」では賀川豊彦の国内、海外での著述や
賀川豊彦に関する文献の一覧、　「賀川豊彦の業績」では、賀
川豊彦の業績を年代を追ってわかりやすくまとめています。
 「研究所」のページでは、「資料室」「語り部の部屋」が充実
しています。
 「資料室」には、賀川豊彦や武内勝の音声データを掲載して
います。また、賀川記念館研究員の方々のレポートが掲載さ
れています。
 「語り部の部屋」には、語り部の方が入力された電子書籍な
どが、また「研究所」のページでは、鳥飼先生がまとめられ
た「新聞記事にみる賀川豊彦」「吉田源治郎・吉田幸の世界」
などが掲載されています。「機関紙ボランティア」では、前
号からカラーで見れるようになりました。
　また、ホームページのさまざまな情報をメールでも配信し
ています。ご希望の方は、メール配信希望と記入の上 
office@ core100.net までメールをお送りください。これから
も情報を随時掲載していきますのでぜひ賀川記念館ホーム
ページをご覧ください。

http://core100.net

2011 年 7月 1日～ 2011 年 9月 30 日現在（敬称略）

賀川記念館のホームページ紹介

　大船渡の赤崎地区でも瓦礫の処理が進みつつあります。集落
の真ん中を遮断していた船も海に戻されました（写真右上）。漁村
センター（公民館）での避難の暮らしも、宮城県よりも一足早く
仮設住宅への引っ越しが終わりました。ボランティアの学生た
ちは漁村センターの大広間、被災された方々が寝食をされてい
た畳の間をお借りして支援活動しています。被災地の暮らしは
刻々と変化をしていくのですが、日々の糧を支える水産業は、
復興の兆しさえも見せていません。不便な暮らしは、僅かでも
収入さえあれば耐えられるとの叫びが聞こえてきます。

　1200km離れた神戸の JR六甲道では、毎月11日に「11えん
募金」が神戸大を中心とした学生たち「震災に寄り添う集い」
によって展開されています。これからが支援の本番です。
　賀川記念館でも大船渡のもう少し北の宮古の福祉施設を支え
る「宮古ショップ」を開店しました。裂き織りやビーズの製品、
自家焙煎珈琲に加え、宮古の文化でもある鮭の皮製品などを販
売します。福祉施設のプリントショップにお願いするオリジナ
ルＴシャツもデザイン製作中です。みなさんとともに、被災地
のために祈り、息の永い支援を続けていきたいと思います。



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

  住 所：兵庫県 神戸市中央区吾妻通 5-2-20
  電 話：078-221-3627
    Fax：078-221-0810
E-mail：office@core100.net
   URL：http://core100.net

宮古ショップ
東日本大震災からの復興を支えよう

　岩手県宮古市周辺の福祉施設でつくられている製品をお

届けする「宮古ショップ」を開店しました。三陸沿岸は水

産関連企業が壊滅的な打撃を受け、そのしわ寄せが福祉施

設に及んでいます。ただでさえ受注が少なかったところに

大震災が起こったのですから、事態は深刻です。

　賀川記念館４階のミュージアムで直接販売するコーナー

を作りました。

　みなさまの施設やバザーで、そのほかのイベントなどで、

ぜひ、「宮古ショップ」を開いていただけませんか？

　ご注文、お問い合わせは賀川記念館までご連絡ください。
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  協 力：　　西宮ワイズメンズクラブ

賀川記念館 夏の歩み

　記念館ミュージアム入場者数

 07月　一般 86名　団体 087名　行事 272名　合計 445名

08月　一般 76名　団体 023名　行事 081名 　合計 180名

09月　一般 43名　団体 115名　行事 156名　合計 314名

08月     
03（水）シルバーカレッジ 18期生（来館見学）
06（土）語り部の会 
12（金）同志社女子中学校・高等学校（来館見学）
22（月）居場所づくりプログラムミーティング
26（金）シルバーカレッジ卒業生（来館見学）
　　　　長田区福祉事務所（来館見学）
27（土）そうふうの会オルガンコンサート（会場利用）
30（火）電子版賀川豊彦選集刊行委員会 
　　　　フェスティバル実行委員会
31（日）総合研究所プログラム
　　　　絵本で学ぶ「海と空の水まわり」

2011年
 07 月
02（土）関西学院神学部（来館見学） 
03（日）山口政紀氏（来館見学） 
08（金）ナイトカフェ 
09（土）賀川デイ 
10（日）タゴール生誕 150周年記念祭（会場利用） 
14（木）新語り部の会 
15（金）長田区福祉事務所（来館見学） 
16（土）えんぴつの家（会場利用）
16（土）パルふれあいサービス（来館見学）
18（月）居場所づくりプログラムプレイベント 1 
20（水）フェスティバル実行委員会 
22（金）コープネット（来館見学） 
　　　　兵庫県副知事（来館見学）
　　　　天国屋映画上映「マーサの幸せレシピ」 
23（土）天国屋映画上映「マーサの幸せレシピ」 
28（木）姫路医療生協（来館見学）

09月     
06（火） 居場所づくりプログラムミーティング
08（木） ルーテル神学校（来館見学）
09（金） ナイトカフェ
16（金） 天国屋映画上映「食堂かたつむり」
17（土） 総合研究所プログラム　部落の歴史と課題
18（日） 総合研究所プログラム　漁が語る海の実情　
 桜台保育園（来館見学）
19（月） 関西ルーテル教会（来館見学）　
20（火） 鳴門市賀川豊彦記念館（来館見学）
23（金） 居場所づくりプレイベント２
24（土） リーダーシップ養成研修会第１回
28（水） 西尾様（来館見学）
29（木） 甲南コープﾟ委員会（来館見学）
 三木緑が丘コープﾟ委員会（来館見学）
30（金） くらしの助け合い明石（来館見学）
 フェアトレードカフェ

　豊彦の平和思想の原点は、もちろん神の愛を説く聖書にあります。
　1941 年、日米開戦を避けるために、日本のキリスト教平和使節と
して訪米し、日米の平和を説いてまわりました。また婦国後も、首
相とルーズベルト米大統領との会談を実現させるべく打電するなど
の努力を続けました。が、1 週間後遂に開戦。1945 年 8 月 15 日、
戦争が終わってそのわずか 4 日後に松沢教会から懺悔の心をこめ戦
争の罪悪を反省、新しい方向として「世界国家」の建設を説き、ま
た 8 月 30 日読売報知新聞に「マッカーサー総司令官に寄す」一文
を記しています。
　賀川は人類の幸せを破壊する戦争に対しその生涯を通じて反対し
つづけた平和の使徒であったのです。「世界に平和を」という最後
の祈りにその全てが言い尽くされています。

＜次号へつづく＞

西さんの豊彦講座 その3

写真上から：昭和20年に国際平和協会
を設立22年1月『世界国家』を発刊。
／昭和 16年訪米平和使節団ロスアン
ジェルスにて。／昭和 27年世界連邦ア
ジア会議で議長を務める。
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Concert de 
“足踏みオルガン”
コンサートのご案内

安田哲也 リードオルガンコンサート Vol.2
11月13日（日）16時開演

連続循環セミナー
「神戸の暮らしと六甲山の森林保全」

講師 高畑 正 神戸市建設局森林整備事務所参事（所長）

11月20日（日）15時より

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。
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。

総合研究所プログラムの予告総合研究所プログラムの予告

居場所づくりプログラム

　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り組み
を始めました。「他者」とふれあい、「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。
　そのような子どもたちを知り、子どもたちを理解するための学び
の会を 10 月 8 日（土）に開催しました。講師は早くから不登校の
子どもたちへの支援を続けておられる、こうべフリースクール代表の
田辺克之先生です。
　※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ています。

（神戸フリースクール沿革）
1990 年 不登校の小中学生の居場所として明石市内にオープン
1995 年 阪神大震災で教室が全壊
1997 年 神戸市中央区に移転、「神戸フリースクール」として再スタート
1998 年 チャイルドライン神戸を開設
2005 年 ゆうゆう広場「下山手ひろっぱ」を開設
2007 年 「不登校・ひきこもりを話す市民の会」発足
2008 年 フリースクールの高等部「神戸自由学院」を開設
2009 年 兵庫県教育委員会から「技能連携校」の指定を受ける
2010 年 神戸市ソーシャル・アワード優秀賞受賞 賀川記念館総合研究所が主催する循環セミナーは、第１回：絵

本で学ぶ「海と空の水まわり」、第２回：漁が語る海の実情「瀬
戸内からの警告」と開催してきましたが、次回は森林がテーマ
です。その次は川を中心に小水力発電を予定しています。これ
らを貫いて、暮らしを取り巻く自然循環とどのようにともに生
きていけば良いのかを学びます。

９月 17 日に開催された「部落の歴史と課題」に続く、差別に
向き合うプログラムです。私たちの暮らしには、部落差別を始
めとする、ハンセン病や水俣、そして外国人や原発などいわれ
のない差別が横行しています。賀川記念館では、そのひとつ一
つに向き合い、真摯に過去を検証し、また今に生きる自分自身
を見つめ直していきたいと思います。

現代社会とキリスト教 Ⅱ
講師 野尻武敏 生活協同組合コープこうべ 特別顧問

11月27日（日）15時30分より

経済状況の悪化、世界規模の金融経済の先行きの不透明さなど 
の不安定で行き詰まった状況下で、今後はどうあるのか。

見えてくるキリスト教の現状と未来への可能性は ? 
今なすべき課題と役割を学びます。

生きづらさをかかえた子どもたち
不登校の子どもたちについての

学びの会

田辺克之さん

神戸自由学院・神戸フリースクール・

学童の家「おもちゃばこ」代表

100年シンポジウム  公共福祉という試み ともに生きるために100年シンポジウム  公共福祉という試み ともに生きるために

コア100賀川  趣意と目的と活動
　「賀川豊彦献身 100年記念事業」は、賀川豊彦とその仲間たちが働き
かけてつくられた多くの団体や、その関係する人たちが再び集められ、
過去 100年を検証するとともに、次ぎなる 100年に向かって、現代に
生きる私たちの歩みを新たにスタートさせました。
　この「賀川豊彦献身 100年記念事業」の神戸プロジェクト推進の中
核を担ってきた「コア 100」（実行小委員会）は、その準備から互いの領
域を越えて協働し、コラボレーションの新たなかたちを生み出しまし
た。それは、生協、農協、漁協、森林組合、労金、全労済、共栄火災といった
協同組合間相互の連携だけではなく、社会福祉事業体や労働組合、行
政、企業、団体、学校、ＹＭＣＡ、教会などが、ともに領域を越えたテーブ
ルづくりにチャレンジしたことによるものです。
　この新たに始められた流れを受け、神戸プロジェクト実行委員会は、
賀川豊彦とその仲間たちを継承する新たな現代の献身拠点として賀川
記念館を位置づけるとともに、今に生きる私たちの歩みを支えること
を賀川記念館に託しました。これに伴い「コア 100」も「コア 100賀川」

と名前を改め、神戸プロジェクト実行委員会が賀川記念館に託した以
下の活動を支え、推進していくこととしました。

1．100 年シンポジウム事業
2．研究開発事業
3．研修事業　　　　　　　　　
4．まちマップ事業
5．市民プログラム事業　　　　
6．出版発信事業
7．ミュージアムネットワーク事業

　「コア 100賀川」は賀川記念館とともに「一人は万人のために　万
人は一人のために」を標語とし、この地に生きる人たちと共に生き、
日本社会に、また世界に平和がもたらされるよう、「共に生きる」市
民社会をつくっていきます。

　賀川豊彦の生誕日７月10日を記念して、前日の９日に賀川デー
100 年シンポジウムが開催されました。昨年から研究会を重ね
てきた「公共福祉」というテーマを、領域の違う方々にお集ま
りいただいて、それぞれの立場から考えや意見を出し合ってい
ただこうという企画です。
　東日本大震災に向き合う中、救援から復興へ、新たな地域づ
くりが求められている今、 「新しい公共」と言う言葉は何を指し
示すのか。持続することが難しくなってきた私たちの暮らしや
社会に、何を問いかけているのかを探る試みでもありました。
   「公共福祉という試み」を著された稲垣久和さんに公共哲学の
立場から基調講演をいただき、続けて、登壇者の方々の現場の

意見や考えを述べていただきました。パネルディスカッション
は神戸新聞の三上喜美男さんにコーディネートしていただき、
論議を深めていただきました。詳しい内容については現在製作
中のレポートをご期待ください。ディスカッション終了してか
らしばらくの交流の時を持ち閉会といたしました。
　今回の論議はこれで終わることなく深めていかなければなり
ません。神戸大学の松岡広路さんからは、親密圏と公共圏の二
極で考えるのではなく、親密圏における関係も、公共圏にも関
係がつくれない存在があるという報告をしてくださり、その存
在こそ、これからの福祉が寄り添っていかねばならないと考え
ますし、もっと学ぶ機会をつくっていこうと思います。

稲垣久和さん
公共福祉研究センター

センター長

清原桂子さん
兵庫県理事

法橋 聡さん
近畿労働金庫

地域共生推進室室長

仲宗根迪子さん
奈良県生活協同組合連合会

前専務理事

松岡広路さん
神戸大学大学院教授

三上喜美男さん
神戸新聞社論説副委員長

哲学から 行政から CSR現場から生協から 教育現場から メディアから

「コア 100賀川」参加団体一覧：
兵庫県生活協同組合連合会／生活協同組合コープこうべ ／市民生活協同組合ならコープ ／兵庫県農業協同組合中央会／兵庫県漁業協同組合連合会
／全国労働者共済生活協同組合連合会兵庫本部／近畿労働金庫兵庫県本部／日本労働組合総連合会兵庫県連合会／共栄火災海上保険株式会社神戸支
店／公益財団法人 神戸 YMCA／社会福祉法人・学校法人 イエス団／賀川記念館（順不同）

賀川豊彦から何を学ぶか
～賀川豊彦と部落差別～

講師 小柳伸顕 日本基督教団部落解放センター活動委員

11月26日（土）15時より
釜ヶ崎キリスト教協友会



西谷寛さん

　2011 年 8月 2日（火）10：00、賀川記念館礼拝堂で行なわ
れる友愛幼児園の礼拝のなかで「海と空の約束プロジェクト」
の西谷寛さん（賀川記念館総合研究所研究員）の描かれた絵本
「海と空の約束」の読み聞かせをしました。
　7月 31日の賀川記念館総合研究所プログラムの研修で、西
谷さんからお話しいただいた内容をもとにお話をさせていただ
きました。お借りした中版の紙芝居で読み聞かせをしようと考
えましたが、礼拝堂の大きさを考え、子どもたちに見やすいよ
うに、スクリーンをおろし、プロジェクターで映してマイクで
読みました。（左上の写真の大判をお借りすればよかったので
すが・・・）

　「海と空の約束」を読み聞かせた後、次のような質問からお
話をしました。以下、その時のやりとりです。

　　「空さんが泣いたのは？」
　　「海さんはなぜ泣いた？」
　　（海の子どもたちが死んでしまったから）
　　「なぜ、海の子どもたちは死んでしまったの？」
　　（海が汚れて、きたなくなったから）
　　「でも、なぜ海は汚れて、きたなくなったんだろう？」

　　「空さんは、海をきれいにしようとやさしい雨をふらせ、　
　　その雨は山や森、木や土を通って、きれいになって川に　
　　流れ込み、きれいな水で海にそそぎこんだ」
　　「自然・・・山や川や植物や虫たちは海を汚したりは　　
　　しない」

　　「海を汚すのは僕たち、わたしたち、人間です」

　　「山や川や海を汚さず、大切に仲良くしましょう」

　　「すみれ組さん（年長さんクラス）のキャンプ
　　（先日、六甲山に一泊キャンプに行きました）で
　　先生が言った約束の 1番目はなんでしたか？」
　　（自然と仲良くする）
　　「そうやね、みんなは自然を守るためにも、自然と仲良く
　　してほしい。植物や昆虫や生き物すべてを大切にして、　
　　山も川も海もきれいにしていってください。」

友愛幼児園で「海と空の約束」
の読み聞かせをしました。　賀川記念館総合研究所が主催する環境セミナー、絵本で学ぶ

「海と空の水まわり」が、2011 年 7 月 31 日（日）賀川記念館
で開催されました。講師は、神戸市役所勤務、賀川記念館研究
員でもあります西谷寛さんでした。
自らの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切さを伝えるために「海と空の約束」とい
う絵本を自費出版されました。
その絵本を使って、原画展や大型紙芝居、講演活動をされてい
ます。
　そんな工夫いっぱいの西谷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きました。当日はとても大きな紙芝
居を使って、子どもたちに水の循環の大切さなどさまざまな環
境問題を教えていただきました。
　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。

絵本で学ぶ「海と空の水まわり」

58

千田明美さん

天国屋カフェ
歌のお兄さんの米田さん
三線ライブの杉本さん
♡♥サンキュー♡♥

　8月 4日 ( 木 )̃5 日 ( 金 )、ひまわり学級（学童保育）、くじらぐも（障
がい児日中一次支援）合同で一泊二日のキャンプに朝来市山東町にあ
る、西宮市立「山東自然の家」に行きました。
　1日目：貸し切りバス 2時間ほどで到着後は、くじらぐもは木の枝
でスプーンとフォーク作り、ひまわりは迷路とアスレチックで楽しみ
ました。グループごとに火おこしからはじめた飯ごう炊さんでは、少
ししゃぶしゃぶのカレーと少しこげたご飯はおいしかったかな？
　2日目：施設内の川であまごのつかみ取りに挑戦しました。とても
あまごがすばしっこくて目の前にいてもなかなかつかまえられなかっ
たのですが、2時間かけて参加者全員分のあまごをつかまえる事がで
き、それぞれが串焼しにし塩焼きでいただきました。
　ひまわりは高学年が進行係や班のリーダーを受け持ち、１年生から
５年生までのたての交わりが持てて、楽しくすごせました。またくじ
らぐもはじっくり集中して取り組んだ木工やキャンプファイアーでの
ノリノリのAKBのダンスなどで、日常では経験できないことにチャ
レンジしました。これからもそれぞれの個性を生かしながら合同のプ
ログラムを大切にしていきたいと思います。

　9月 9日 ( 金 ) のナイトカフェは、オープン直後から、大勢のお客
さんに来店いただき大盛況でした。
　地域のおばさんたちは、もう「常連」と言っても過言ではないでしょ
う。いつも叱咤激励してくださり、たくさんの勇気とやる気をいただ
いています。そして、友愛幼児園の保護者の方々や友愛幼児園の子ど
もたちも楽しみに来てくださいました。その他、いろんな人がたくさ
ん来店。いつも感謝です。
　これらお客さんたちに応えるように、歌のお兄さんの米田正和さん、
そして、三線奏者の杉本健吉さんが、7月に続きまたまたご来店くだ
さいました。子どもたちは、米田さんの上手なリードに、楽しくノリ
ノリで大合唱。そして、ご年配の皆様は、夜の部「三線ライブ」にて、
杉本健吉さんの爽やかな沖縄民謡で心満たされたようで、最後はみん
な総立ちでエイサーを熱演 !!!!　さらに、ギター、三線、ジャンベリ (ア
フリカの太鼓 )も登場し、京都から来たお兄ちゃんが特別出演。みん
な一つになって本当に楽しそうでした。
　この「三線ライブ」の合間には、「東日本被災支援メッセージ」の
時間もありました。米田さんの紹介で被災のこどもたちを励ます歌「よ
りそう」が披露され、また、杉本さんは被災地からの原発事故や被災
者の状況の報告をしてくださいました。ナイトカフェは、毎月東日本
被災地支援として収益の一部を献げています。その目的にぴったりの
ライブ・ステージとなりました。
　来月は、11月 11日 ( 金 ) です。よろしく

神戸イエス団教会
　神戸イエス団教会の夏は、「平和」と夏休みの２つの側面をもって
過ぎていきました。
　夏休みしょっぱなに、子どもの特別伝道集会があり、歌や絵本を通
して、楽しい半日を過ごしました。その余韻は、8 月のキャンプにま
で及び、たくさんのこどもたちがキャンプに参加してくれました。淡
路島の洲本にある洲本青少年教育キャンプ場で、貸切状態での一泊 2
日でした。天候は万全とは言えませんでしたが、それでもプログラム
はすべて成功！汗一杯の子どもたちは、笑顔と夏の思い出を持って帰
りました。
　また、8 月は「平和月間」。教会員の一人、加藤鉄三郎さんは、震
災直後から東北に何度も足を運び被災地支援を地道に行っておられま
す。その報告と感想や今後の課題等を分かち合ってくださいました。
現地に行くことのできない他の教会員は共に共有し、祈ることができ
ました。
　キャンプや加藤さんのお話の詳細は、季刊誌「神戸イエス団教会」
の秋号に掲載予定です。

ひまわり学級、くじらぐも
合同夏季キャンプ



被差別部落の歴史と私たちの課題

　賀川記念館総合研究所が主催する連続環境セミナー、漁が語
る海の実情「瀬戸内からの警告」が 9月 18日に兵庫県漁業協
同組合連合会 参事の突々 淳さんをお招きして、漁業の視点か
ら環境問題を考えるセミナーを行いました。
　私たちの身近な水は、雨水として山へ、川を流れて生活用水
となり海へ注がれます。そして空の雲となり、また雨水となっ
て山へと、水は絶えず循環しています。ですから豊かな海をつ
くるためには、海だけではなく、森づくりや、川やため池の管
理、都市の暮らしなどのさまざまな取組みが必要となります。
　播磨灘を中心とした兵庫の魚場では海苔の養殖が盛んなので
すが、近年、色落ちなど商品価値が低くなるものが多くなり、
瀬戸内の海水に含まれる栄養塩（注）が問題になっています。
実はこの海の中の栄養塩は陸から供給されるもので、河川や浄
水場の水質、つまり私たちの環境保護意識によってコントロー
ルされてきた水質基準にその分量が決められてきました。
　赤潮やアオコを防ぐことを指標に海をきれいにしようと栄養
塩が流れることを規制し、海は透明度も高くなりました。しか
し、そのことによって、海苔がうまく育たなくなってきている
のです。バランスのとれた環境基準が求められています。
　そんな環境意識の啓発に加えて、SEAT CLUB（ひょうごお
魚ファンクラブ）では、魚のさばき方教室なども行っています。
ご興味のあるかたはぜひホームページをご覧下さい。
http://www.seat-sakana.net/

　賀川記念館総合研究所の差別をテーマにしたセミナーが、9 月 17
日（土）日本キリスト教団部落解放センター運営委員 会の委員長で
あられる東谷誠さんをお招きして開催されました。東谷誠さんには
被差別部落の歴史と現状を語っていただきました。
　戦国時代、時の権力者が負けた相手を抑圧対象とするなど、その
時代における関係によって差別が生まれ、その関係が時代とともに
消えても差別関係だけが残ってしまうケースなど、具体的なお話を
いただきました。今にとっては、まったく差別する理由がないにも
かかわらず、差別が続いていることに痛みを覚えます。

　東谷さんのお話から、インターネットを使った差別や文章による
差別が横行し、また、部落差別がなくなったかのような風潮がつく
られている中で、私たちが無関心でいることが、それらを許してし
まっていることに気づかされました。質疑応答では活発な意見が出
され、参加された方々の意識の深さを感じます。
　引き続き賀川記念館では部落差別の問題を考えていきます。あわ
せてハンセン病や水俣、そして外国人や原発などの課題も含め、私
たちの社会から差別がなくなるよう、みなさんとともに働きかけて
いきたいと思います。

漁が語る海の実情「瀬戸内からの警告」
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賀川豊彦のベストセラー
「死線を越えて」点訳本が寄贈

　2011 年 7 月 19 日にコープ浜芦屋の「はまなす点訳サークル」の皆
様が，賀川記念館に「死線を越えて」の点訳本をお持ちくださいました。
約 1 年前にコープ浜芦屋の組合員約 20 人の方が、賀川記念館の見学
に来られた際に、はまなす点訳サークルのメンバーの方がその中に来
ておられ，「私たちは点訳のボランティアをしているが，何かお手伝
いする事は有りませんか」と言われたので、賀川豊彦の「死線を越えて」
の点訳をお願いしたところ積極的なお返事を頂きました。それから 1
年後の 7 月に写真のような全 6 冊に及ぶ大労作の点訳本が寄贈されま
した。この本は、賀川記念館の蔵書として保管し，希望の方に貸し出
しをすることにしています。どうぞお申し出ください。
Tel：078-221-3627にどうぞ！
　「はまなす点訳サークル」の皆様のお名前です。
　児島康子さま、高斎和子さま、田邉イミさま、谷脇清助さま、富久
ちづ子さま、中村多美子さま、福井香代子さま、山子ひで子さま、山
崎嘉代子さま、山下路子さま。（順不同）
感謝してご紹介いたします。

はまなす点訳サークルから寄贈された点訳本「死線を越えて」　

※注　植物プランクトンに必要な栄養は、窒素、リン、珪素および微
量金属類です。この場合、窒素はアンモニア、硝酸あるいは亜硝酸、
リンは燐酸、珪素は珪酸としてのかたちが中心で、通常これらを総称
して栄養塩と呼びます。　

上：兵漁連の突々 淳さん
左：SEAT CLUBのキッチン
　　スタジオ

　「40年間の善意の積み重ね」が形になった
ものが、写真のボトルです。吾妻通り5丁目、
北西角の喫茶「カレント」では、40年前から
賀川記念館の活動を支援するために、支援金

や釣銭等を入れるガラスのボトルをカウンター
に置き続けてくださっていました。40年間もです。
　この 8 月にも、またこのボトルが支援金でいっぱいになったので、
賀川記念館に寄贈するとの連絡がありましたので、早速お店を訪問し
て写真のボトルをいただきました。ふたの真ん中にスリットが入って
いますがそれが歪んでいます。それほど大変に年期が入っていました。
　「カレント」のオーナーの岡山勝彦さんにお会いして感謝を申し上
げました。
　ご近所のみなさまの賀川記念館をサポートしてあげようと言うお気
持ちに改めて感謝し，また新たな一歩を踏み出す元気を頂きました。

　吉田摂氏（吉田源治郎氏ご子息）から吉田源治郎氏の蔵書の寄贈が
ありました。全集（64 冊）、賀川豊彦の著述、文献（45 冊）、キリス
ト教関係（157冊）、その他書物（74冊）の計340冊です。
　総合研究室南側の一角に吉田源治郎氏寄贈コーナーを設置し、閲覧
できるようになりました。
　吉田源治郎氏（1891年～ 1968年）は、牧師として伝道に努められ、
賀川豊彦の協力者として、多くの賀川豊彦の講演を記録し、まとめて
本にしました。また、四貫島セツルメントの友隣館館長、天使保育園
園長、二葉幼稚園主事、一麦保育園園長、イエス団常務理事などを歴
任してイエス団の社会事業を支援推進されました。
　ご寄贈に心より感謝いたします。賀川記念館にご来場の際には、ぜ
ひ寄贈コーナーにお立ち寄りください。

故吉田源治郎氏所蔵図書寄贈

大空へ夢を乗せて

　ラビンドラナート・タゴール生誕 150 周年記念祭 in 神戸　「タゴ
ールの目指した美の実現」が 2011 年 7 月 10 日（日）賀川記念館に
おいて開催されました。（主催 タゴール生誕 150 年記念会、共催 財
団法人国際平和協会、後援 インド大使館）
　今年は、インドの詩聖でありアジア初のノーベル文学賞受賞者で
あるラビンドラナート・タゴールの生誕 150 周年にあたります。タ
ゴールは日本に５度来日していますが、その最初は神戸に 1916 年に
到着しています。
　今回、タゴールの芸術と思想にさらに理解を深め、彼が発し続け
た平和へのメッセージを次の世代に伝えるために企画されました。
　第１部では野呂元良さん（元コルカタ総領事）による「タゴール
哲学の現代的意義」という講演、第２部では、板倉リサさん（舞踏家・
ボリウッド（インド映画）女優））による舞と大場多美子さん（五感
教育研究家）による詩の朗読、大阪大学のみなさんとタゴール生誕
記念会メンバーによる合唱や、最後に「ふるさと」をベンガル語と
日本語で会場の人たちも一緒に合唱し、なごやかな雰囲気で行われ
ました。

　9 月の 10 日と 11 日の 2 日間、六甲アイランドに有るカナディア
ンアカデミーのグランドで，熱気球が上がりました。
　これは，豊彦たちの活動を継承するグループ「コア 100 賀川」メ
ンバーの共栄火災が主催するもので、子どもたちを大空に招待し、
大きな夢を持ってもらおうという企画です。今回は，中央区にある
真生保育園・乳児園の子どもたち約 150 人がバルーンに乗って、大
空に浮かびました。

タゴール生誕150周年記念祭 in 神戸

感謝です !  本当に !!
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感謝です !  本当に !!



西谷寛さん

　2011 年 8月 2日（火）10：00、賀川記念館礼拝堂で行なわ
れる友愛幼児園の礼拝のなかで「海と空の約束プロジェクト」
の西谷寛さん（賀川記念館総合研究所研究員）の描かれた絵本
「海と空の約束」の読み聞かせをしました。
　7月 31日の賀川記念館総合研究所プログラムの研修で、西
谷さんからお話しいただいた内容をもとにお話をさせていただ
きました。お借りした中版の紙芝居で読み聞かせをしようと考
えましたが、礼拝堂の大きさを考え、子どもたちに見やすいよ
うに、スクリーンをおろし、プロジェクターで映してマイクで
読みました。（左上の写真の大判をお借りすればよかったので
すが・・・）

　「海と空の約束」を読み聞かせた後、次のような質問からお
話をしました。以下、その時のやりとりです。

　　「空さんが泣いたのは？」
　　「海さんはなぜ泣いた？」
　　（海の子どもたちが死んでしまったから）
　　「なぜ、海の子どもたちは死んでしまったの？」
　　（海が汚れて、きたなくなったから）
　　「でも、なぜ海は汚れて、きたなくなったんだろう？」

　　「空さんは、海をきれいにしようとやさしい雨をふらせ、　
　　その雨は山や森、木や土を通って、きれいになって川に　
　　流れ込み、きれいな水で海にそそぎこんだ」
　　「自然・・・山や川や植物や虫たちは海を汚したりは　　
　　しない」

　　「海を汚すのは僕たち、わたしたち、人間です」

　　「山や川や海を汚さず、大切に仲良くしましょう」

　　「すみれ組さん（年長さんクラス）のキャンプ
　　（先日、六甲山に一泊キャンプに行きました）で
　　先生が言った約束の 1番目はなんでしたか？」
　　（自然と仲良くする）
　　「そうやね、みんなは自然を守るためにも、自然と仲良く
　　してほしい。植物や昆虫や生き物すべてを大切にして、　
　　山も川も海もきれいにしていってください。」

友愛幼児園で「海と空の約束」
の読み聞かせをしました。　賀川記念館総合研究所が主催する環境セミナー、絵本で学ぶ

「海と空の水まわり」が、2011 年 7 月 31 日（日）賀川記念館
で開催されました。講師は、神戸市役所勤務、賀川記念館研究
員でもあります西谷寛さんでした。
自らの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切さを伝えるために「海と空の約束」とい
う絵本を自費出版されました。
その絵本を使って、原画展や大型紙芝居、講演活動をされてい
ます。
　そんな工夫いっぱいの西谷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きました。当日はとても大きな紙芝
居を使って、子どもたちに水の循環の大切さなどさまざまな環
境問題を教えていただきました。
　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。

絵本で学ぶ「海と空の水まわり」
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千田明美さん

天国屋カフェ
歌のお兄さんの米田さん
三線ライブの杉本さん
♡♥サンキュー♡♥

　8月 4日 ( 木 )̃5 日 ( 金 )、ひまわり学級（学童保育）、くじらぐも（障
がい児日中一次支援）合同で一泊二日のキャンプに朝来市山東町にあ
る、西宮市立「山東自然の家」に行きました。
　1日目：貸し切りバス 2時間ほどで到着後は、くじらぐもは木の枝
でスプーンとフォーク作り、ひまわりは迷路とアスレチックで楽しみ
ました。グループごとに火おこしからはじめた飯ごう炊さんでは、少
ししゃぶしゃぶのカレーと少しこげたご飯はおいしかったかな？
　2日目：施設内の川であまごのつかみ取りに挑戦しました。とても
あまごがすばしっこくて目の前にいてもなかなかつかまえられなかっ
たのですが、2時間かけて参加者全員分のあまごをつかまえる事がで
き、それぞれが串焼しにし塩焼きでいただきました。
　ひまわりは高学年が進行係や班のリーダーを受け持ち、１年生から
５年生までのたての交わりが持てて、楽しくすごせました。またくじ
らぐもはじっくり集中して取り組んだ木工やキャンプファイアーでの
ノリノリのAKBのダンスなどで、日常では経験できないことにチャ
レンジしました。これからもそれぞれの個性を生かしながら合同のプ
ログラムを大切にしていきたいと思います。

　9月 9日 ( 金 ) のナイトカフェは、オープン直後から、大勢のお客
さんに来店いただき大盛況でした。
　地域のおばさんたちは、もう「常連」と言っても過言ではないでしょ
う。いつも叱咤激励してくださり、たくさんの勇気とやる気をいただ
いています。そして、友愛幼児園の保護者の方々や友愛幼児園の子ど
もたちも楽しみに来てくださいました。その他、いろんな人がたくさ
ん来店。いつも感謝です。
　これらお客さんたちに応えるように、歌のお兄さんの米田正和さん、
そして、三線奏者の杉本健吉さんが、7月に続きまたまたご来店くだ
さいました。子どもたちは、米田さんの上手なリードに、楽しくノリ
ノリで大合唱。そして、ご年配の皆様は、夜の部「三線ライブ」にて、
杉本健吉さんの爽やかな沖縄民謡で心満たされたようで、最後はみん
な総立ちでエイサーを熱演 !!!!　さらに、ギター、三線、ジャンベリ (ア
フリカの太鼓 )も登場し、京都から来たお兄ちゃんが特別出演。みん
な一つになって本当に楽しそうでした。
　この「三線ライブ」の合間には、「東日本被災支援メッセージ」の
時間もありました。米田さんの紹介で被災のこどもたちを励ます歌「よ
りそう」が披露され、また、杉本さんは被災地からの原発事故や被災
者の状況の報告をしてくださいました。ナイトカフェは、毎月東日本
被災地支援として収益の一部を献げています。その目的にぴったりの
ライブ・ステージとなりました。
　来月は、11月 11日 ( 金 ) です。よろしく

神戸イエス団教会
　神戸イエス団教会の夏は、「平和」と夏休みの２つの側面をもって
過ぎていきました。
　夏休みしょっぱなに、子どもの特別伝道集会があり、歌や絵本を通
して、楽しい半日を過ごしました。その余韻は、8 月のキャンプにま
で及び、たくさんのこどもたちがキャンプに参加してくれました。淡
路島の洲本にある洲本青少年教育キャンプ場で、貸切状態での一泊 2
日でした。天候は万全とは言えませんでしたが、それでもプログラム
はすべて成功！汗一杯の子どもたちは、笑顔と夏の思い出を持って帰
りました。
　また、8 月は「平和月間」。教会員の一人、加藤鉄三郎さんは、震
災直後から東北に何度も足を運び被災地支援を地道に行っておられま
す。その報告と感想や今後の課題等を分かち合ってくださいました。
現地に行くことのできない他の教会員は共に共有し、祈ることができ
ました。
　キャンプや加藤さんのお話の詳細は、季刊誌「神戸イエス団教会」
の秋号に掲載予定です。

ひまわり学級、くじらぐも
合同夏季キャンプ
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Concert de 
“足踏みオルガン”
コンサートのご案内

安田哲也 リードオルガンコンサート Vol.2
11月13日（日）16時開演

連続循環セミナー
「神戸の暮らしと六甲山の森林保全」

講師 高畑 正 神戸市建設局森林整備事務所参事（所長）

11月20日（日）15時より

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。
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。

総合研究所プログラムの予告総合研究所プログラムの予告

居場所づくりプログラム

　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り組み
を始めました。「他者」とふれあい、「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。
　そのような子どもたちを知り、子どもたちを理解するための学び
の会を 10 月 8 日（土）に開催しました。講師は早くから不登校の
子どもたちへの支援を続けておられる、こうべフリースクール代表の
田辺克之先生です。
　※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ています。

（神戸フリースクール沿革）
1990 年 不登校の小中学生の居場所として明石市内にオープン
1995 年 阪神大震災で教室が全壊
1997 年 神戸市中央区に移転、「神戸フリースクール」として再スタート
1998 年 チャイルドライン神戸を開設
2005 年 ゆうゆう広場「下山手ひろっぱ」を開設
2007 年 「不登校・ひきこもりを話す市民の会」発足
2008 年 フリースクールの高等部「神戸自由学院」を開設
2009 年 兵庫県教育委員会から「技能連携校」の指定を受ける
2010 年 神戸市ソーシャル・アワード優秀賞受賞 賀川記念館総合研究所が主催する循環セミナーは、第１回：絵

本で学ぶ「海と空の水まわり」、第２回：漁が語る海の実情「瀬
戸内からの警告」と開催してきましたが、次回は森林がテーマ
です。その次は川を中心に小水力発電を予定しています。これ
らを貫いて、暮らしを取り巻く自然循環とどのようにともに生
きていけば良いのかを学びます。

９月 17 日に開催された「部落の歴史と課題」に続く、差別に
向き合うプログラムです。私たちの暮らしには、部落差別を始
めとする、ハンセン病や水俣、そして外国人や原発などいわれ
のない差別が横行しています。賀川記念館では、そのひとつ一
つに向き合い、真摯に過去を検証し、また今に生きる自分自身
を見つめ直していきたいと思います。

現代社会とキリスト教 Ⅱ
講師 野尻武敏 生活協同組合コープこうべ 特別顧問

11月27日（日）15時30分より

経済状況の悪化、世界規模の金融経済の先行きの不透明さなど 
の不安定で行き詰まった状況下で、今後はどうあるのか。

見えてくるキリスト教の現状と未来への可能性は ? 
今なすべき課題と役割を学びます。

生きづらさをかかえた子どもたち
不登校の子どもたちについての

学びの会

田辺克之さん

神戸自由学院・神戸フリースクール・

学童の家「おもちゃばこ」代表

100年シンポジウム  公共福祉という試み ともに生きるために100年シンポジウム  公共福祉という試み ともに生きるために

コア100賀川  趣意と目的と活動
　「賀川豊彦献身 100年記念事業」は、賀川豊彦とその仲間たちが働き
かけてつくられた多くの団体や、その関係する人たちが再び集められ、
過去 100年を検証するとともに、次ぎなる 100年に向かって、現代に
生きる私たちの歩みを新たにスタートさせました。
　この「賀川豊彦献身 100年記念事業」の神戸プロジェクト推進の中
核を担ってきた「コア 100」（実行小委員会）は、その準備から互いの領
域を越えて協働し、コラボレーションの新たなかたちを生み出しまし
た。それは、生協、農協、漁協、森林組合、労金、全労済、共栄火災といった
協同組合間相互の連携だけではなく、社会福祉事業体や労働組合、行
政、企業、団体、学校、ＹＭＣＡ、教会などが、ともに領域を越えたテーブ
ルづくりにチャレンジしたことによるものです。
　この新たに始められた流れを受け、神戸プロジェクト実行委員会は、
賀川豊彦とその仲間たちを継承する新たな現代の献身拠点として賀川
記念館を位置づけるとともに、今に生きる私たちの歩みを支えること
を賀川記念館に託しました。これに伴い「コア 100」も「コア 100賀川」

と名前を改め、神戸プロジェクト実行委員会が賀川記念館に託した以
下の活動を支え、推進していくこととしました。

1．100 年シンポジウム事業
2．研究開発事業
3．研修事業　　　　　　　　　
4．まちマップ事業
5．市民プログラム事業　　　　
6．出版発信事業
7．ミュージアムネットワーク事業

　「コア 100賀川」は賀川記念館とともに「一人は万人のために　万
人は一人のために」を標語とし、この地に生きる人たちと共に生き、
日本社会に、また世界に平和がもたらされるよう、「共に生きる」市
民社会をつくっていきます。

　賀川豊彦の生誕日７月10日を記念して、前日の９日に賀川デー
100 年シンポジウムが開催されました。昨年から研究会を重ね
てきた「公共福祉」というテーマを、領域の違う方々にお集ま
りいただいて、それぞれの立場から考えや意見を出し合ってい
ただこうという企画です。
　東日本大震災に向き合う中、救援から復興へ、新たな地域づ
くりが求められている今、 「新しい公共」と言う言葉は何を指し
示すのか。持続することが難しくなってきた私たちの暮らしや
社会に、何を問いかけているのかを探る試みでもありました。
   「公共福祉という試み」を著された稲垣久和さんに公共哲学の
立場から基調講演をいただき、続けて、登壇者の方々の現場の

意見や考えを述べていただきました。パネルディスカッション
は神戸新聞の三上喜美男さんにコーディネートしていただき、
論議を深めていただきました。詳しい内容については現在製作
中のレポートをご期待ください。ディスカッション終了してか
らしばらくの交流の時を持ち閉会といたしました。
　今回の論議はこれで終わることなく深めていかなければなり
ません。神戸大学の松岡広路さんからは、親密圏と公共圏の二
極で考えるのではなく、親密圏における関係も、公共圏にも関
係がつくれない存在があるという報告をしてくださり、その存
在こそ、これからの福祉が寄り添っていかねばならないと考え
ますし、もっと学ぶ機会をつくっていこうと思います。

稲垣久和さん
公共福祉研究センター

センター長

清原桂子さん
兵庫県理事

法橋 聡さん
近畿労働金庫

地域共生推進室室長

仲宗根迪子さん
奈良県生活協同組合連合会

前専務理事

松岡広路さん
神戸大学大学院教授

三上喜美男さん
神戸新聞社論説副委員長

哲学から 行政から CSR現場から生協から 教育現場から メディアから

「コア 100賀川」参加団体一覧：
兵庫県生活協同組合連合会／生活協同組合コープこうべ ／市民生活協同組合ならコープ ／兵庫県農業協同組合中央会／兵庫県漁業協同組合連合会
／全国労働者共済生活協同組合連合会兵庫本部／近畿労働金庫兵庫県本部／日本労働組合総連合会兵庫県連合会／共栄火災海上保険株式会社神戸支
店／公益財団法人 神戸 YMCA／社会福祉法人・学校法人 イエス団／賀川記念館（順不同）

賀川豊彦から何を学ぶか
～賀川豊彦と部落差別～

講師 小柳伸顕 日本基督教団部落解放センター活動委員

11月26日（土）15時より
釜ヶ崎キリスト教協友会



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

  住 所：兵庫県 神戸市中央区吾妻通 5-2-20
  電 話：078-221-3627
    Fax：078-221-0810
E-mail：office@core100.net
   URL：http://core100.net

宮古ショップ
東日本大震災からの復興を支えよう

　岩手県宮古市周辺の福祉施設でつくられている製品をお

届けする「宮古ショップ」を開店しました。三陸沿岸は水

産関連企業が壊滅的な打撃を受け、そのしわ寄せが福祉施

設に及んでいます。ただでさえ受注が少なかったところに

大震災が起こったのですから、事態は深刻です。

　賀川記念館４階のミュージアムで直接販売するコーナー

を作りました。

　みなさまの施設やバザーで、そのほかのイベントなどで、

ぜひ、「宮古ショップ」を開いていただけませんか？

　ご注文、お問い合わせは賀川記念館までご連絡ください。
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  協 力：　　西宮ワイズメンズクラブ

賀川記念館 夏の歩み

　記念館ミュージアム入場者数

 07月　一般 86名　団体 087名　行事 272名　合計 445名

08月　一般 76名　団体 023名　行事 081名 　合計 180名

09月　一般 43名　団体 115名　行事 156名　合計 314名

08月     
03（水）シルバーカレッジ 18期生（来館見学）
06（土）語り部の会 
12（金）同志社女子中学校・高等学校（来館見学）
22（月）居場所づくりプログラムミーティング
26（金）シルバーカレッジ卒業生（来館見学）
　　　　長田区福祉事務所（来館見学）
27（土）そうふうの会オルガンコンサート（会場利用）
30（火）電子版賀川豊彦選集刊行委員会 
　　　　フェスティバル実行委員会
31（日）総合研究所プログラム
　　　　絵本で学ぶ「海と空の水まわり」

2011年
 07 月
02（土）関西学院神学部（来館見学） 
03（日）山口政紀氏（来館見学） 
08（金）ナイトカフェ 
09（土）賀川デイ 
10（日）タゴール生誕 150周年記念祭（会場利用） 
14（木）新語り部の会 
15（金）長田区福祉事務所（来館見学） 
16（土）えんぴつの家（会場利用）
16（土）パルふれあいサービス（来館見学）
18（月）居場所づくりプログラムプレイベント 1 
20（水）フェスティバル実行委員会 
22（金）コープネット（来館見学） 
　　　　兵庫県副知事（来館見学）
　　　　天国屋映画上映「マーサの幸せレシピ」 
23（土）天国屋映画上映「マーサの幸せレシピ」 
28（木）姫路医療生協（来館見学）

09月     
06（火） 居場所づくりプログラムミーティング
08（木） ルーテル神学校（来館見学）
09（金） ナイトカフェ
16（金） 天国屋映画上映「食堂かたつむり」
17（土） 総合研究所プログラム　部落の歴史と課題
18（日） 総合研究所プログラム　漁が語る海の実情　
 桜台保育園（来館見学）
19（月） 関西ルーテル教会（来館見学）　
20（火） 鳴門市賀川豊彦記念館（来館見学）
23（金） 居場所づくりプレイベント２
24（土） リーダーシップ養成研修会第１回
28（水） 西尾様（来館見学）
29（木） 甲南コープﾟ委員会（来館見学）
 三木緑が丘コープﾟ委員会（来館見学）
30（金） くらしの助け合い明石（来館見学）
 フェアトレードカフェ

　豊彦の平和思想の原点は、もちろん神の愛を説く聖書にあります。
　1941 年、日米開戦を避けるために、日本のキリスト教平和使節と
して訪米し、日米の平和を説いてまわりました。また婦国後も、首
相とルーズベルト米大統領との会談を実現させるべく打電するなど
の努力を続けました。が、1 週間後遂に開戦。1945 年 8 月 15 日、
戦争が終わってそのわずか 4 日後に松沢教会から懺悔の心をこめ戦
争の罪悪を反省、新しい方向として「世界国家」の建設を説き、ま
た 8 月 30 日読売報知新聞に「マッカーサー総司令官に寄す」一文
を記しています。
　賀川は人類の幸せを破壊する戦争に対しその生涯を通じて反対し
つづけた平和の使徒であったのです。「世界に平和を」という最後
の祈りにその全てが言い尽くされています。

＜次号へつづく＞

西さんの豊彦講座 その3

写真上から：昭和20年に国際平和協会
を設立22年1月『世界国家』を発刊。
／昭和 16年訪米平和使節団ロスアン
ジェルスにて。／昭和 27年世界連邦ア
ジア会議で議長を務める。



　この度、前村山盛嗣理事長の後任として、
8 月 1 日から社会福祉法人・学校法人イエス
団の理事長に就任いたしました。ご存じの通

社会福祉法人・学校法人イエス団

新理事長あいさつ

り、イエス団は 1909 年賀川豊彦が若干 21 才の時、社会矛盾が人々
の生存権を奪い、貧富の拡大が顕著に現れていた新生田川地区に住み
込み、路傍伝道をはじめたことから発展してまいりました。
　それから 100 年後の 2009 年。賀川豊彦献身 100 年記念事業の一つ
として、「人格交流運動」の精神を引き継ぎ、新しい賀川記念館が誕
生いたしました。合わせて、イエス団の新しい指針である「ミッショ
ンステートメント 2009」を策定し、こころ新たに歩みをはじめたと
ころです。
　イエス団の歴史を振り返る中で、賀川豊彦や歴代理事長の福祉や教
育、また多様な分野の働きを継承発展させる責任を痛感するものでご
ざいます。微力ではございますが神様の導きと皆様方のご支援により、
その責務を果たして参りたいと存じます。より一層のご指導とご助力
を賜りますようお願い申し上げます。

理事長　黒田 道郎

ミッションステートメント2009

わたしたちイエス団の実践は、1909 年 12 月 24 日の賀川豊彦の献身
に始まる。そして、イエスの愛に倣い、互いに仕えあい、社会悪と闘い、
新しい社会を目指して多くの協働者とともに今日まで歩み続けてき
た。この歴史を検証し、働きを引き継ぎ、今、わたしたちはイエスに倣っ
て生きる。

わたしたちは、いのちが大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、隣り人と共に生きる社会をつくりだす
わたしたちは、違いを認め合える社会をつくりだす
わたしたちは、自然が大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、平和をつくりだす

2009年 12月 24日
社会福祉法人イエス団

学校法人イエス団

黒田道郎（くろだ みちお） 略歴
1952 年徳島県生まれ。東京神学大学神学科博士課程前期課程卒業。
1984 年日本基督教団石井教会に派遣され、1987 年より主任担任教師
となる。現在、日本基督教団四国教区議長。賀川豊彦の側近であった
黒田四郎を祖父に持ち、賀川豊彦への造詣も深い。（文責 法人本部）

11 11

天国屋ナイトカフェ=14弾＝

2011年 11月 11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～
11月 11（金）に会いましょう！

メニュー

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。)

東日本とともに東日本とともに
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賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
NPO 法人エンジェルズアーク　青谷四丁目町内会　オリジン電気
商事 ㈱　日本食研ホールディングス ㈱

賛助（個人）
松元節子　馬場一郎　原利治　井上幸代　堀俊朗　李善惠　吉村
毅　公文康　河谷保　河谷里美　名越信次　田中梅三郎　元正章
斉藤勉　大和慎吾　森下美代子　荻野基行　山口あい子　吉山修
平　藤原加寿子　森本芙紗子　祐村明　川倉千代子　友田洋子　
粕谷典　原田昌子　豊永敏久　冨士本利子　櫻井義一　佐藤悦子
貞永慶子　宮崎操　中井福美　今井牧夫　井上耕作　小川澄三　
黒岩真司　刈谷雅夫　佐川英美　藤本重美　田中寛　田中道子　
泰井綏子　米満弘　池昭一　広瀬義昭　袁根様　原田照子　檜山
秋彦　宮下忍　久川正博　近藤良子　近藤孝子　山口洋子　山口
政紀　李善惠　片岡實　重元勝　森田弘子　南波陽子　西内芳子
岡田周子　木村正英　師玉健男　上内英子　加山久夫　大谷美和
子　杉野峰雄　宮崎和恵　大西和夫　斉藤宏　松井務　寺沢章子
吉岡正勝　村山盛嗣　大本勝代

寄付金（団体）：
愛隣デイサービスセンター　長田区福祉事務所　姫路医療生協　
鳥取農業協同組合中央会　カレント　そうふうの会　コープネッ
ト　日本福音ﾙｰﾃﾙ教会関西地区宣教協議会　日本生活協同組合

寄付金（個人）：
榎本てる子　有村克敏　原田好司　二河照子　檜山秋彦　秦正雄
山口政紀

真愛ホーム寄付（個人）：
寺嶋安子　竹谷俊彦　平野治子　碓井美智子　藤本重美

友愛幼児園寄付（個人）：
競節子

書籍寄贈：
兵庫県農業協同組合中央会　はまなす点訳グループ　小林恵子　
西内芳子　株式会社ミルトス

天国屋カフェ米30kg：
三枝正明

　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 7月から 2011 年 9月までの報告をさせていただきます。
 　　　　　　賛助会費　 403,000 円 
　　　　　　　寄付金　 375,081 円
真愛ホーム・友愛幼児園寄付金　 25,000 円
　　　　　　　総合計　 803,081 円

　　東日本大震災募金　 50,680 円
＊賀川記念館を通して、社会福祉法人イエス団の「救援対策本部」
へ募金いたしました。

　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

賀川記念館賛助会ご入会のお願い

　賀川記念館のホームページをご覧になられたでしょうか？
　「イベント」「ニュース」のページは、賀川記念館に関連す
るたくさんのイベント情報や賀川豊彦についてのニュース情
報が盛りだくさんです。
 「賀川豊彦について」では賀川豊彦の国内、海外での著述や
賀川豊彦に関する文献の一覧、　「賀川豊彦の業績」では、賀
川豊彦の業績を年代を追ってわかりやすくまとめています。
 「研究所」のページでは、「資料室」「語り部の部屋」が充実
しています。
 「資料室」には、賀川豊彦や武内勝の音声データを掲載して
います。また、賀川記念館研究員の方々のレポートが掲載さ
れています。
 「語り部の部屋」には、語り部の方が入力された電子書籍な
どが、また「研究所」のページでは、鳥飼先生がまとめられ
た「新聞記事にみる賀川豊彦」「吉田源治郎・吉田幸の世界」
などが掲載されています。「機関紙ボランティア」では、前
号からカラーで見れるようになりました。
　また、ホームページのさまざまな情報をメールでも配信し
ています。ご希望の方は、メール配信希望と記入の上 
office@ core100.net までメールをお送りください。これから
も情報を随時掲載していきますのでぜひ賀川記念館ホーム
ページをご覧ください。

http://core100.net

2011 年 7月 1日～ 2011 年 9月 30 日現在（敬称略）

賀川記念館のホームページ紹介

　大船渡の赤崎地区でも瓦礫の処理が進みつつあります。集落
の真ん中を遮断していた船も海に戻されました（写真右上）。漁村
センター（公民館）での避難の暮らしも、宮城県よりも一足早く
仮設住宅への引っ越しが終わりました。ボランティアの学生た
ちは漁村センターの大広間、被災された方々が寝食をされてい
た畳の間をお借りして支援活動しています。被災地の暮らしは
刻々と変化をしていくのですが、日々の糧を支える水産業は、
復興の兆しさえも見せていません。不便な暮らしは、僅かでも
収入さえあれば耐えられるとの叫びが聞こえてきます。

　1200km離れた神戸の JR六甲道では、毎月11日に「11えん
募金」が神戸大を中心とした学生たち「震災に寄り添う集い」
によって展開されています。これからが支援の本番です。
　賀川記念館でも大船渡のもう少し北の宮古の福祉施設を支え
る「宮古ショップ」を開店しました。裂き織りやビーズの製品、
自家焙煎珈琲に加え、宮古の文化でもある鮭の皮製品などを販
売します。福祉施設のプリントショップにお願いするオリジナ
ルＴシャツもデザイン製作中です。みなさんとともに、被災地
のために祈り、息の永い支援を続けていきたいと思います。
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物件種目：医療用貸店舗

最 寄 駅：阪神「春日野道」駅

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

物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5丁目 2－20

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）

　日本を代表する社会運動家である賀川豊彦（1888－

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

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

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。

　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

として、特別養護老人ホーム真愛ホーム、東部高齢者介護

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

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

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

検討くださいますようにお願い申し上げます。

テナント募集のご案内

1F医療モールへの出店のご提案

お問合せは　Tel：078 - 221 - 3627

　賀川記念館バザーを 2010 年度より「賀川記念館フェスティバル」
として再開しました。フェスティバルは、のみの市、ゲームコーナー、
イベントコーナー、カレー、うどんなどの食堂コーナーなど、盛りだ
くさんの内容です。また、東日本大震災の被災地支援として岩手県宮
古の物品販売も行います。
　また、フェスティバルの収益は、さまざまな人の居場所づくりのため、
賀川記念館ミュージアム運営のため、友愛幼児園保育備品購入のため
などの「賀川記念館の働きのために」および「東日本被災地支援のた
めに」使わせていただきます。どうぞ多くの方のご参加をお待ちして
おります。
＜寄贈品を募集しています＞
　ご家庭に埋もれている品々などがありましたらご寄贈ください。寄
贈品例：手芸品・台所用品（洗剤・石けん・タオルなど）・衣料品（新
品のみ・新品でも黄ばんだ物、汚れた物はご遠慮下さい）・食料品（砂糖・
小麦粉・調味料・紅茶・卵・コーヒー・野菜・乾物・油など）・おもちゃ・
雑貨など
＜賛助広告の募集＞
当日用チラシに賛助広告を募っております。
＜当日のボランティア募集＞
フェスティバル当日のお手伝いを募集しております。
賀川記念館までご連絡ください。




