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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
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

東日本大震災から１年

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

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

神戸大学の学生たちが支援する大船渡も間も
なく 3.11 を迎える。まだ行方のわからない人

派の寺が並び、少し離れたところには光明園家
族教会がある。納骨堂はひとつで教派や宗派を

たちの家族を想って市主催の慰霊祭は行われな
い。しかし、大船渡市赤崎公民館の周辺の人た

越えた宗教施設として造られている。
観音さまの設置を大船渡市が阻止したのでは

ちが、関わってきたボランティアとともに、慰
霊祭を持とうとしている。当初、観音さまを設

ないのであろう。確かな論議によるものではな
く、なんとなく公共空間に特定の宗教施設が

置しようと準備が始まった。
学生たちが毎月 11 日に、JR 六甲道や学内で
募金活動して集めた 40 万円と、赤崎の人たち
が捻出する 40 万円を合わせて、公民館の近く
に観音さまを設置する予定であったが、公共空
間に特定の宗教像を置くことが許されず、記念
碑となってしまいそうだ。どうかしている。死

あっては不味いだろう、という結果だと想像す
る。これが、今の日本の宗教に対するモラルな
のかもしれない。
赤崎地区の 3.11 は、数百の灯籠を灯し、書
かれた文字「報恩謝徳」を浮かびあがらせよう
というもの。灯籠のフレームは昨年暮れからつ
くり始め、今、神戸でも学生たちが和紙と筆に

と向き合って今を生きようとしている人たちが、
そのよりどころとして、互いのこころを繋げる
観音さまを必要としているのに、それを阻止す
る根拠ある理由があるのだろうか。
岡山のハンセン病療養所邑久光明園は国立で
ある。国の土の上に寺町があり、さまざまな宗

向き合い、
「報恩謝徳」をなぞっている。
突然の津波で、明日を考える時間を一瞬にし
て奪われてしまったことから、感謝を持って立
ち上がる赤崎の人たちの姿勢に、私たちはつい
ていくのが精一杯だ。被災した方々の上に、慰
めと、癒しが与えられるよう祈ります。

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）

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627
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東日本大震災からの復興を支えよう

宮古ショップ 報告
8 月より東日本大震災からの復興を支える目的で、宮古圏域で活動
している福祉施設・作業所で構成されている「いきいきフェア実行
委員会」の製品を、賀川記念館 4 階ミュージアムで「宮古ショップ」
として販売を始めました。取り扱い製品は、11 施設 60 種類を越え
ています。秋には次のように７回のイベントで委託販売をしていた
だき多くの売上を得ることができました。さまざまな方のご協力に
より１月末までの合計は 404,200 円となり全額送金いたしました。
特に乾しいたけは入荷するとすぐに完売する人気商品ですが、本
年度分は取扱終了ということで、次回の入荷はまだまだ先のようです。
また、自家焙煎のコーヒー豆も香り豊かで大変おいしく、100ｇとお
求めやすい量ですので是非お試しください。

賀川記念館 賛助会から

賀川記念館賛助会ご継続のお願い

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 12 月から 2012 年 2 月までの報告をさせていただきます。

西宮ワイズメンズクラブ

協 力：

10 月 10 日（祝） 第 4 回ふれあいネットワークフェスティバル
（販売担当：西宮ワイズメンズクラブ）

賛助会費

582,305 円

クリスマス献金

318,432 円

真愛ホーム・友愛幼児園寄付金 21,0000 円
総合計

10 月 16 日（日） 西宮 YMCA カーニバル
10 月 16 日（日） 西神戸 YMCA ワイワイまつり
11 月 03 日（祝） 甲子園二葉幼稚園バザー
11 月 03 日（祝） 一麦保育園バザー

250,000 円

寄付金

1,171,737 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。

11 月 03 日（祝） 須磨教会バザー
11 月 06 日（日） 賀川記念館フェスティバル
11 月 27 日（日） 神戸雲内教会バザー
写真左：賀川記念館フェスティバルでの販売の様子
写真右：賀川記念館ミュージアムでの宮古ショップ

あの震災、津波から 1 年が経とうとしています。今いっしょにやらせてもらっている「い
きいきフェアー実行委員会」事務局、
ＳＥＬＰわかたけの昆野香代子さんから、報告を送って
いただきました。一部を掲載します。
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。

tel ：078-221-3627
fax：078-221-0810

賛助（団体）：
イースター式典社
雲柱社

鳥船商店

神戸中央法律事務所

財団法人

賛助（個人）
原崎涼子 岩切幸子 土井哲也 池本正人 保野恵子 檜山秋彦
糸原由美子 中村澄江 上井香代 梅村貞造 吉山修平 李善恵
中村三郎 磯前則光 石田規矩子 田中梅三郎 前田武男 川口
昭次 服部栄 友貞安三郎 友貞澄 村田光恵 阿部洋子 古賀
邦雄 山本裕子 大村綾 宮崎操 冨士本利子 岩橋恵子 木村
量好 西脇美代子 熊原敏栄 広崎仁一 塩見武二 遠藤梧郎
宇野稔 遠藤宏子 谷垣わきゑ 野瀬公國 岡田三枝子 太居
賢治 岡田健一 大槻信夫 川那辺康一 西良太郎 柚山きよ子
小澤幸次郎 杉山博昭 関紀美子 村岡敏子 佐々木正夫 小川
幸子 南波陽子 山口三治 大野義明 東村元嗣 福井康代
荒川聡子 沖津信子 大塚善彦 若松善英 三好長栄 渡辺賢治
道田公作 北川太一 土井哲也 河本一彦 西内芳子 石端利臣
寄付金（団体）：
和歌山県生活協同組合連合会 葺合地区更生保護女性会 真珠湾
攻撃 70 年平和合同祈祷会 神戸ユニオン教会 天国屋カフェ
青谷コープ委員会 天隣乳児保育園 ペパップ 仲上アイクリ
ニック グルーベル・ルース ㈱兵庫レンタカー ㈶神戸新聞厚
生事業団 北海道生活協同組合連合会 学校法人酪農学園 大阪
府生活協同組合連合会 神戸ＪＯＣＳ コープムービング 中央
福祉事務所 兵庫基督教協議会 カレント
寄付金（個人）：
松井俊 祐村明
眞巳 宮崎和恵
大塚善彦

匿名

芳賀順子
河原克美

二河照子
上竹勝代

桐原眞理子

梅村貞造 西義人 金川
川倉千代子 大橋弘

平井克也

クリスマス献金（団体）：
あゆみ幼稚園 社会福祉法人イエス団愛之園保育園 坂出育愛館
友愛幼児園園児・職員 日本キリスト教団松沢教会 日本基督教
団主恩教会 頌栄短期大学宗教部 親隣館保育園 関西学院宗教
活動委員会 社会福祉法人イエス団一麦保育園 捜真女学校高等
学部・中学校
クリスマス献金（個人）：
井塚栄子 吉山修平 粕谷典
川口昭次 堤久子
田中寛 河谷里美
坂本充

前田武男

造田由美 阿部洋子
河谷保 山口あい子

坂本マリ子

鵜沢米子

宮田忍

中山喜統

本城智子

上内鏡子 山口則子
黒田絢 有馬百合子
大槻信夫

磯部卓三

真愛ホーム寄付（個人）：
竹谷俊彦 田中桂子 原田照子
友愛幼児園寄付（個人）：
柚山きよ子 吉田敦子
書籍寄贈：
クラウディア・ジュノン・山本
加藤孝

大見英明

学校法人甲南学園

酪農学園

笹川米紀子

物品寄贈：
北田合名会社北田和彦

森脇毅

2011 年 12 月 1 日〜 2012 年 2 月 29 日現在（敬称略・順不同）
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日頃は、賀川記念館の活動にご理解、ご協力いただき心より感謝
いたします。さて、新年度も引き続き賛助会員として賀川記念館の
活動をお支えいただきたく、お願いとご案内をさせていただきます。
つきましては、同封の振込用紙にて、会費をお納めいただければ幸
いです。皆さまのご健勝を心よりお祈り申しあげます。
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

2011 年度賀川記念館 賛助会名簿
賛助（団体）：
JF グループ兵庫水産政策協議会 青谷 4 丁目町内会 イースター
式典社 財団法人雲柱社 NPO 法人エンジェルズアーク
㈲エムケーテック
オリジン電気商事 ㈱ 共栄火災海上保険㈱
神戸中央法律事務所 株式会社コープエイシス 神視保育園
鳥船商店 日本食研ホールディングス ㈱ ぶどうの木保育園
明治学院同窓会兵庫県支部
賛助（個人）：
Stig Lindberg 赤本公孝 阿部洋子 荒内直子 荒川聡子 粕谷
典 池昭一 池本正人 石田規矩子 石端利臣 磯部浩二 磯部
卓三 磯前則光 市本利恵子 糸原由美子 稲田愛子 井上幸代
井上耕作 井上淳信 今井義雄 今井牧夫 今福昌代 岩切幸子
岩橋恵子 上野みづほ 梅村貞造 牛尾宏 宇野稔 遠藤梧郎
遠藤宏子 袁根様 太居賢治 太田明子 大谷美和子 大塚善彦
大槻信夫 大西和夫 大野義明 大村綾 大本勝代 岡田健一
岡田三枝子 岡田周子 小川幸子 小川澄三 沖津信子 小澤温
荻野基行 小澤幸次郎 片岡實 加藤鉄三郎 金井信一郎 上井
香代 上内英子 上内鏡子 加山久夫 刈谷雅夫 川井ふみ子
川口昭次 川倉千代子 河谷保 河谷里美 川那辺康一 河本
川原克美 北川太一 木村正英 木村量好 金鐘才 金麟国
熊原敏栄 公文康 栗山究 黒岩真司 黒田絢 古賀邦雄 児島
若菜 児島隆介 児玉浩樹 小西孝蔵 小林郁雄 近藤孝子
近藤良子 権藤久喜 齊藤宏 斉藤勉 阪本憲司 佐川英美
先﨑伍郎 櫻井義一 佐々木正夫 貞永慶子 佐藤悦子 重元勝
塩見武二 師玉健男 品田充儀 正垣博詞 正垣和江 杉野峰雄
杉山博昭 住友一英 住友勝子 関紀美子 泰井綏子 高田幸子
高梨佳子 武井博子 竹内栄子 田中寛 田中道子 田中梅三郎
谷垣わきゑ 近松文子 土屋長子 寺沢章子 寺島茂 土井哲也
富岡康 友貞安太郎 友貞澄 友田洋子 豊永敏久 中井福美
中田道隆 中村光夫 中村三郎 中村澄江 中山淳 名越信次
南波陽子 西内芳子 西垣光代 西良太郎 西脇美代子 野瀬
公國 元正章 波多野茂弥 服部栄 馬場一郎 原利治 早川
富美子 原崎涼子 原田昌子 原田照子 原田芳子 東村元嗣
平木是 久川正博 檜山秋彦 平林喜博 広崎仁一 広瀬義昭
福井康代 藤本重美 冨士本利子 藤原加寿子 古河憲子 前田
武男 堀俊朗 正木紀通 松井務 松實芙佐子 松元節子 道田
公作 宮崎操 宮崎和恵 宮下忍 宮田忍 宮本牧子 三好長栄
村岡敏子 村田光恵 村山盛嗣 森下美代子 森田弘子 森本
芙紗子 保野恵子 山口あい子 山口則子 山口政紀 山口三治
山口洋子 山口洋介 大和慎吾 山本裕子 祐村明 柚山きよ子
横山直子 吉岡康榮 吉岡正勝 吉田多佳子 吉村毅 吉本浩三
吉山修平 吉川俊子 米満弘 李善惠 ルース・グルーベル
若松善英 渡辺賢治 渡部美津江（敬称略・順不同）

※2011 年 4 月 1 日〜2012 年 2 月 29 日の間に賛助会費をお納めいただいた方々
です。十分確認しておりますが、誤り等ございましたらお知らせいただきたくお
願い申し上げます。
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賀川ハル展 5 月 5 日開催
レント・受難週の祈りの集いご案内

教会には、一般的な西暦カレンダーと教会のカレンダーがあります。
教会のカレンダーは教会歴といい、キリスト教の救い主であるイエ
ス・キリストが生まれる日より 4 週間前から教会歴が始まります。
現在は、キリストが十字架の道を歩み十字架刑によって死んでし
まうまでの「レント ( 四旬節、大斎節、受難節など )」と言います。
日曜日をのぞく 40 日で、今年は、2 月 22 日 ( 水 ) から 4 月 7 日 ( 土 )
となります。

最後の週は、受難週 (Semana Santa, Holy Week) と呼び、イエス
が十字架にかかる道のりを具体的にたどりつつ、祈りを捧げる伝統
となっています。そして日曜日は、イースター ( 復活際 ) です。
この季節に、教会では特別な祈りの会を予定しています。

4 月 1 日 ( 日 ) 10：45〜棕櫚の主日礼拝
イエスが聖地エルサレムに凱旋する記念の日。この日から着実に十字架への道を辿ることになる。
4 月 5 日 ( 木 ) 19：00〜洗足木曜日祈祷会
場所：日本基督教団 岡本教会 ( 阪急岡本駅南側 線路沿い徒歩 5 分 )
イエスが 12 人の弟子たちと共に最後の食事をした。ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の場面にあたる。
食事の前に、弟子の足を洗い「仕える」ことの本質を示した。
この日、イスカリオテのユダに裏切りを受け、イエスが捕らえられた。
4 月 6 日 ( 金 ) 18：00〜受難日祈祷会
イエスが十字架上で死んだ日。
4 月 8 日 ( 日 )10：45〜 イースター礼拝
イエスが復活した日。この出来事がキリスト教信仰の始まりとなっています。
※ご興味のある方はお越し下さい。
日本基督教団 神戸イエス団教会 tel 078(251)4870

今年は、賀川豊彦とともに社会改善運動を行った彼の妻、賀川ハルの
没後 30 年に当たります。5 月 5 日が御命日です。賀川記念館では、5
月 5 日に彼女の功績（ハルがいなかったら、賀川の活動は出来なかっ
たと言われています）を顕彰する事を目的として、賀川ハル展を開催
致します。
賀川ハルは、豊彦と同じ年の 1888 年生まれです。豊彦先生は 1960
年に亡くなられましたが、ハルさんはその後 22 年間、豊彦先生の残
された数々の事業を引き継ぎ、賀川記念館を運営している社会福祉法
人イエス団や、東京の雲柱社の理事長などの役割を担ってこられ、
1982 年 94 才で天に召されるまで現役で活躍されました。
賀川記念館の語り部（17 人）の皆さんが 1 年かけて賀川ハルの活動
の研究をされています。その研究発表会を中心に、映画会や、展示会
を行う賀川ハル展を開催致します。これまで、賀川豊彦の研究は沢山
有りますが、ハルについての研究は大変めずらしい事です。
豊彦とハルとその仲間たちの活動は、大変厳しい経済状況、厳しい生
活環境の中で行われましたので、家庭を守るハルさんにかかる負担は
大変でした。そんな中で懸命に生きたすばらしい一人の女性の奮闘ぶ
りを皆さんにお知らせ致したいと思います。

＜賀川ハル展＞
日時：2012 年 5 月 5 日（土・祝） 10：00〜15：00
場所：賀川記念館 4 階ホール、研究室
第1部
10：00〜12：00

映画『死線を越えて』上映

第2部
13：00〜15：00
語り部による『研究発表会』
1、豊彦の同労者としてのハルについて
2、文化人としてハルについて
3、大蔵大臣としてのハルについて
4、ハルは女性として幸せだったか？
展示
賀川ハルの写真
賀川ハルの著作等
ご参加はお名前、ご連絡先を賀川記念館までお知らせください。
( 先着 100 名様 ) 入館料：大人 300 円：小人 100 円
お申し込みをお待ちしております。
賀川記念館 tel 078-221-3627 fax 078-221-0810
mail office@core100.net

賀川記念館の歩み
2011 年
12 月
02（金）ＰＨＤ協会研修（来館見学）
03（土）リーダーシップﾟ養成研修会、アジア学院報告会（会館利用）
06（火）語り部研究会、フェスティバル評価会
07（水）シルバーカレッジ国際部会（来館見学）
08（木）ＪＡ（来館見学）、真珠湾攻撃７０年平和合同祈祷会、
語り部研究会
09（金） 甲子園コープﾟ委員会（来館見学）、
関西学院大学（来館見学）、ナイトカフェ
10（土）チャリティーマジック（会館利用）
17（土）関西学院大学（来館見学）
20（火）コープ労働組合（来館見学）
22（木）語り部研究会
26（月）居場所づくりミーティング
2012 年
01 月
07（土）関西学院大学（来館見学）
11（水）語り部の会
12（木）さわらび診療所（来館見学）
13（金）神戸大学（来館見学）、ナイトカフェ
14（土）総合研究所「キリスト教と現代」、語り部研究会
17（火）コープﾟこうべ・宮城生協（来館見学）
18（水）吾妻地域福祉ネットワーク会議、語り部研究会
19（木）酪農学園記念礼拝奨励（賀川館長）
19（木）北海道生活協同組合連合会にて講演（賀川館長）
21（土）被爆ピアノ平和の音色コンサート
27（金）摩耶篠原ｺｰﾌﾟ委員会（来館見学）
28（土）野尻塾
29（日）総合研究所「エネルギー消費者から生産者へ」
30（月）居場所づくりミーティング
30（月）大阪府生活協同組合連合会政策討論会にて講演（賀川館長）
02 月
02（木）神戸学生センター（来館見学）
04（土）日本キリスト教海外医療協力会（会館利用）
07（火）ならコープ「国際協同組合年」研修にて講演（賀川館長）
07（火）韓国三徳教会（来館見学）
08（水）長田コープ委員会（来館見学）
09（木）日生協大阪地連「組合員理事」ブラッシュアップ研修にて講演（賀川館長）
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09（木）コープムービング（来館見学）
10（金）中央福祉事務所（来館見学）、語り部研究会、ナイトカフェ
11（土）京都生協組合活動部（来館見学）
13（月）神戸大付属明石小学校（来館見学）
14（火）コープ立花（来館見学）
15（水）尼崎近松ｺｰﾌﾟ委員会（来館見学）
20（月）キリスト教保育協議会（会館利用）
22（水）ＪＡ佐賀中央会（来館見学）
23（木）雲中小学校（来館見学）
24（金）日本生活協同組合連合会（来館見学）
25（土）徳島教団阿南支部（来館見学）
28（火）総合研究所「地域の子どもを知る」
29（水）吾妻地域福祉ネットワーク会議、語り部研究会

写真左：90 才頃ハル、上北沢の自宅で
写真右：60 才頃（同い年）のご夫婦、自宅で

記念館ミュージアム入場者数
12 月

一般 28 名

団体 042 名

行事 128 名

01 月

一般 52 名

団体 079 名

行事 205 名

合計198 名
合計336 名

02 月

一般 44 名

団体 249 名

行事 159 名

合計452 名

賀川豊彦召天52周年記念墓前集会
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今年は賀川先生が天に召されて５2周年になります。この時代に賀川精神を如何に継承すべきか

天国屋ナイトカフェ =19 弾＝
2012 年 4 月 13 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〜
4 月 13（金）に会いましょう！ 余興もあります !!
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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。)

を共に考えたいと思います。どうぞ多数ご参加下さいますようお待ちいたしております。
■と き： 2012 年 4 月 21 日（土） 午後2 時（ 雨天決行）

鳥飼慶陽先生
（番町出合いの家牧師）

■ところ： 賀川記念納骨堂 （神戸市舞子墓園内）
■テーマ： 「賀川ハルさん召天３０周年を前に」
■講 師： 鳥飼慶陽先生（番町出合いの家牧師）
☆お問い合わせは、賀川記念館事務局まで。
（電話078-221-3627）

4 21
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被爆ピアノによるピアノ・リサイタル
3 月 11 日に東北で起こった大災害の犠牲者の鎮魂と 1995 年 1.17
阪神淡路の犠牲者の鎮魂と、広島で被爆した犠牲者の鎮魂を目的と
したピアノ・リサイタルを、1 月 21 日に被爆したピアノを使わせて
もらって開催しました。
今回は、秋にも演奏して頂いて大喝采をうけられた山路洋子さんに
お願いして、
「ピアノの発達の変遷と、大作曲家バッハからシューベ

ルトまで」と題して、それぞれの歴史とその関連に付いてレクチャー
をして頂き、その上にピアノの演奏もして頂きました。参加者からは、
「すばらしいピアノの演奏と一緒に音楽の歴史を勉強することが出来
て、大変有意義な時間を持てて満足しました」と言う感想を頂けま
した。また、このような企画を行い、皆様に賀川記念館に足を運ん
で頂けるようにしたいと考えています。

ミュージック、マジック、ワーシップ、ワクワク！

Music, Magic, Worship, and Fun!

2011 年 12 月 10 日、神戸ユニオン教会主催の「マジカル・クリス
マス・コンサート」が 賀川記念館にて行われました。このイベント
ではサプライズや歌、マジック（手品）
、音楽、その他楽しい出し物
を通してクリスマスの本当の意味は何か？に注目。家族皆で楽しめ
るひとときとなりました。公演は２部構成で、午後２時からの部、
午後６時からの部が行われました。
どちらの部にも２５０名以上もの方々が来られ、マジック・エドさ
んの素晴らしい手品にびっくり！その他にも美しいハープの調べや
ピアノ演奏もありました。プログラムはまずスライドショーで始まり、
そのテーマはクリスマスの本当の意味。また、クライマックスのマ
ジック・ショーに続き、短い聖書のメッセージも語られ、来場者に
はプレゼントも配られました。このイベントを主催して頂いたのは
神戸ユニオン教会。イベントの様子は次のリンクからご覧ください：
2011 A Magical Christmas - YouTube .
http://www.youtube.com/watch?v=-b5bxqYDZmc

A Magical Christmas Concert was held by KUC at Kagawa
Memorial Hall on Dec. 10th of 2011 to discover true meaning of
Christmas with surprises, songs, magic tricks, music, and fun for the
whole family at the Kagawa Kinenkan. Two shows were held: at 2:00
p.m. and at 6:00 p.m.
Over 250 people came to both shows and were amazed by Magic
Ed's amazing tricks! Other highlights were the beautiful music on the
harp and piano. The program began with a slide presentation on what
is the meaning of Christmas and closed with a magic show climax,
brief message, and gifts for all who came. This magical event was
sponsored by the Kobe Union Church. Please watch 2011 A Magical
Christmas - YouTube to see some pictures.
http://www.youtube.com/watch?v=-b5bxqYDZmc

「天国屋カフェの実習を終えて」
関西学院大学、博士課程前期課程１年 鍋谷由美子

友愛幼児園
卒園、進級の時が来ました。友愛幼児園の卒園式は 3 月 17

私の実習は、天国屋カフェにおいて８月２０日から毎週、金・

日です。昨年は 3 月 12 日に行ったのですが、実は東日本の震

土曜日、居場所づくりのプロジェクトと天国屋カフェのお手伝

災の翌日でした。11 日当日、神戸市から地震と津波の速報が

いをしながら、目的に沿った働きをしていくことでした。その
目的とは形があってないような、
「あいまいさ」であるところ
が興味をそそるものです。まるでスピリチュアリティのように、
可視的ではないが、その影響はわかるようなものです。 まず
「子どもの居場所づくり」のほうは、特別の課外プログラムが
あり、水族館や布引の川遊びと野外の食事、バザー参加などが
ありました。また天国屋カフェは、賀川豊彦先生が一膳飯屋の
「天国屋」を作り４ヶ月営業した、その思いを受けつぐ形で
2010 年 4 月から始まっており、今ではボランティアによって
木曜から土曜日に日替わりランチメニューやコーヒー・ケーキ
が提供されています。100 年経っても影響を及ぼしている賀川
豊彦先生の思想、組織、人と人をつなぐ熱い思いを受け継いで
形にすることを試みているチャレンジ精神がありました。奉仕
者が決して多いとは言えない状況の中、奉仕者が一致している
姿に接することが出来たことは感謝でした。まさに神学を肌で
示しているのではないでしょうか。
「天国屋カフェ」で貴重な
体験をさせていただき、私は私自身と向き合いながらも、忘れ
かけていたものを思い出した感じでした。学生として久々に社
会実習をさせていただいた中で、自分の立ち位置の認識の甘さ
を知り、他の人に対しても自分に対しても大切に寄り添うこと
や神様と共に歩み喜ぶ世界を体験させていただきました。実り
多い実習にさせていただきましたことと寛容な姿勢で受け入れ
てくださった皆様に感謝申し上げます。

届きました。保護者に掲示をして、注意を促し、特にハットこ
うべにお住まいの方には警戒をお願いしました。結果、神戸へ
の影響はほとんどなかったのですが、インターネットで報告さ
れている状況を見て、恐怖を覚えました。1995 年 1 月 17 日の
感覚がよみがえりました。被害の状況がどんどん大きくなって
行きました。そんな中での昨年の卒園式でした。
悩んだ挙句、昨年の卒園式では震災・津波について触れませ
でした、というか、話せませんでした。被害が大きく大きくなっ
ていること、その先も今後の見通しも何も見えないこと、まっ
たく光が見えないこと。そんな状況で震災・津波のことを話せ
ませんでした。
今年、友愛幼児園の卒園式で、
「東日本大震災」のことを話
そうと思っています。希望を持って、東日本のみなさんのがん
ばりを覚えて、子どもたちにそのことを知ってもらうために、
今年は未来に向かって話そうと思います。
巣立っていく子どもたちにもいろいろな壁が立ちはだかるこ
とと思います。その壁を乗り越えていくためにも、この震災に
負けない人々の話をしなければならないと思っています。
「卒園、おめでとう」
友愛幼児園 園長 馬場一郎

음악과 마술 그리고 예배와 재미가 가득!
크리스마스의 진정한 의미를 생각해보는 마법의 크리스마스
콘서트가 지난 2011년 12월 10일 고베시에 있는 카가와
기념관에서 개최 되었습니다. 온가족을 위한 깜짝 이벤트, 노래, 마술
트릭, 연주, 흥미로운 이야기와 함께 참가자 모두 재미있고 의미있는
시간을 보냈습니다.
이날 콘서트는 KUC(고베 유니온 교회) 주최, 카가와 기념관
협찬으로 진행 되었는데 오후 2시와 오후 6시 공연이 있었습니다.
모두 250여명이 넘는 참가자로 공연은 성황을 이루었는데 특히 매직
에드의 놀라운 마술 트릭에 참가들은 깜짝 놀랐습니다. 하프연주와
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피아노 연주도 인상에 깊게 남는 한 장면 이었습니다. 이날
프로그램은 크리스마스의 의미를 생각해보는 슬리이드
프리젠테이션으로 시작하여 매직쇼를 클라이막스로 하여 간단한
성탄 메시지와 함께 모든 참가자들을 위한 작은 크리스마스 선물을
전달하며 막을 내렸습니다.
이날 있었던 콘서트의 일부 사진을 보시려면 유튜브에서 2011 A
Magical Christmas를 찾아보시기 바랍니다.
http://www.youtube.com/watch?v=-b5bxqYDZmc

ひなまつり餅つき大会
ドイツ料理カフェ
2 月 9 日（木）はドイツ料理カフェ !! Myriam Müller さん（左）と
Elfi Prinzing（右）さんが前の晩からコトコト準備をしました。

吾妻ふれあいのまちづくり協議会（委員長 祐村明さん）の主
催で、3 月 4 日（日）、賀川記念館 1 階入口付近で「ひなまつ
り餅つき大会」が行われました。当日は、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
たちにたくさんふるまわれ、盛大に行われました。
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小学生が賀川研究に来館！

「真珠湾攻撃から 70 年 平和を求める祈り

2 月 13 日（月）神大付属明石小学校 5 年生 75 人が賀川研究の

2 月 23 日（木）には雲中小学校 5 年生 17 人が 4 グループに分

ために来館してくれました（写真左）
。事前に調べたい事の質

かれて、同じように賀川研究に来てくれました（写真右）
。2 つ

問状を送って来て、それがどの本や資料に書かれているかを尋

の小学生は両方ともに大変しっかりと研究し、その姿は大学生
のように思える程でした。日本の将来を託す事ができる子ども
たち姿に、勇気づけられた日々でした。

ね、当日その本や資料を、朝 10 時から 15 時まで机にかじりつ
いてしっかり調べて帰りました。

緒方彰さんより書籍寄贈
緒方彰氏（神戸イエス団教会員）から蔵書の寄贈がありました。
賀川豊彦の著述、文献、キリスト教関係、その他多くの書籍を
寄贈いただきました。
その中には賀川記念館に無い貴重な書籍や賀川ハルさんの手
紙なども含まれており、今後、総合研究室で閲覧できるように
賀川記念館語り部の方にご協力いただき、現在整理中です。
ご寄贈に心より感謝いたします。

またまた感謝です !!
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太平洋の西と東で実施した徹夜祈祷会だったという。真珠湾攻撃を
防ぐために、賀川とスタンレー・ジョーンズはお互いの現場で多く
の民と共に集い、戦争を回避するために祈り合うことを実行に移し
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ご存知の通り、
阻止することはできなかったが、
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ところで、スタンレー・ジョーンズは、アシュラムの創始者。イ
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賀川記念館と神戸イエス団教会は、この呼びかけに応えて、2011
年 12 月 7 日 ( 水 ) に平和を求める合同祈祷会を開催した。祈祷会で
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クラスメイトとの写真。この写真のどこかにスタンレー・ジョーンズが
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トマス・ジョン・ヘイスティングス氏が来館
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訳されましたが、すでに絶版になっているとの事。全世界の英
語読者は、賀川豊彦の著作を読むことができない。そのため、
２０世紀の最も偉大なる日本人のキリスト者の証人が全く知ら
れなくなってきている現実がある。ヘイスティングス氏は、主

写真上：トマス・ジョン・ヘイスティングス氏
写真左：賀川記念館での話し合いの様子

な著書の「翻訳プロジェクト」を行っていきたいとのことでした。
当日は、賀川記念館研究員の方々や関係の方々にあつまってい
ただき、様々な意見交換を行い、ヘイスティングス氏の「翻訳
プロジェクト」に協力したいとの意見が出されました。今後、
この「翻訳プロジェクト」が進み、英語読者の方々に少しでも
多くの賀川豊彦の書籍を読んでいただくことを願っております。
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総合研究所プログラムの報告
「神戸の暮らしと六甲山の森林保全」
講師 高畑

総合研究所プログラムの予告
「現代社会とキリスト教 」

「地味で楽しい小水力発電所を設置しよう」

講師 木原活信 同志社大学社会学部教授

講師 古谷桂信 環境ジャーナリスト

正 神戸市建設局森林整備事務所参事（所長）

賀川記念館総合研究所が主催する連続循環セミナーは、第１回：絵

2012 年 1 月 14 日（土）木原活信さんをお招きし講演会を開催した。

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

「キリスト教を軸にして社会福祉に携わる者として、現代社会にど

からの警告」
と開催してきましたが、
第 3 回は、
2011 年 11 月 20 日
（日）

う関わるのか。
」この命題を立てて、木原活信さんは「現代社会とキ

高畑正氏をお招きし、森林をテーマに開催されました。多くの生物、

リスト教」を語られた。

植物が生息する六甲山ですが、災害防止や灘のお酒の宮水など様々

ご自身は牧師家庭の出身。炭鉱の町筑豊で育った。当時、自分と

な恩恵を私たちにもたらしてくれます。その六甲山の現状と問題を

違う世界があることを意識した。当時それが何かは分からなかったが、

神戸市の取組みを中心に説明いただきました。最近の登山ブームの

その頃から違う世界に生きる人々との関わりが始まったようだ。

賀川記念館総合研究所が主催する循環セミナーの、第 4 回は、
2012 年 1 月 29 日（日）古谷佳信氏をお招きし小水力発電という自
然エネルギーをテーマに、市民自らがつくりだす地域エネルギーの
可能性を学びました。東日本大震災で原子力発電の問題が大きく取
り上げられる中で、小水力発電とは、どういうものであるかを具体
的な事例をあげながら説明され、また、どのように進めていけばよ
いか、などを熱心に語られ、参加者からも多くの質問が飛び交い、
関心の高さをうかがえる講演会でした。

賀川記念館総合研究所では、イエス団理念委員会の協力のもと、
2011 年度は、さまざまな公開講演会を行ってきました。引き
続き 2012 年度も次のテーマを中心に、より充実した内容で公
開講演会を行って行く予定にしております。皆さま方のご参加
をお待ちしております。
①
「福祉・子ども・保育」
：
②
「地域」
：地域を知る 地域の仲間を知る
③
「差別・人権」
：労働と貧困 寄場の今 原発労働者など
④
「キリスト教」
：現代社会とキリスト教
⑤
「賀川が問いかけるもの」
：ハンセン病など

ため、六甲山への登山者は増えているとのことですが、ふだん登山

現代社会は「絆」
、人と人とのつながりを強調するが、その絆を結

やハイキングで身近かに感じている六甲山の森林保全について、知

ぶことが叶わない人たちが出てきていると木原さんは言う。それは、

られていない側面に気づかされ、環境の大切さを痛感した講演会で

現代社会が大きく変化しているために、伝統的に大切にしてきた血

現代社会とキリスト教

した。

縁 ( 家族親族 )・地縁 ( 村社会 )・社縁 ( 会社 ) という人間関係の有り

講師 劉燕子 作家、現代中国文学者

4 28

様がその変化へ応答できないでいるからだ。本来の人間社会の仕組

4 月 28（土）14 時より

みが機能せず、現代社会のひずみとなって、孤独や無縁ということ

「現代社会とキリスト教」という大枠の中で、中国の家庭教会、
信者の抵抗、信教の自由、
「０８憲章」
、中国民主化のゆくえなど、
中国の現状に照らしながらキリスト教事情を幅広く語っていい
ただく。

が深刻な現代の課題として顕著になってきたのかもしれない。
今こそ、このひずみに対して、一歩踏み出すためには、社会福祉
の役割とキリスト教的な生きる姿勢が問われている。
木原さんは、新約聖書マルコによる福音書 5 章の「悪霊に取り付
かれたゲラサの人をいやす」奇跡物語を引用しながら、悪霊に取り
付かれた人とイエスのやり取りにこそ、現代社会で無縁になってい
る者とそうでない者の関わりのヒントが隠されていると確信してお
られた。
悪霊に取り付かれた人は墓場に住む。他者と関わりを持ちたいと
切望しながらも、自らイエスに近づくことに躊躇する。そこには、
孤独な人間の複雑な心理が現わされており、現代福祉の立場にとって、

「地域の子どもを知る」
講師 神戸市立中央小学校教諭

神戸市布引中学校教諭

あえてあと一歩踏み込む勇気と希望と愛が求められる。それを実践
した人物こそイエスであると熱く語られた。

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
釜ヶ崎キリスト教協友会

今回の総合研究所プログラムは、2011 年 11 月 26 日（土）
、小柳
伸顕氏をお迎えし、
「賀川豊彦と部落差別」について学びの時を持ち
ました。2011 年９月 17 日に開催された「部落の歴史と課題」に続く、

その生き方こそがキリスト者の生き方へとつながって行くのだと
思う。

賀川記念館では、
「地域とつながる」をテーマに講演会を行っています。
今回は、2012 年 2 月 28 日（火）
「地域の子どもを知る」と題して、
大前和隆先生（神戸市立中央小学校）と三宅義範先生（神戸市立布
引中学校）にお越しいただき、学校と地域とのつながり、子どもた
ちと地域とのつながりなどをテーマにお話をいただきました。先生
方からは、それぞれの学校で行っておられる様々な取組みを紹介い
ただき、小学校では約 9 割、中学校では約 8 割弱の子どもたちが「学
校が好き」と答えているそうです。これからも地域の人たちの協力
は不可欠なもので、引き続き協力いただきたいとのことでした。

劉燕子（リュウ イェンズ）
作家、現代中国文学者、桜美林大学北東
アジア総合研究所客員研究員、神戸社会人
大学理事。
1991 年に留学生として来日し、大阪市
立大学大学院前期博士課程修了（教育学）
、
関西大学大学院前期博士課程修了（文学）
を経て、関西大学、京都外国語大学で中国
語、中国文学を教えながら（非常勤）
、日
本語と中国語のバイリンガルで著述活動に励んでいます。
著書・訳書に『黄翔の詩と詩想』
（思潮社）
、
『温故一九四二』
（中国書店）
、
『中国低層訪談録―インタビューどん底の世界』
( 集広舎）
、
『殺劫：チベットの文化大革命』( 中国書店、共訳）
、
『ケータイ』( 桜美林大学北東アジア総合研究所）
、
『私の西域、
君の東トルキスタン』
（集広舎、監修・解説）
、編著訳に『天
安門事件から「〇八憲章」へ』
（藤原書店、共著）
、
『
「私には
敵はいない」の思想』
（藤原書店、共著）があり、中国語著書
に『這条河、流過誰的前生与后世？』など多数。

差別に向き合うプログラムです。賀川豊彦の著書「貧民心理の研究」
などの中での差別的な表現について、賀川豊彦はなぜそのような表
現をしたのかを、賀川豊彦の人間理解についてもふれられながら、
小柳氏からその要因について学びました。質疑応答でもさまざまな
感想や意見がのべられました。今後も様々な示唆をいただくものと
して、差別の問題を取り上げる予定にしております。

発達障害の理解とその支援

5 26
講師 竹田契一 大阪教育大学名誉教授

5 月 26 日
（土）13 時より

現代社会とキリスト教
講師 星野正興 日本基督教団松崎教会牧師

8 25
8 月 25 日
（土）14 時より

昨年は TPP の課題が注目された。農業にとっても決して明る
い現代社会とは言えない。その中で、キリスト教の視点を持っ
て行き続けておられる星野先生に話を聞く。
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講師 神戸市立中央小学校教諭

神戸市布引中学校教諭

あえてあと一歩踏み込む勇気と希望と愛が求められる。それを実践
した人物こそイエスであると熱く語られた。

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
釜ヶ崎キリスト教協友会

今回の総合研究所プログラムは、2011 年 11 月 26 日（土）
、小柳
伸顕氏をお迎えし、
「賀川豊彦と部落差別」について学びの時を持ち
ました。2011 年９月 17 日に開催された「部落の歴史と課題」に続く、

その生き方こそがキリスト者の生き方へとつながって行くのだと
思う。

賀川記念館では、
「地域とつながる」をテーマに講演会を行っています。
今回は、2012 年 2 月 28 日（火）
「地域の子どもを知る」と題して、
大前和隆先生（神戸市立中央小学校）と三宅義範先生（神戸市立布
引中学校）にお越しいただき、学校と地域とのつながり、子どもた
ちと地域とのつながりなどをテーマにお話をいただきました。先生
方からは、それぞれの学校で行っておられる様々な取組みを紹介い
ただき、小学校では約 9 割、中学校では約 8 割弱の子どもたちが「学
校が好き」と答えているそうです。これからも地域の人たちの協力
は不可欠なもので、引き続き協力いただきたいとのことでした。

劉燕子（リュウ イェンズ）
作家、現代中国文学者、桜美林大学北東
アジア総合研究所客員研究員、神戸社会人
大学理事。
1991 年に留学生として来日し、大阪市
立大学大学院前期博士課程修了（教育学）
、
関西大学大学院前期博士課程修了（文学）
を経て、関西大学、京都外国語大学で中国
語、中国文学を教えながら（非常勤）
、日
本語と中国語のバイリンガルで著述活動に励んでいます。
著書・訳書に『黄翔の詩と詩想』
（思潮社）
、
『温故一九四二』
（中国書店）
、
『中国低層訪談録―インタビューどん底の世界』
( 集広舎）
、
『殺劫：チベットの文化大革命』( 中国書店、共訳）
、
『ケータイ』( 桜美林大学北東アジア総合研究所）
、
『私の西域、
君の東トルキスタン』
（集広舎、監修・解説）
、編著訳に『天
安門事件から「〇八憲章」へ』
（藤原書店、共著）
、
『
「私には
敵はいない」の思想』
（藤原書店、共著）があり、中国語著書
に『這条河、流過誰的前生与后世？』など多数。

差別に向き合うプログラムです。賀川豊彦の著書「貧民心理の研究」
などの中での差別的な表現について、賀川豊彦はなぜそのような表
現をしたのかを、賀川豊彦の人間理解についてもふれられながら、
小柳氏からその要因について学びました。質疑応答でもさまざまな
感想や意見がのべられました。今後も様々な示唆をいただくものと
して、差別の問題を取り上げる予定にしております。

発達障害の理解とその支援

5 26
講師 竹田契一 大阪教育大学名誉教授

5 月 26 日
（土）13 時より

現代社会とキリスト教
講師 星野正興 日本基督教団松崎教会牧師

8 25
8 月 25 日
（土）14 時より

昨年は TPP の課題が注目された。農業にとっても決して明る
い現代社会とは言えない。その中で、キリスト教の視点を持っ
て行き続けておられる星野先生に話を聞く。
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小学生が賀川研究に来館！

「真珠湾攻撃から 70 年 平和を求める祈り

2 月 13 日（月）神大付属明石小学校 5 年生 75 人が賀川研究の

2 月 23 日（木）には雲中小学校 5 年生 17 人が 4 グループに分

ために来館してくれました（写真左）
。事前に調べたい事の質

かれて、同じように賀川研究に来てくれました（写真右）
。2 つ

問状を送って来て、それがどの本や資料に書かれているかを尋

の小学生は両方ともに大変しっかりと研究し、その姿は大学生
のように思える程でした。日本の将来を託す事ができる子ども
たち姿に、勇気づけられた日々でした。

ね、当日その本や資料を、朝 10 時から 15 時まで机にかじりつ
いてしっかり調べて帰りました。

緒方彰さんより書籍寄贈
緒方彰氏（神戸イエス団教会員）から蔵書の寄贈がありました。
賀川豊彦の著述、文献、キリスト教関係、その他多くの書籍を
寄贈いただきました。
その中には賀川記念館に無い貴重な書籍や賀川ハルさんの手
紙なども含まれており、今後、総合研究室で閲覧できるように
賀川記念館語り部の方にご協力いただき、現在整理中です。
ご寄贈に心より感謝いたします。

またまた感謝です !!
12 月に写真のビンに一杯の賛助金を頂いたカレントさんから
「また一杯になったので」と言ってお届け頂きました。近所の
皆様が「入れといたで、早よ持って行っときよ」との事でした。
また、前回の記事を見て、大塚善彦さんが、お家で財布の中の
おつりを牛乳ケースにためておられた物をお持ちくださいまし
た。皆様の御心に感謝致します。大事に使わせて頂きます。
有難う御座いました。

〜賀川豊彦とスタンレー・ジョーンズの祈りを覚えて〜」
アシュラムセンターの榎本恵牧師より、イエス団常務理事の平田
羲牧師を通して、連絡を受けたのは、昨年の 8 月頃。賀川記念館館
長の賀川督明と共に、お会いする機会が与えられた。
榎本牧師は、
「賀川豊彦」(R. シェルジェン著 ) を読んで、戦前に、
賀川豊彦とスタンレー・ジョーンズがお互い交流していたことを知っ
た。何よりも榎本牧師の印象に残ったことは、真珠湾攻撃の前夜、
太平洋の西と東で実施した徹夜祈祷会だったという。真珠湾攻撃を
防ぐために、賀川とスタンレー・ジョーンズはお互いの現場で多く
の民と共に集い、戦争を回避するために祈り合うことを実行に移し
たのだった。 結果は、
ご存知の通り、
阻止することはできなかったが、
海を越え、国境を越えた祈りの力は決して小さくない。
ところで、スタンレー・ジョーンズは、アシュラムの創始者。イ
ンドに起源をもつアシュラム ( 霊的祈りの道場 ) をキリスト者の信仰
生活に紹介したことで知られている。その影響を受けて日本でもア
シュラム道場を開いたのが、榎本保郎牧師である。
さて、2011 年は、真珠湾攻撃（1941 年）から 70 年になる。榎本
牧師は、この機会に、二人に深く関係している賀川記念館とアシュ
ラムセンターが、共同で平和を求める祈りができないかと、切望し、
祈祷会を提案された。真珠湾攻撃を記念することに留まらず、東日
本大震災や原発事故の影響によって命が脅かされている現状や世界
的な経済危機など、数えきれないほど多くの課題が、平和を揺るが
す不穏な状況を反映している。今こそ、互いに平和を求めて祈る大
きな意義があると訴えられた。
賀川記念館と神戸イエス団教会は、この呼びかけに応えて、2011
年 12 月 7 日 ( 水 ) に平和を求める合同祈祷会を開催した。祈祷会で
のメッセージは、アシュラムセンター常任運営委員長である後宮
俊夫牧師が担当した。後宮俊夫牧師は、賀川とジョーンズが祈祷会
を実施していたその時、海軍兵士として船に乗り込み、真珠湾を目
指していた。この奇遇な取り合わせによって執り行われた祈祷会は、
わたしたちの歴史のページに刻まれたと言える。
「平和を祈るとき、どのような平和を求めて祈るか。それが大きな
意味をもつ」と後宮牧師は力強く語られた。90 歳を越えて、なお、
あの真珠湾攻撃の時に知らされなかった真実に向き合う姿を見た思
いだった。
70 年という区切りに、平和を求める素晴らしい機会が与えられた。

写真上：後宮俊夫牧師（アシュラムセンター常任運営委員長）
写真下：賀川豊彦が 1914〜1917 年の間、プリンストン神学校に留学した時の
クラスメイトとの写真。この写真のどこかにスタンレー・ジョーンズが
いる筈です。スタンレー・ジョーンズを識別できる方を探しております。
ご存知の方は賀川記念館までお知らせください。

トマス・ジョン・ヘイスティングス氏が来館
2012 年 1 月 31 日（火）米国のプリンストンにある Center of
Theological Inquiry「神学研究センター」の副館長並びに研究者
トマス・ジョン・ヘイスティングス氏が賀川記念館に来館され
ました。賀川豊彦の約 150 冊の著書の内、20 冊位が英語に翻
訳されましたが、すでに絶版になっているとの事。全世界の英
語読者は、賀川豊彦の著作を読むことができない。そのため、
２０世紀の最も偉大なる日本人のキリスト者の証人が全く知ら
れなくなってきている現実がある。ヘイスティングス氏は、主

写真上：トマス・ジョン・ヘイスティングス氏
写真左：賀川記念館での話し合いの様子

な著書の「翻訳プロジェクト」を行っていきたいとのことでした。
当日は、賀川記念館研究員の方々や関係の方々にあつまってい
ただき、様々な意見交換を行い、ヘイスティングス氏の「翻訳
プロジェクト」に協力したいとの意見が出されました。今後、
この「翻訳プロジェクト」が進み、英語読者の方々に少しでも
多くの賀川豊彦の書籍を読んでいただくことを願っております。
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被爆ピアノによるピアノ・リサイタル
3 月 11 日に東北で起こった大災害の犠牲者の鎮魂と 1995 年 1.17
阪神淡路の犠牲者の鎮魂と、広島で被爆した犠牲者の鎮魂を目的と
したピアノ・リサイタルを、1 月 21 日に被爆したピアノを使わせて
もらって開催しました。
今回は、秋にも演奏して頂いて大喝采をうけられた山路洋子さんに
お願いして、
「ピアノの発達の変遷と、大作曲家バッハからシューベ

ルトまで」と題して、それぞれの歴史とその関連に付いてレクチャー
をして頂き、その上にピアノの演奏もして頂きました。参加者からは、
「すばらしいピアノの演奏と一緒に音楽の歴史を勉強することが出来
て、大変有意義な時間を持てて満足しました」と言う感想を頂けま
した。また、このような企画を行い、皆様に賀川記念館に足を運ん
で頂けるようにしたいと考えています。

ミュージック、マジック、ワーシップ、ワクワク！

Music, Magic, Worship, and Fun!

2011 年 12 月 10 日、神戸ユニオン教会主催の「マジカル・クリス
マス・コンサート」が 賀川記念館にて行われました。このイベント
ではサプライズや歌、マジック（手品）
、音楽、その他楽しい出し物
を通してクリスマスの本当の意味は何か？に注目。家族皆で楽しめ
るひとときとなりました。公演は２部構成で、午後２時からの部、
午後６時からの部が行われました。
どちらの部にも２５０名以上もの方々が来られ、マジック・エドさ
んの素晴らしい手品にびっくり！その他にも美しいハープの調べや
ピアノ演奏もありました。プログラムはまずスライドショーで始まり、
そのテーマはクリスマスの本当の意味。また、クライマックスのマ
ジック・ショーに続き、短い聖書のメッセージも語られ、来場者に
はプレゼントも配られました。このイベントを主催して頂いたのは
神戸ユニオン教会。イベントの様子は次のリンクからご覧ください：
2011 A Magical Christmas - YouTube .
http://www.youtube.com/watch?v=-b5bxqYDZmc

A Magical Christmas Concert was held by KUC at Kagawa
Memorial Hall on Dec. 10th of 2011 to discover true meaning of
Christmas with surprises, songs, magic tricks, music, and fun for the
whole family at the Kagawa Kinenkan. Two shows were held: at 2:00
p.m. and at 6:00 p.m.
Over 250 people came to both shows and were amazed by Magic
Ed's amazing tricks! Other highlights were the beautiful music on the
harp and piano. The program began with a slide presentation on what
is the meaning of Christmas and closed with a magic show climax,
brief message, and gifts for all who came. This magical event was
sponsored by the Kobe Union Church. Please watch 2011 A Magical
Christmas - YouTube to see some pictures.
http://www.youtube.com/watch?v=-b5bxqYDZmc

「天国屋カフェの実習を終えて」
関西学院大学、博士課程前期課程１年 鍋谷由美子

友愛幼児園
卒園、進級の時が来ました。友愛幼児園の卒園式は 3 月 17

私の実習は、天国屋カフェにおいて８月２０日から毎週、金・

日です。昨年は 3 月 12 日に行ったのですが、実は東日本の震

土曜日、居場所づくりのプロジェクトと天国屋カフェのお手伝

災の翌日でした。11 日当日、神戸市から地震と津波の速報が

いをしながら、目的に沿った働きをしていくことでした。その
目的とは形があってないような、
「あいまいさ」であるところ
が興味をそそるものです。まるでスピリチュアリティのように、
可視的ではないが、その影響はわかるようなものです。 まず
「子どもの居場所づくり」のほうは、特別の課外プログラムが
あり、水族館や布引の川遊びと野外の食事、バザー参加などが
ありました。また天国屋カフェは、賀川豊彦先生が一膳飯屋の
「天国屋」を作り４ヶ月営業した、その思いを受けつぐ形で
2010 年 4 月から始まっており、今ではボランティアによって
木曜から土曜日に日替わりランチメニューやコーヒー・ケーキ
が提供されています。100 年経っても影響を及ぼしている賀川
豊彦先生の思想、組織、人と人をつなぐ熱い思いを受け継いで
形にすることを試みているチャレンジ精神がありました。奉仕
者が決して多いとは言えない状況の中、奉仕者が一致している
姿に接することが出来たことは感謝でした。まさに神学を肌で
示しているのではないでしょうか。
「天国屋カフェ」で貴重な
体験をさせていただき、私は私自身と向き合いながらも、忘れ
かけていたものを思い出した感じでした。学生として久々に社
会実習をさせていただいた中で、自分の立ち位置の認識の甘さ
を知り、他の人に対しても自分に対しても大切に寄り添うこと
や神様と共に歩み喜ぶ世界を体験させていただきました。実り
多い実習にさせていただきましたことと寛容な姿勢で受け入れ
てくださった皆様に感謝申し上げます。

届きました。保護者に掲示をして、注意を促し、特にハットこ
うべにお住まいの方には警戒をお願いしました。結果、神戸へ
の影響はほとんどなかったのですが、インターネットで報告さ
れている状況を見て、恐怖を覚えました。1995 年 1 月 17 日の
感覚がよみがえりました。被害の状況がどんどん大きくなって
行きました。そんな中での昨年の卒園式でした。
悩んだ挙句、昨年の卒園式では震災・津波について触れませ
でした、というか、話せませんでした。被害が大きく大きくなっ
ていること、その先も今後の見通しも何も見えないこと、まっ
たく光が見えないこと。そんな状況で震災・津波のことを話せ
ませんでした。
今年、友愛幼児園の卒園式で、
「東日本大震災」のことを話
そうと思っています。希望を持って、東日本のみなさんのがん
ばりを覚えて、子どもたちにそのことを知ってもらうために、
今年は未来に向かって話そうと思います。
巣立っていく子どもたちにもいろいろな壁が立ちはだかるこ
とと思います。その壁を乗り越えていくためにも、この震災に
負けない人々の話をしなければならないと思っています。
「卒園、おめでとう」
友愛幼児園 園長 馬場一郎

음악과 마술 그리고 예배와 재미가 가득!
크리스마스의 진정한 의미를 생각해보는 마법의 크리스마스
콘서트가 지난 2011년 12월 10일 고베시에 있는 카가와
기념관에서 개최 되었습니다. 온가족을 위한 깜짝 이벤트, 노래, 마술
트릭, 연주, 흥미로운 이야기와 함께 참가자 모두 재미있고 의미있는
시간을 보냈습니다.
이날 콘서트는 KUC(고베 유니온 교회) 주최, 카가와 기념관
협찬으로 진행 되었는데 오후 2시와 오후 6시 공연이 있었습니다.
모두 250여명이 넘는 참가자로 공연은 성황을 이루었는데 특히 매직
에드의 놀라운 마술 트릭에 참가들은 깜짝 놀랐습니다. 하프연주와
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피아노 연주도 인상에 깊게 남는 한 장면 이었습니다. 이날
프로그램은 크리스마스의 의미를 생각해보는 슬리이드
프리젠테이션으로 시작하여 매직쇼를 클라이막스로 하여 간단한
성탄 메시지와 함께 모든 참가자들을 위한 작은 크리스마스 선물을
전달하며 막을 내렸습니다.
이날 있었던 콘서트의 일부 사진을 보시려면 유튜브에서 2011 A
Magical Christmas를 찾아보시기 바랍니다.
http://www.youtube.com/watch?v=-b5bxqYDZmc

ひなまつり餅つき大会
ドイツ料理カフェ
2 月 9 日（木）はドイツ料理カフェ !! Myriam Müller さん（左）と
Elfi Prinzing（右）さんが前の晩からコトコト準備をしました。

吾妻ふれあいのまちづくり協議会（委員長 祐村明さん）の主
催で、3 月 4 日（日）、賀川記念館 1 階入口付近で「ひなまつ
り餅つき大会」が行われました。当日は、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
たちにたくさんふるまわれ、盛大に行われました。
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賀川ハル展 5 月 5 日開催
レント・受難週の祈りの集いご案内

教会には、一般的な西暦カレンダーと教会のカレンダーがあります。
教会のカレンダーは教会歴といい、キリスト教の救い主であるイエ
ス・キリストが生まれる日より 4 週間前から教会歴が始まります。
現在は、キリストが十字架の道を歩み十字架刑によって死んでし
まうまでの「レント ( 四旬節、大斎節、受難節など )」と言います。
日曜日をのぞく 40 日で、今年は、2 月 22 日 ( 水 ) から 4 月 7 日 ( 土 )
となります。

最後の週は、受難週 (Semana Santa, Holy Week) と呼び、イエス
が十字架にかかる道のりを具体的にたどりつつ、祈りを捧げる伝統
となっています。そして日曜日は、イースター ( 復活際 ) です。
この季節に、教会では特別な祈りの会を予定しています。

4 月 1 日 ( 日 ) 10：45〜棕櫚の主日礼拝
イエスが聖地エルサレムに凱旋する記念の日。この日から着実に十字架への道を辿ることになる。
4 月 5 日 ( 木 ) 19：00〜洗足木曜日祈祷会
場所：日本基督教団 岡本教会 ( 阪急岡本駅南側 線路沿い徒歩 5 分 )
イエスが 12 人の弟子たちと共に最後の食事をした。ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の場面にあたる。
食事の前に、弟子の足を洗い「仕える」ことの本質を示した。
この日、イスカリオテのユダに裏切りを受け、イエスが捕らえられた。
4 月 6 日 ( 金 ) 18：00〜受難日祈祷会
イエスが十字架上で死んだ日。
4 月 8 日 ( 日 )10：45〜 イースター礼拝
イエスが復活した日。この出来事がキリスト教信仰の始まりとなっています。
※ご興味のある方はお越し下さい。
日本基督教団 神戸イエス団教会 tel 078(251)4870

今年は、賀川豊彦とともに社会改善運動を行った彼の妻、賀川ハルの
没後 30 年に当たります。5 月 5 日が御命日です。賀川記念館では、5
月 5 日に彼女の功績（ハルがいなかったら、賀川の活動は出来なかっ
たと言われています）を顕彰する事を目的として、賀川ハル展を開催
致します。
賀川ハルは、豊彦と同じ年の 1888 年生まれです。豊彦先生は 1960
年に亡くなられましたが、ハルさんはその後 22 年間、豊彦先生の残
された数々の事業を引き継ぎ、賀川記念館を運営している社会福祉法
人イエス団や、東京の雲柱社の理事長などの役割を担ってこられ、
1982 年 94 才で天に召されるまで現役で活躍されました。
賀川記念館の語り部（17 人）の皆さんが 1 年かけて賀川ハルの活動
の研究をされています。その研究発表会を中心に、映画会や、展示会
を行う賀川ハル展を開催致します。これまで、賀川豊彦の研究は沢山
有りますが、ハルについての研究は大変めずらしい事です。
豊彦とハルとその仲間たちの活動は、大変厳しい経済状況、厳しい生
活環境の中で行われましたので、家庭を守るハルさんにかかる負担は
大変でした。そんな中で懸命に生きたすばらしい一人の女性の奮闘ぶ
りを皆さんにお知らせ致したいと思います。

＜賀川ハル展＞
日時：2012 年 5 月 5 日（土・祝） 10：00〜15：00
場所：賀川記念館 4 階ホール、研究室
第1部
10：00〜12：00

映画『死線を越えて』上映

第2部
13：00〜15：00
語り部による『研究発表会』
1、豊彦の同労者としてのハルについて
2、文化人としてハルについて
3、大蔵大臣としてのハルについて
4、ハルは女性として幸せだったか？
展示
賀川ハルの写真
賀川ハルの著作等
ご参加はお名前、ご連絡先を賀川記念館までお知らせください。
( 先着 100 名様 ) 入館料：大人 300 円：小人 100 円
お申し込みをお待ちしております。
賀川記念館 tel 078-221-3627 fax 078-221-0810
mail office@core100.net

賀川記念館の歩み
2011 年
12 月
02（金）ＰＨＤ協会研修（来館見学）
03（土）リーダーシップﾟ養成研修会、アジア学院報告会（会館利用）
06（火）語り部研究会、フェスティバル評価会
07（水）シルバーカレッジ国際部会（来館見学）
08（木）ＪＡ（来館見学）、真珠湾攻撃７０年平和合同祈祷会、
語り部研究会
09（金） 甲子園コープﾟ委員会（来館見学）、
関西学院大学（来館見学）、ナイトカフェ
10（土）チャリティーマジック（会館利用）
17（土）関西学院大学（来館見学）
20（火）コープ労働組合（来館見学）
22（木）語り部研究会
26（月）居場所づくりミーティング
2012 年
01 月
07（土）関西学院大学（来館見学）
11（水）語り部の会
12（木）さわらび診療所（来館見学）
13（金）神戸大学（来館見学）、ナイトカフェ
14（土）総合研究所「キリスト教と現代」、語り部研究会
17（火）コープﾟこうべ・宮城生協（来館見学）
18（水）吾妻地域福祉ネットワーク会議、語り部研究会
19（木）酪農学園記念礼拝奨励（賀川館長）
19（木）北海道生活協同組合連合会にて講演（賀川館長）
21（土）被爆ピアノ平和の音色コンサート
27（金）摩耶篠原ｺｰﾌﾟ委員会（来館見学）
28（土）野尻塾
29（日）総合研究所「エネルギー消費者から生産者へ」
30（月）居場所づくりミーティング
30（月）大阪府生活協同組合連合会政策討論会にて講演（賀川館長）
02 月
02（木）神戸学生センター（来館見学）
04（土）日本キリスト教海外医療協力会（会館利用）
07（火）ならコープ「国際協同組合年」研修にて講演（賀川館長）
07（火）韓国三徳教会（来館見学）
08（水）長田コープ委員会（来館見学）
09（木）日生協大阪地連「組合員理事」ブラッシュアップ研修にて講演（賀川館長）
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09（木）コープムービング（来館見学）
10（金）中央福祉事務所（来館見学）、語り部研究会、ナイトカフェ
11（土）京都生協組合活動部（来館見学）
13（月）神戸大付属明石小学校（来館見学）
14（火）コープ立花（来館見学）
15（水）尼崎近松ｺｰﾌﾟ委員会（来館見学）
20（月）キリスト教保育協議会（会館利用）
22（水）ＪＡ佐賀中央会（来館見学）
23（木）雲中小学校（来館見学）
24（金）日本生活協同組合連合会（来館見学）
25（土）徳島教団阿南支部（来館見学）
28（火）総合研究所「地域の子どもを知る」
29（水）吾妻地域福祉ネットワーク会議、語り部研究会

写真左：90 才頃ハル、上北沢の自宅で
写真右：60 才頃（同い年）のご夫婦、自宅で

記念館ミュージアム入場者数
12 月

一般 28 名

団体 042 名

行事 128 名

01 月

一般 52 名

団体 079 名

行事 205 名

合計198 名
合計336 名

02 月

一般 44 名

団体 249 名

行事 159 名

合計452 名

賀川豊彦召天52周年記念墓前集会

5/5

今年は賀川先生が天に召されて５2周年になります。この時代に賀川精神を如何に継承すべきか

天国屋ナイトカフェ =19 弾＝
2012 年 4 月 13 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〜
4 月 13（金）に会いましょう！ 余興もあります !!

4 13

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。)

を共に考えたいと思います。どうぞ多数ご参加下さいますようお待ちいたしております。
■と き： 2012 年 4 月 21 日（土） 午後2 時（ 雨天決行）

鳥飼慶陽先生
（番町出合いの家牧師）

■ところ： 賀川記念納骨堂 （神戸市舞子墓園内）
■テーマ： 「賀川ハルさん召天３０周年を前に」
■講 師： 鳥飼慶陽先生（番町出合いの家牧師）
☆お問い合わせは、賀川記念館事務局まで。
（電話078-221-3627）

4 21

3
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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
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

東日本大震災から１年

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

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

神戸大学の学生たちが支援する大船渡も間も
なく 3.11 を迎える。まだ行方のわからない人

派の寺が並び、少し離れたところには光明園家
族教会がある。納骨堂はひとつで教派や宗派を

たちの家族を想って市主催の慰霊祭は行われな
い。しかし、大船渡市赤崎公民館の周辺の人た

越えた宗教施設として造られている。
観音さまの設置を大船渡市が阻止したのでは

ちが、関わってきたボランティアとともに、慰
霊祭を持とうとしている。当初、観音さまを設

ないのであろう。確かな論議によるものではな
く、なんとなく公共空間に特定の宗教施設が

置しようと準備が始まった。
学生たちが毎月 11 日に、JR 六甲道や学内で
募金活動して集めた 40 万円と、赤崎の人たち
が捻出する 40 万円を合わせて、公民館の近く
に観音さまを設置する予定であったが、公共空
間に特定の宗教像を置くことが許されず、記念
碑となってしまいそうだ。どうかしている。死

あっては不味いだろう、という結果だと想像す
る。これが、今の日本の宗教に対するモラルな
のかもしれない。
赤崎地区の 3.11 は、数百の灯籠を灯し、書
かれた文字「報恩謝徳」を浮かびあがらせよう
というもの。灯籠のフレームは昨年暮れからつ
くり始め、今、神戸でも学生たちが和紙と筆に

と向き合って今を生きようとしている人たちが、
そのよりどころとして、互いのこころを繋げる
観音さまを必要としているのに、それを阻止す
る根拠ある理由があるのだろうか。
岡山のハンセン病療養所邑久光明園は国立で
ある。国の土の上に寺町があり、さまざまな宗

向き合い、
「報恩謝徳」をなぞっている。
突然の津波で、明日を考える時間を一瞬にし
て奪われてしまったことから、感謝を持って立
ち上がる赤崎の人たちの姿勢に、私たちはつい
ていくのが精一杯だ。被災した方々の上に、慰
めと、癒しが与えられるよう祈ります。

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）

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627
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fax：078-221-0810

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

office@core100.net

1

