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賀川豊彦生誕祭「賀川豊彦の協同組合と国際平和」
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賀川豊彦の活動は、3 つの大きな柱がその中心にあると言われて
います。C・P・C です。つまり、
クリスチャニティ
（宗教）
、ピース
（平和）
、
コーオペラティブス（協同組合）です。そして、
国際平和を築く為には、
協同組合の友愛の精神が必要であると考えていました。
今年は国連の定めた「国際協同組合年」です。この機に「賀川豊彦
の協同組合と国際平和」と題して、日本国際平和協会の伴武澄会長
を御招きして、ご講演を頂きます。どうぞご参集くださいますよう
お願い致します。

日 時：2012 年 7 月 16 日（祝）
15：00〜16：30
場 所：賀川記念館 4 階
メモリアルホール
参加費：500 円
お申込み：賀川記念館
tel 078-221-3627
E-mail office@core100.net

社会福祉法人・学校法人 イエス団

日本国際平和協会

伴武澄会長

「環境・エネルギー問題と協同組合」ロバート・シルジェン氏講演会
アメリカに於ける賀川豊彦生誕 100 年記念事業として 1988 年に
出筆した『賀川豊彦ー 愛と社会正義を追い求めた生涯ー』は、日本
の賀川研究者が、賀川豊彦について最も客観的な内容であると高く
評価する内容を持つ。現在、賀川豊彦と協同組合、それに環境問題に
ついて、もっとも造詣の深い存在のひとり。

日 時：2012 年 9 月 8 日（土）
開場 14:30 開演 15:00 〜 17:50
会 場：コープこうべ生活文化センター 2 階ホール
神戸市東灘区田中町 5−3−18
講 演：ロバート・シルジェン
お問合せ：賀川記念館 tel 078-221-3627

賀川記念館フェスティバル（バザー）!
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今年もやります !

2010 年度より
「賀川記念館バザー」
が、
「賀川記念館フェスティバル」
として、新しい形で再スタートしました。

2012 年、今年の国連のテーマは協同組合と持続可能なエネ
ルギーです。国連は「国際協同組合年」と「すべての人々のた
めの持続可能エネルギーの国際年」と唱って世界中の人に向け
て意識を高めてもらおうとしています。賀川記念館はこれらの
メッセージを多くの人たちに共有していただけるように、コア
100 賀川の協力を得て 40 枚のパネルをつくりました。コア
100 賀川ではそのパネルを 18 セット製作し、各地でパネル展
を開催する予定です。みなさんも是非、最寄りのパネル展に足
を運んでください。
パネルは「国連の国際年とはなにか」
「協同組合の歴史」
「現
代の協同組合運動」
「賀川豊彦たちからの問いかけ」
「今わたし
たちに求められているもの」という５つのセクションに分けて、
それぞれのメッセージを伝える内容になっています。

2012 年も、既に半分が過ぎてしまいました。このスケール
の大きなテーマを私たちの暮らしに落とし込むには、残り半年
ではとても足りるものではありません。そこで国連に、
「国際
協同組合年」を 10 年スパンの国際年テーマに押し上げ「助け
合って生きる国際の 10 年」とするよう進言しています。
最後のセクション「今わたしたちに求められているもの」で
提言しているように、住宅やエネルギーに取り組んでいくこと
は、決して一過性のものではありません。2012 年の国連テー
マはキックオフのきっかけとなります。金融経済を優先とする
一部の人々の思惑で、原発が一般市民の了承を得ずに再稼働し
ようとしているとき、市民一人ひとりの意思を尊重する協同組
合運動が、新たな市民社会構築の原動力となるよう、あなたの
積極的な参加をお願いします。

通算 46 回を数える今回も東北地方の震災支援として岩手県宮古市の
障がい者施設で作られた製品の販売、のみの市、食べ物、飲み物コー
ナー、また恒例の楽しいステージ、子どもたちのためのゲームコー
ナーなど、盛りだくさんの内容です。どうぞお越しください。
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少し先ですが、11 月 4 日（日）10 時から 15 時開催。
寄贈品も 9 月より受け付けます。

どうぞよろしくお願いいいたします。

昨年度のフェスティバル のみの市の様子

テナント募集のご案内

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

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

vol.
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考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

発行日

2012 年 6 月 20 日

発行者

賀川督明

発行所

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

社会福祉法人・学校法人 イエス団
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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
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賀川ハルの没後30年に当たる5月5日、賀川ハル展を開催致
しました。当日は、映画『死線越えて

賀川豊彦物語』の上映、

そして、賀川記念館 語り部17名が4つのテーマに分かれて賀川

ハルについての研究発表を行いました。約100名を越える多く
の方々にご来館いただきました。語り部の方々からの感想を
掲載させていただきます。

「豊彦の同労者としてのハルについて」
賀川ハルの生涯に感動、かな？
賀川ハル没後 30 年の記念にハルについての研究発表を行うことに
なった。私たちのグループは「賀川豊彦の同労者としてのハル」を
研究テーマに選んだ。ハルに対する認識は豊彦の妻、豊彦を支えた
女性という程度である。資料の中からハルの軌跡をたどった。
ごく普通の女性であったハルが豊彦と出会い、豊彦への理解を深
める中でキリスト教への信仰も深め、豊彦の妻となる。劣悪な環境
での新婚生活であったが豊彦はハルに授業を行い､後にハルは共立女
子神学校で学んでいる。豊彦により大きく成長してゆくハルの姿が
ある。社会運動家としての豊彦を支え、自らも自立し活動範囲を広
げてゆくハル。豊彦亡き後の２０余年のハルの活動を知るに至り、
ハルの人生は豊彦と共にあり、神への信頼、神の愛に支えられてい
たことが伺える。ハルの９４年の生涯から強い意志と信念を持って
生きた力強さが感じられ、私はそのことにに感動を覚えるのである。
（Ｄグループ 柳瀬啓子）

賀川記念館 賛助会から

賀川記念館の歩み

2012 年 5 月 5 日 賀川ハル展開催！

語り部の方々による賀川ハルについての研究発表が行われた。

「大蔵大臣としてのハルについて」
資料も少なく、どうなる事かと不安な門出であったが、
「賀川ハル
資料集」の収支関連を調べていく内に疑問がわき、作者の三原容子
氏にメールでお尋ねしたところ、興味深い資料を送って頂いた。また、
松沢記念館からは昭和十三年に設立された雲柱社の収支報告書の資
料も頂き、ハルの日記や豊彦の著書からお金にかかわる箇所を抜き
出すことで少しずつ形が見えてきた。当時の貨幣価値が現在ではど
うかを調べたり、ドルの価値を日銀に尋ねたりもした。記念館の資
料や、新聞の切り抜き等をフルに活用して、めでたく発表の日を迎
えることができた。賀川はハルを
「赤字の決済をする私の大蔵大臣だ」
と紹介したが、この言葉から、お互いのゆるぎない信頼が感じとれた。
ハルは豊彦の思想を理解し、その生き方に積極的に歩調をあわせ家
庭を守りながら豊彦の活動を全力で支えた。私たちはこのテーマを
通し、ハルなくしては豊彦の偉業は成し遂げられなかったと感じ、
ハルの偉大さを痛感したのである。
（Ｃグループ 光田嘉子）

2012 年
3月
1（木）〜 2（金）ペパップ フェアトレードカフェ
7（水）語り部の会
9（金）ナイトカフェ
13（火）石川県福祉事務所（来館見学）
14（水）苦楽園コープﾟ委員会（来館見学）
16（金）ひょうご暮らしの大学（来館見学）
17（土）宮古ショップユニセフ出店
22（木）大阪淀川市民生協（来館見学）
26（月）ひよどり台コープﾟ委員会（来館見学）
31（土）居場所プログラム
4月
6（金）JA 兵庫にて講演（賀川館長）
10（火）alternative Cooperative Seikatsu club（会館使用）
11（水）語り部の会
13（金）ナイトカフェ
15（日）一麦教会（賀川ウオーク）
21（土）賀川豊彦召天 52 周年記念墓前集会
コア 100 賀川例会（イエス団）
26（木）FNH12 牧師会（来館見学）
28（土）総合研究所講演会「現代社会とキリスト教」
5月
2（水）京都生協組合員理事研修（来館見学）
5（土）賀川ハル展
9（水）吾妻地域福祉ネットワーク会議（会館使用）
10（木）関西学院大学にて講演（西参事）
11（金）ナイトカフェ
14（月）ならコープにて講演（西参事）
15（火）神戸大学高尾ゼミ（来館）
17（木）関西学院大学神学部にて講演（賀川館長）
18（金）第 5 地区新任コープ委員研修会（来館見学）
20（日）全労済（来館見学）
22（火）京都生協左京行政区委員会（来館見学）
26（土）総合研究所講演会「発達障害の理解とその支援」
27（日）コモテック（来館見学）
29（火）コア 100 賀川例会（川崎重工）
30（水）大庄コープ委員会（来館見学）
記念館ミュージアム入場者数
3月

一般52 名

団体 66 名

行事 76 名

合計 194 名

4月

一般44 名

団体 27 名

行事 131 名

合計 202 名

5月

一般53 名

団体 122 名

行事 206 名

合計 381 名

賀川記念館賛助会ご入会のお願い
上：1917 年頃のハル。
左：ハル 90 才の横顔、松沢の家にて。

「文化人としてハルについて」
賀川ハルの人間形成の過程がよくわかりました。幼少時両親の愛
情を一身に受けて成長し、小学校の先生か、看護婦になりたいと思っ
ていた。しかしかなわず、
家庭の事情とはいえ 14 歳で女中奉公に出て、
16 歳〜 23 歳まで女工生活を経験する。
「若いときの苦労は買ってで
もさせよ」と諺にいわれるが、ハルは青春時代に多くの精神的・肉
体的な困難を経験しているので、その後の人生の生き方の中に遺憾
なく発揮されています。賀川が米国留学中、ハルが共立女子神学校
生活を経験できたことは、世の中には同志が居ることを体験できた
良い機会でした。3 人の子供さんを立派に育てられて、子育てに対し
ても現代に通じる示唆に富む言葉を残しておられます。賀川豊彦亡
き後、22 年間にわたって各種事業を引き継いで、次の世代にバトン
タッチされたことは、豊彦の魂と共に生きた証でしょう。賀川が願っ
ていた「日本一の女性になって」感謝しながら、生涯を終えられた
人でした。自分の成長記録を思い出す機会を与えられ、残り少ない
人生の指針を得た貴重な体験をさせて頂きました。
（A グループ 郷肥三）
右：語り部発表会が多くの人で盛況に行われました。
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賀川記念館は、賀川豊彦献身 100 年を記念して、2009 年 12 月に
新たに建て替えられました。今を生きる私たちの献身拠点として、
2010 年 4 月より活動を開始いたしました。「一人は万人のために、
万人は一人のために」を標語とし、「みなさんとともに生きる社会」
を目指して事業を進めてまいります。ぜひ、賀川記念館賛助会へご
入会くださり、記念館の働きを支えてくださいますようお願い致し
ます。
賛助会
賀川記念館の働きを支援することを目的としています。
賛助会会費
年額は下記の通りとし、一口以上、上限はありません。
個人：一口 1,000 円 団体：一口 10,000 円
会費は年度ごとの更新とします。
賛助会員入会と退会
「賀川記念館賛助会 入会申込書」に必要事項をご記入いただき、
会費を納入ください。退会される場合は事務局までご連絡ください。
賛助会費の使途
賀川記念館の諸事業に活用いたします。
賛助会費の税控除
個人の方は、所得税にかかわる寄付金控除の対象になります。
団体の方は、法人税法により「損金算入」することができま
す。領収書をご希望の方はお申し出ください。
賛助会費のお振り込み方法
郵便局：01140−8−3721 社会福祉法人イエス団 賀川記念館
銀行：三井住友 三宮支店 普通 3253938

いつも賀川記念館をお支えいただきましてありがとうございます。
2012 年 3 月 1 日から 5 月 30 日までの報告をさせていただきます。
賛助会費
508,100 円
寄付金
289,476 円
クリスマス献金
20,000 円
墓前集会献金
34,031 円
総合計
851,607 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。
賛助（団体）：
学校法人酪農学園事務局総務課 有限会社エムケーテック 社会
福祉法人こころの家族 理事長 田内 基 シバノ設備株式会社
レインボー福祉グループ 大阪よどがわ市民生協 ぶどうの木
保育園 日本食研ホールディングス株式会社 京都生協左京行政
区委員会
賛助（個人）
正垣幸一郎 相川栄蔵 宮本修男 河谷保 河谷里美 塩見武二
竹内郁夫 鳥飼慶陽 川井ふみ子 井内智子 渡辺明子 元公子
英賀康子 島津陽子 新野三四子 伊藤まゆみ 原田照子 後藤
祥子 高梨佳子 鍋谷由美子 二村摂三 本城智子 小池茂晴
山下洋美 佐藤秀男 松田聡 河崎紀子 重岡昇 藤原博史
藤原正一 岩切幸子 寺島茂 重元勝 渡部美津江 水島文子
久川正博 梅村貞造 福井香代子 上月三代司 小宮山盛昭
阿部志郎 原田照子 北川太一 島田恒 船本牧彦 奥平譲冶
八木憲一郎 片山郁子 名越信次 荒木郁子 斉藤勉 岡崎寿子
廣田重行 宮﨑操 平林喜博 岩橋恵子 山本有希子 高橋正
黒田絢 青木覚 馬場一郎 石田朋子 李善恵 中村光夫 武井
博子 徳弘圭子 嶋田輝男 児島隆介 児島若菜 中山秀美
西村風胡 西内芳子 岡田三枝子 春名義広 越牟田愛子 河原
克美 細見ユキ子 武市常雄 高橋正博 中村昌宏 大沼智得
近松文子 松永英明 吉田多佳子 秦正雄 森文子 大里昌子
竹田契一 羽根田博正 横山直実 横山葉子 成生治一 大谷
美和子 吉山修平 土井哲也 森本芙紗子 権藤久喜 今井牧夫
磯前則光 岡田三枝子 田中梅三郎 元正章 南波陽子 山口
洋介 柚山きよ子 中井福美 師玉健男 赤本公孝 檜山秋彦
古賀邦雄 杉山博昭 田中寛 田中道子 川倉千代子 武井博子
荒内直子 湧井規子 市村忠信 原利治 匿名 1 件
寄付金（団体）：
日生協関西地連 財団法人雲柱社 京都府生活協同組合連合会
京都生協労働組合 ウエスト東京ユニオンチャーチ ペパップ
神戸イエス団教会
寄付金（個人）：
水野雄二 赤本公孝 宮原亨 賀川督明 西義人 所崎旦 相戸
晴子 二河照子 劉燕子 笹川 馬場一郎
クリスマス献金（団体）： 神戸イエス団教会 なにわ教会
2012 年 3 月 1 日〜 2012 年 5 月 30 日現在（敬称略 順不同）

臨時休館のお知らせ
賀川記念館ミュージアムは、
8 月 14 日（火）
〜8 月 16 日（木）
臨時休館いたします。
天国屋カフェは、
8 月 16 日（木）
〜8 月 18 日（土）
夏期休業いたします。

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
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天国屋ナイトカフェ =22 弾＝
2012 年 7 月 13 日（金）17:30〜

（8 月のナイトカフェはありません。
）
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児童発達支援「くっく」開設
最近、よく聞く「発達障害」ということばですが、まだまだ正し
く理解されていないことも多く、周囲の誤解もあり、能力はあって
もうまく発揮できずに困っている子どもたちがたくさんいます。発
達障害はわがままや育て方によるものではありません。ですから、
子どもたちのよりよい育ちを支えるためには、それぞれの子どもの
特性に合わせた適切なかかわりと、周囲の正しい理解がとても大切
です。
社会福祉法人イエス団ではそのような現状を踏まえ、ちょっと気
になる子どものケアをはじめ、様々な発達に課題をもった就学前の
子どもたちを対象に 8 月 1 日から、児童発達支援「くっく」を開設
する予定です。
名前の由来は、子どもが言いやすく、なじみのあることばで英語
の ｢cook｣からは一人ひとりの持っている力を最大限に活かす、フラ
ンス語の「coucou」から人とのよりよい関係を築く、
「くっく（くつ）
」
から一歩一歩こつこつという願いがこめられています。
現在「くっく」開設に向け、準備をしている児童発達支援管理責任
者（言語聴覚士）の石田です。
「くっく」ともどもこれからもよろし
くお願いします。
児童発達支援管理責任者 石田朋子

「真愛くもちホーム」の開設
私ども社会福祉法人イエス団は、特別養護老人ホーム真愛ホーム
の運営を中心に各種の高齢者福祉事業を拡充し、地域の皆さまとと
もに歩んでまいりました。
この間に高齢化社会はますます進み、老老介護世帯や独居高齢者
世帯も年々増加し、終の棲家としての特別養護老人ホーム真愛ホー
ムに入居を希望される高齢者の方もますます増加しています。
この度、神戸市の認可を受け、地域小規模特養として、３ユニッ
ト（２９名）
、ショートステイ（６名）の「真愛くもちホーム」を開
設致しました。
奇しくもこの地は、賀川豊彦が１９０７年から神学を学んだ神戸
神学校があったところからすぐ山側にあり、神戸の市街地を見渡す
高台にあります。
私どものイエス団の創始者賀川豊彦の思いを今一度確認し、新た
な福祉事業を展開することがこの地域での更なる証であると考え、
今まで培ってきた高齢者事業や介護のノウハウを生かし、高齢者が
住み慣れた街で、今までの人間関係を大切にしながら生活する場と
して「真愛くもちホーム」を開設する運びとなりました。
つきましては、今までのご支援に感謝すると共に今後もより一層
のご支援ご協力をお願いいたします。
社会福祉法人イエス団 特別養護老人ホーム施設長 出上俊一

「ハルは女性として幸せだったか？」
一年余りかけて準備した語り部の発表を終えて私達は満足と充実
感でいっぱいでした。我々チームは与えられたテーマを手分けしな
がら調べるところから始めました。なかなかまとまりがつかないま
でも、年代的な「ハル」の動きや、写真入りで全体の動きをプリン
トしてストーリー性を確認していきました。みんなで観ながら、読
みながら、部分的な修正、正誤をチェックしていくうちに「ハルさん」
の世界に引き込まれていきました。

発表後、こんな事がありました。来館者の一人（ご婦人）が私達
に一枚の写真を見せてくださいました。それは卒園式のもので前列
の真ん中に優しく微笑んでいるハルさんの姿がありました。職員の
一人であったであろう若き日のご婦人「これ私です」と指さされま
した。当日は懐かしく聞いてくださったに違いありません。感謝し
ます。
「ハル」さん、あの世で語り部の発表をどのように聞いてくだ
さったのでしょうか !（Ｂグループ 山成優子）

映画『死線を越えて』の上映は 100 名を越える方々で満席になりました。

展示コーナーでは、賀川ハルのインタビュー映像や音声も流されました。

賀川豊彦召天 52 周年記念墓前集会
『賀川ハルさん召天30周年を前に』

友愛幼児園
5 月 12 日土曜日に友愛幼児園の親子遠足で、
「いちごがり」に行っ
てきました。
場所は神戸市北区の二郎です。有名な
「二郎いちご」
はとても甘くて、
おいしかったです。貸切バス大型 4 台、
マイクロバス 1 台で総勢 275 人、
大所帯で大移動でした。

神戸神学校の歴史を記した碑が、
近くにあります。

いちごはとてもおいしく、大満足でしたが、当日 5 月とは思えな
い寒さで、参加者全員いちごを食べた後は、遊ぶのも忘れてバスに
逃げ込む始末でした。
1 年ごとに「いちごがり」と「おいもほり」で、親子遠足を実施し
ています。たくさんの親子が交わり、子育ての話になり、関係がつ
ながればいいなあと思っています。大人数の遠足は準備や実施がと
子どもたちのつながりをもってもらう、大切なプログラムとして今
後も楽しく、実施していきたいと思います。

真愛くもちホーム事業概要
所在地
神戸市中央区熊内町５丁目１０−８
特別養護老人ホーム真愛ホームから北へ約１.５km
建築概要
敷地面積 ７９０．１１㎡ 鉄筋コンクリート作り３階建て
延べ床面積
１，２２９.０５㎡
入居定員 特養入居者２９名、短期入所者生活介護利用者６名
運営方法 真愛ホームのサテライト施設として運営
開設日
２０１２年４月１日
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賀川豊彦召天52周年記念墓前集会が2012年4月21日（土）、神戸
市舞子墓園にある賀川記念納骨堂前で行われました。
墓前集会を共催した、コープこうべ、神戸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、神視保育園、天隣乳児保育園、
みどり野保育園、のぞみ保育園、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、コア100賀川、賀川記念館をはじめ
多くの方々が集り、召天52周年を記念して鳥飼慶陽さん（番町出合
いの家牧師）から『賀川ハルさん召天30周年を前に』と言うテーマ
で奨励をいただきました。
先生はたくさんのブログを作っておられます。今回、「番町出合い
の家」ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/40223/ に4月22日付アップさ
れました先生のコメントを紹介させていただきます。
昨日（4 月 21 日）は、明石大橋の近くの舞子墓苑にあるイエス団
同志の墓を囲んで毎年開催される賀川豊彦を記念する野外での集い
に参加してきました。
一度も面識の無かった賀川豊彦夫妻は、
不思議なご縁で「我が青春」
でもありますが、まもなく開催予定の賀川ミュージアムにおける

ても大変なのですが、友愛幼児園の伝統的な行事として、保護者や

奨励 鳥飼慶陽さん（番町出合いの家牧師）

特別企画「賀川ハル展」
（５月５日）を前に、
「私の賀川ハルさん」を
短く語らせていただきました。
60 名余りの参加者の中に関西学院の学生さんもいて、修士論文に
ハルさんをテーマに纏める予定であることを告げられ、心熱くさせら
れました。
この美しい納骨堂は、私の在任のとき、1967 年 7 月に完成し、時
が来れば私もこの場所に収めて頂くことになっています。
ウグイスが美声をあげ、桜もまだ咲き誇り、ゆったりとしたひとと
きを過ごすことができました。帰路、我が家の近くの天隣乳児保育園・
神視保育園に立ち寄って、珈琲をご馳走になって、園内に咲く八重桜
を愛でながら、しばしお話に花が咲いて・・・。
その他の先生のブログ・・・
「賀川豊彦の魅力」http://keiyousan.blog.fc2.com/
「対話の時代 宗教・人権・部落問題」http://d.hatena.ne.jp/keiyousan/
「滝沢克己新しい対話的世界」http://d.hatena.ne.jp/keiyousan+torigai/
「総合目次」http://ameblo.jp/taiwa123/
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宮古ショップ

「ユニセフのつどい」で宮古支援を紹介
私たち県協会の活動は、まずは「知る」ことから始まり、
「できる
人ができることをできる時に」をモットーに活動に取り組んでいます。
世界の現状や子どもたちを取り巻く環境などについての学習やパネ
ル展など、さまざまな啓発・広報活動を進めています。
そのような中での記念すべき 10 回目の「ユニセフのつどい」
。毎
年のつどいでは、主に学生の国際協力団体に参加いただき、物品の
販売や活動紹介などを行っています。今回は、日頃からネットワー
ク団体としてご協力いただいている賀川記念館にも参加のお願いし
ました。
賀川記念館では東日本大震災以降、岩手県宮古市への支援グッズ
の取り扱いもされているとのこと。ユニセフのつどいでも参加の皆
さんへご紹介させていただくことにしました。当日は、会場の皆さ
んから被災地への温かい気持ちをいただきながら、ユニセフのスタッ
フが担当しました。息の長い活動として、これからもご一緒させて
いただければと思っています。
（兵庫県ユニセフ協会）

総合研究所プログラムの報告

「竹中 真 ジャズライブ」6 月 8 日 ( 金 )
ジャズライブは大盛況！ 80 人近い入場数があり、チャペルは
一杯になった。スタッフを入れると 100 人はいただろう。
竹中さんの得意とする民謡や讃美歌をジャズのリズムで演奏して
くれる。電子ピアノであるにもかかわらず、それを感じさせない。
聴衆の一人は「吸い込まれるように聴き入っていました」と後日
コメントくださった。
演奏が素晴らしいものであったこ
とは、もちろんだが、今回のジャズ
ライブに至る経緯は、不思議な力が
働いていると言っていい。天国屋
ナイトカフェの常連として支援して
くださる米田和正さんのご友人とい
うことで、冬に一度来てくださった。
そのとき、おいてあった電子ピアノ
を何気なく弾いてくださり、カフェ
の客が大感激だった。それがきっか
けとなって、6 月のジャズライブへ
と発展した。さらに、このジャズ
ライブを支えたのは、天国屋ナイト
カフェのボランティアたちであり、
神戸大学の
「ESD ボランティア育成プログラム推進ネット ぼらばん」
の学生メンバーたちの活躍にある。ボラバンのメンバーは、事前に
詳細な打ち合わせをし、場所の設定やライブの進行等、大活躍だった。
このように、 天国屋は、様々な立場の人が集まる場所として備
えられていることを一番大切にしている。その時々に応じて、様々
な分野から、様々な人たちが来てくださることがうれしい。
竹中さんは、
「機会があればまた！」と言ってくださったので、
調子に乗って、また次回も考えたい。

「現代社会とキリスト教」

〜中国民主化の課題とキリスト者の位置・役割〜

4 月 28 日 ( 土 )、劉燕子さん（現代中国文学者）による講演会を
開催した。チャペルが一杯になるほどの参加者に心配していた主催
者側も安堵し、内容も充実して盛会だったので、
「うれしい」の一言
だった。 「中国の民主化の裏側に、どのような民衆の顔が潜んで
いるのか。
」日本に住むわたしたちが、マスメディアには載らない真
実を知りたいという気持ちの表れが、この参加人数の多さだったの
ではないか。
劉燕子さんは、昨年度の「現代社会とキリスト教」講演者である
野尻武敏先生のご紹介である。劉さんの専門は現代中国文学。この
文学を通して、発展する現代中国を世界へ紹介し、また、その過程
で生み出される課題に向き合っておられる。2010 年ノーベル平和賞
を受賞した劉暁波さんの作品を紹介したり、事実上亡命している蓼
亦武さんの詩や文学を日本語で紹介したり、劉燕子さんの得意と
する文筆活動をフルに活用して、民主化運動を支援しておられる。
当日の講演では、民主化に圧力をかける政府の弾圧の脅威のもと、
キリスト教が果たす民主化運動での役割を熱く語られた。ご自身も
クリスチャンである劉さんは、講演前に「祈ってください」と一言
求められた。思わず握りしめた手はたいへん冷たく、祈る間もずっ
と涙を流しておられた。命をかけて文筆活動し、
また、
命をかけて語っ
ておられることを実感した。
今後も中国民主化に伴う様々の課題を日本から関心をもち続け
たいと胸を熱くした。

協 力：

西宮ワイズメンズクラブ

天国屋カフェ

「PEPUP CAFÉ」第 3 弾 開催
去る 33 月 2 日 ( 金 ) と 3 日 ( 土 ) の 2 日間、
「PEPUP CAFÉ( ペパップ・
カフェ )」第 3 弾が、開催された。毎回、賀川記念館の天国屋カフェ
と共催している。
このカフェの企画は、神戸大学の学生グループ PEPUP が主催して
いる。この学生グループは、フェアトレードを中心とした平和と自立
のためのパートナーシップを目指している。特に、発展途上にある諸
国の生活の安定と経済的な自立を支援する活動を行っている。
前回の第 2 弾では、参加人数が少なく、様々な反省点があったので、
今回は、何度も話し合い、実際に事前実習も盛り込んで、準備万端で
臨んだようだ。
次回の日程は決定されていないが、毎年、春と秋に 2 回行うことを
目指しているので、きっと 9 月頃には次回の「PEPUP CAFÉ」の知ら
せがあると思う。楽しみにしていよう。

フェアトレードとは、主に発展途上国の小規模な一次産品生産者や手
工芸品生産者が、生産過程や取引において不利にならないよう、様々な形で
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配慮された貿易のシステムです。世界中から運ばれてくる商品の中には、
不当な取引がなされているものがあるにも関わらず、その多くをわたした
ちは見ることができません。そこで、フェアトレードによって、作り手へ
の配慮を保障することを目指しているのです。

発達に課題のある子どもへの子育てのヒント
講師 西岡有香 大阪医科大学 LD センター

6 30
6 月 30 日（土）10:30 - 12:30

発達やことばの遅れ、不器用、他児とのコミュニケーション
がとりにくいなど、発達に課題のあるお子さんに対する具体的
な対応について、家庭での対応を中心にお話していただきます。
お子さんの年齢や状況に応じて何を、いつ、どのように教えて
いけばよいか、特に就学までに身につけたい力について学習し
ます。

現代社会とキリスト教
8 月 25 日
（土）14:00 - 16:00

8 25

昨年から TPP の課題が注目されている。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。

「発達障害の理解とその支援」

tel ：078-221-3627
fax：078-221-0810

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、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。

講師 星野正興 日本基督教団松崎教会牧師

児童発達支援「くっく」開設記念講座

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。

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

5 月 26 日（土）賀川記念館総合研究所プログラムのひとつとして、
また 8 月からの開設を目指す、児童発達支援「くっく」の開設記念
講座として、
「発達障害の理解とその支援」というテーマで大阪教育
大学名誉教授・大阪医科大学 LD センター顧問の竹田契一先生に
よる講演会を開催いたしました。講演の内容は以下の通りです。
〜発達障害は、中枢神経系の弱さにより、育て方に起因するもの
ではない。しかし、周囲からは「自分勝手」
、
「わがまま」と思われ、
母親が孤立しやすい。そのため、
母親へのサポートが必要である。また、
乳幼児期より様々な感覚の障害をもった子どもも多く、極端にべた
べたした感触を嫌う、小さい音に敏感、痛みに鈍感でけがをしても
泣かないなどがよくみられる。しかし、子どもの状態像のみにとら
われず、個々の原因に応じた個別の対応と子どもの気持ちに寄り添っ
て丁寧にかかわることが必要である。〜
私たちは発達障害の子どもたちやその保護者に対して何ができる
のか、それぞれの気持ちを受け入れ、寄り添うこと・・・。何を
大切に事業をしていくのかをしっかり見据えて、児童発達支援事業
を行っていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

愛することより大切にすることを求めたい
講師 本田哲朗 釜ケ崎ふるさとの家・フランシスコ会神父

9 月 29 日
（土）15:00-17:00

9 29

社会で小さくされ、つらい思いをしているだれかの前に立つ
とき、家族のように愛せるか、親友のように好きになれるかと、
自分に問うことは、無意味です。自分自身が大切にあつかって
もらいたいように、その人を大切にしようと態度を決める。
そのとき、互いの尊厳を認め合うかかわりが始まります。

寄場の今

（仮）

講師 大谷隆夫 釜ケ崎キリスト教協友会代表 日本キリスト教団牧師

11 月 24 日
（土）15:00 - 17:00

11 24
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いただければと思っています。
（兵庫県ユニセフ協会）

総合研究所プログラムの報告

「竹中 真 ジャズライブ」6 月 8 日 ( 金 )
ジャズライブは大盛況！ 80 人近い入場数があり、チャペルは
一杯になった。スタッフを入れると 100 人はいただろう。
竹中さんの得意とする民謡や讃美歌をジャズのリズムで演奏して
くれる。電子ピアノであるにもかかわらず、それを感じさせない。
聴衆の一人は「吸い込まれるように聴き入っていました」と後日
コメントくださった。
演奏が素晴らしいものであったこ
とは、もちろんだが、今回のジャズ
ライブに至る経緯は、不思議な力が
働いていると言っていい。天国屋
ナイトカフェの常連として支援して
くださる米田和正さんのご友人とい
うことで、冬に一度来てくださった。
そのとき、おいてあった電子ピアノ
を何気なく弾いてくださり、カフェ
の客が大感激だった。それがきっか
けとなって、6 月のジャズライブへ
と発展した。さらに、このジャズ
ライブを支えたのは、天国屋ナイト
カフェのボランティアたちであり、
神戸大学の
「ESD ボランティア育成プログラム推進ネット ぼらばん」
の学生メンバーたちの活躍にある。ボラバンのメンバーは、事前に
詳細な打ち合わせをし、場所の設定やライブの進行等、大活躍だった。
このように、 天国屋は、様々な立場の人が集まる場所として備
えられていることを一番大切にしている。その時々に応じて、様々
な分野から、様々な人たちが来てくださることがうれしい。
竹中さんは、
「機会があればまた！」と言ってくださったので、
調子に乗って、また次回も考えたい。

「現代社会とキリスト教」

〜中国民主化の課題とキリスト者の位置・役割〜

4 月 28 日 ( 土 )、劉燕子さん（現代中国文学者）による講演会を
開催した。チャペルが一杯になるほどの参加者に心配していた主催
者側も安堵し、内容も充実して盛会だったので、
「うれしい」の一言
だった。 「中国の民主化の裏側に、どのような民衆の顔が潜んで
いるのか。
」日本に住むわたしたちが、マスメディアには載らない真
実を知りたいという気持ちの表れが、この参加人数の多さだったの
ではないか。
劉燕子さんは、昨年度の「現代社会とキリスト教」講演者である
野尻武敏先生のご紹介である。劉さんの専門は現代中国文学。この
文学を通して、発展する現代中国を世界へ紹介し、また、その過程
で生み出される課題に向き合っておられる。2010 年ノーベル平和賞
を受賞した劉暁波さんの作品を紹介したり、事実上亡命している蓼
亦武さんの詩や文学を日本語で紹介したり、劉燕子さんの得意と
する文筆活動をフルに活用して、民主化運動を支援しておられる。
当日の講演では、民主化に圧力をかける政府の弾圧の脅威のもと、
キリスト教が果たす民主化運動での役割を熱く語られた。ご自身も
クリスチャンである劉さんは、講演前に「祈ってください」と一言
求められた。思わず握りしめた手はたいへん冷たく、祈る間もずっ
と涙を流しておられた。命をかけて文筆活動し、
また、
命をかけて語っ
ておられることを実感した。
今後も中国民主化に伴う様々の課題を日本から関心をもち続け
たいと胸を熱くした。

協 力：

西宮ワイズメンズクラブ

天国屋カフェ

「PEPUP CAFÉ」第 3 弾 開催
去る 33 月 2 日 ( 金 ) と 3 日 ( 土 ) の 2 日間、
「PEPUP CAFÉ( ペパップ・
カフェ )」第 3 弾が、開催された。毎回、賀川記念館の天国屋カフェ
と共催している。
このカフェの企画は、神戸大学の学生グループ PEPUP が主催して
いる。この学生グループは、フェアトレードを中心とした平和と自立
のためのパートナーシップを目指している。特に、発展途上にある諸
国の生活の安定と経済的な自立を支援する活動を行っている。
前回の第 2 弾では、参加人数が少なく、様々な反省点があったので、
今回は、何度も話し合い、実際に事前実習も盛り込んで、準備万端で
臨んだようだ。
次回の日程は決定されていないが、毎年、春と秋に 2 回行うことを
目指しているので、きっと 9 月頃には次回の「PEPUP CAFÉ」の知ら
せがあると思う。楽しみにしていよう。

フェアトレードとは、主に発展途上国の小規模な一次産品生産者や手
工芸品生産者が、生産過程や取引において不利にならないよう、様々な形で
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配慮された貿易のシステムです。世界中から運ばれてくる商品の中には、
不当な取引がなされているものがあるにも関わらず、その多くをわたした
ちは見ることができません。そこで、フェアトレードによって、作り手へ
の配慮を保障することを目指しているのです。

発達に課題のある子どもへの子育てのヒント
講師 西岡有香 大阪医科大学 LD センター

6 30
6 月 30 日（土）10:30 - 12:30

発達やことばの遅れ、不器用、他児とのコミュニケーション
がとりにくいなど、発達に課題のあるお子さんに対する具体的
な対応について、家庭での対応を中心にお話していただきます。
お子さんの年齢や状況に応じて何を、いつ、どのように教えて
いけばよいか、特に就学までに身につけたい力について学習し
ます。

現代社会とキリスト教
8 月 25 日
（土）14:00 - 16:00

8 25

昨年から TPP の課題が注目されている。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。

「発達障害の理解とその支援」

tel ：078-221-3627
fax：078-221-0810

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、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。

講師 星野正興 日本基督教団松崎教会牧師

児童発達支援「くっく」開設記念講座

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。

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

5 月 26 日（土）賀川記念館総合研究所プログラムのひとつとして、
また 8 月からの開設を目指す、児童発達支援「くっく」の開設記念
講座として、
「発達障害の理解とその支援」というテーマで大阪教育
大学名誉教授・大阪医科大学 LD センター顧問の竹田契一先生に
よる講演会を開催いたしました。講演の内容は以下の通りです。
〜発達障害は、中枢神経系の弱さにより、育て方に起因するもの
ではない。しかし、周囲からは「自分勝手」
、
「わがまま」と思われ、
母親が孤立しやすい。そのため、
母親へのサポートが必要である。また、
乳幼児期より様々な感覚の障害をもった子どもも多く、極端にべた
べたした感触を嫌う、小さい音に敏感、痛みに鈍感でけがをしても
泣かないなどがよくみられる。しかし、子どもの状態像のみにとら
われず、個々の原因に応じた個別の対応と子どもの気持ちに寄り添っ
て丁寧にかかわることが必要である。〜
私たちは発達障害の子どもたちやその保護者に対して何ができる
のか、それぞれの気持ちを受け入れ、寄り添うこと・・・。何を
大切に事業をしていくのかをしっかり見据えて、児童発達支援事業
を行っていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

愛することより大切にすることを求めたい
講師 本田哲朗 釜ケ崎ふるさとの家・フランシスコ会神父

9 月 29 日
（土）15:00-17:00

9 29

社会で小さくされ、つらい思いをしているだれかの前に立つ
とき、家族のように愛せるか、親友のように好きになれるかと、
自分に問うことは、無意味です。自分自身が大切にあつかって
もらいたいように、その人を大切にしようと態度を決める。
そのとき、互いの尊厳を認め合うかかわりが始まります。

寄場の今

（仮）

講師 大谷隆夫 釜ケ崎キリスト教協友会代表 日本キリスト教団牧師

11 月 24 日
（土）15:00 - 17:00

11 24
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児童発達支援「くっく」開設
最近、よく聞く「発達障害」ということばですが、まだまだ正し
く理解されていないことも多く、周囲の誤解もあり、能力はあって
もうまく発揮できずに困っている子どもたちがたくさんいます。発
達障害はわがままや育て方によるものではありません。ですから、
子どもたちのよりよい育ちを支えるためには、それぞれの子どもの
特性に合わせた適切なかかわりと、周囲の正しい理解がとても大切
です。
社会福祉法人イエス団ではそのような現状を踏まえ、ちょっと気
になる子どものケアをはじめ、様々な発達に課題をもった就学前の
子どもたちを対象に 8 月 1 日から、児童発達支援「くっく」を開設
する予定です。
名前の由来は、子どもが言いやすく、なじみのあることばで英語
の ｢cook｣からは一人ひとりの持っている力を最大限に活かす、フラ
ンス語の「coucou」から人とのよりよい関係を築く、
「くっく（くつ）
」
から一歩一歩こつこつという願いがこめられています。
現在「くっく」開設に向け、準備をしている児童発達支援管理責任
者（言語聴覚士）の石田です。
「くっく」ともどもこれからもよろし
くお願いします。
児童発達支援管理責任者 石田朋子

「真愛くもちホーム」の開設
私ども社会福祉法人イエス団は、特別養護老人ホーム真愛ホーム
の運営を中心に各種の高齢者福祉事業を拡充し、地域の皆さまとと
もに歩んでまいりました。
この間に高齢化社会はますます進み、老老介護世帯や独居高齢者
世帯も年々増加し、終の棲家としての特別養護老人ホーム真愛ホー
ムに入居を希望される高齢者の方もますます増加しています。
この度、神戸市の認可を受け、地域小規模特養として、３ユニッ
ト（２９名）
、ショートステイ（６名）の「真愛くもちホーム」を開
設致しました。
奇しくもこの地は、賀川豊彦が１９０７年から神学を学んだ神戸
神学校があったところからすぐ山側にあり、神戸の市街地を見渡す
高台にあります。
私どものイエス団の創始者賀川豊彦の思いを今一度確認し、新た
な福祉事業を展開することがこの地域での更なる証であると考え、
今まで培ってきた高齢者事業や介護のノウハウを生かし、高齢者が
住み慣れた街で、今までの人間関係を大切にしながら生活する場と
して「真愛くもちホーム」を開設する運びとなりました。
つきましては、今までのご支援に感謝すると共に今後もより一層
のご支援ご協力をお願いいたします。
社会福祉法人イエス団 特別養護老人ホーム施設長 出上俊一

「ハルは女性として幸せだったか？」
一年余りかけて準備した語り部の発表を終えて私達は満足と充実
感でいっぱいでした。我々チームは与えられたテーマを手分けしな
がら調べるところから始めました。なかなかまとまりがつかないま
でも、年代的な「ハル」の動きや、写真入りで全体の動きをプリン
トしてストーリー性を確認していきました。みんなで観ながら、読
みながら、部分的な修正、正誤をチェックしていくうちに「ハルさん」
の世界に引き込まれていきました。

発表後、こんな事がありました。来館者の一人（ご婦人）が私達
に一枚の写真を見せてくださいました。それは卒園式のもので前列
の真ん中に優しく微笑んでいるハルさんの姿がありました。職員の
一人であったであろう若き日のご婦人「これ私です」と指さされま
した。当日は懐かしく聞いてくださったに違いありません。感謝し
ます。
「ハル」さん、あの世で語り部の発表をどのように聞いてくだ
さったのでしょうか !（Ｂグループ 山成優子）

映画『死線を越えて』の上映は 100 名を越える方々で満席になりました。

展示コーナーでは、賀川ハルのインタビュー映像や音声も流されました。

賀川豊彦召天 52 周年記念墓前集会
『賀川ハルさん召天30周年を前に』

友愛幼児園
5 月 12 日土曜日に友愛幼児園の親子遠足で、
「いちごがり」に行っ
てきました。
場所は神戸市北区の二郎です。有名な
「二郎いちご」
はとても甘くて、
おいしかったです。貸切バス大型 4 台、
マイクロバス 1 台で総勢 275 人、
大所帯で大移動でした。

神戸神学校の歴史を記した碑が、
近くにあります。

いちごはとてもおいしく、大満足でしたが、当日 5 月とは思えな
い寒さで、参加者全員いちごを食べた後は、遊ぶのも忘れてバスに
逃げ込む始末でした。
1 年ごとに「いちごがり」と「おいもほり」で、親子遠足を実施し
ています。たくさんの親子が交わり、子育ての話になり、関係がつ
ながればいいなあと思っています。大人数の遠足は準備や実施がと
子どもたちのつながりをもってもらう、大切なプログラムとして今
後も楽しく、実施していきたいと思います。

真愛くもちホーム事業概要
所在地
神戸市中央区熊内町５丁目１０−８
特別養護老人ホーム真愛ホームから北へ約１.５km
建築概要
敷地面積 ７９０．１１㎡ 鉄筋コンクリート作り３階建て
延べ床面積
１，２２９.０５㎡
入居定員 特養入居者２９名、短期入所者生活介護利用者６名
運営方法 真愛ホームのサテライト施設として運営
開設日
２０１２年４月１日
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賀川豊彦召天52周年記念墓前集会が2012年4月21日（土）、神戸
市舞子墓園にある賀川記念納骨堂前で行われました。
墓前集会を共催した、コープこうべ、神戸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、神視保育園、天隣乳児保育園、
みどり野保育園、のぞみ保育園、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、コア100賀川、賀川記念館をはじめ
多くの方々が集り、召天52周年を記念して鳥飼慶陽さん（番町出合
いの家牧師）から『賀川ハルさん召天30周年を前に』と言うテーマ
で奨励をいただきました。
先生はたくさんのブログを作っておられます。今回、「番町出合い
の家」ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/40223/ に4月22日付アップさ
れました先生のコメントを紹介させていただきます。
昨日（4 月 21 日）は、明石大橋の近くの舞子墓苑にあるイエス団
同志の墓を囲んで毎年開催される賀川豊彦を記念する野外での集い
に参加してきました。
一度も面識の無かった賀川豊彦夫妻は、
不思議なご縁で「我が青春」
でもありますが、まもなく開催予定の賀川ミュージアムにおける

ても大変なのですが、友愛幼児園の伝統的な行事として、保護者や

奨励 鳥飼慶陽さん（番町出合いの家牧師）

特別企画「賀川ハル展」
（５月５日）を前に、
「私の賀川ハルさん」を
短く語らせていただきました。
60 名余りの参加者の中に関西学院の学生さんもいて、修士論文に
ハルさんをテーマに纏める予定であることを告げられ、心熱くさせら
れました。
この美しい納骨堂は、私の在任のとき、1967 年 7 月に完成し、時
が来れば私もこの場所に収めて頂くことになっています。
ウグイスが美声をあげ、桜もまだ咲き誇り、ゆったりとしたひとと
きを過ごすことができました。帰路、我が家の近くの天隣乳児保育園・
神視保育園に立ち寄って、珈琲をご馳走になって、園内に咲く八重桜
を愛でながら、しばしお話に花が咲いて・・・。
その他の先生のブログ・・・
「賀川豊彦の魅力」http://keiyousan.blog.fc2.com/
「対話の時代 宗教・人権・部落問題」http://d.hatena.ne.jp/keiyousan/
「滝沢克己新しい対話的世界」http://d.hatena.ne.jp/keiyousan+torigai/
「総合目次」http://ameblo.jp/taiwa123/
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賀川ハルの没後30年に当たる5月5日、賀川ハル展を開催致
しました。当日は、映画『死線越えて

賀川豊彦物語』の上映、

そして、賀川記念館 語り部17名が4つのテーマに分かれて賀川

ハルについての研究発表を行いました。約100名を越える多く
の方々にご来館いただきました。語り部の方々からの感想を
掲載させていただきます。

「豊彦の同労者としてのハルについて」
賀川ハルの生涯に感動、かな？
賀川ハル没後 30 年の記念にハルについての研究発表を行うことに
なった。私たちのグループは「賀川豊彦の同労者としてのハル」を
研究テーマに選んだ。ハルに対する認識は豊彦の妻、豊彦を支えた
女性という程度である。資料の中からハルの軌跡をたどった。
ごく普通の女性であったハルが豊彦と出会い、豊彦への理解を深
める中でキリスト教への信仰も深め、豊彦の妻となる。劣悪な環境
での新婚生活であったが豊彦はハルに授業を行い､後にハルは共立女
子神学校で学んでいる。豊彦により大きく成長してゆくハルの姿が
ある。社会運動家としての豊彦を支え、自らも自立し活動範囲を広
げてゆくハル。豊彦亡き後の２０余年のハルの活動を知るに至り、
ハルの人生は豊彦と共にあり、神への信頼、神の愛に支えられてい
たことが伺える。ハルの９４年の生涯から強い意志と信念を持って
生きた力強さが感じられ、私はそのことにに感動を覚えるのである。
（Ｄグループ 柳瀬啓子）

賀川記念館 賛助会から

賀川記念館の歩み

2012 年 5 月 5 日 賀川ハル展開催！

語り部の方々による賀川ハルについての研究発表が行われた。

「大蔵大臣としてのハルについて」
資料も少なく、どうなる事かと不安な門出であったが、
「賀川ハル
資料集」の収支関連を調べていく内に疑問がわき、作者の三原容子
氏にメールでお尋ねしたところ、興味深い資料を送って頂いた。また、
松沢記念館からは昭和十三年に設立された雲柱社の収支報告書の資
料も頂き、ハルの日記や豊彦の著書からお金にかかわる箇所を抜き
出すことで少しずつ形が見えてきた。当時の貨幣価値が現在ではど
うかを調べたり、ドルの価値を日銀に尋ねたりもした。記念館の資
料や、新聞の切り抜き等をフルに活用して、めでたく発表の日を迎
えることができた。賀川はハルを
「赤字の決済をする私の大蔵大臣だ」
と紹介したが、この言葉から、お互いのゆるぎない信頼が感じとれた。
ハルは豊彦の思想を理解し、その生き方に積極的に歩調をあわせ家
庭を守りながら豊彦の活動を全力で支えた。私たちはこのテーマを
通し、ハルなくしては豊彦の偉業は成し遂げられなかったと感じ、
ハルの偉大さを痛感したのである。
（Ｃグループ 光田嘉子）

2012 年
3月
1（木）〜 2（金）ペパップ フェアトレードカフェ
7（水）語り部の会
9（金）ナイトカフェ
13（火）石川県福祉事務所（来館見学）
14（水）苦楽園コープﾟ委員会（来館見学）
16（金）ひょうご暮らしの大学（来館見学）
17（土）宮古ショップユニセフ出店
22（木）大阪淀川市民生協（来館見学）
26（月）ひよどり台コープﾟ委員会（来館見学）
31（土）居場所プログラム
4月
6（金）JA 兵庫にて講演（賀川館長）
10（火）alternative Cooperative Seikatsu club（会館使用）
11（水）語り部の会
13（金）ナイトカフェ
15（日）一麦教会（賀川ウオーク）
21（土）賀川豊彦召天 52 周年記念墓前集会
コア 100 賀川例会（イエス団）
26（木）FNH12 牧師会（来館見学）
28（土）総合研究所講演会「現代社会とキリスト教」

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。
2012 年 3 月 1 日から 5 月 30 日までの報告をさせていただきます。
賛助会費
508,100 円
寄付金
289,476 円
クリスマス献金
20,000 円
墓前集会献金
34,031 円
総合計
851,607 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。

5月
2（水）京都生協組合員理事研修（来館見学）
5（土）賀川ハル展
9（水）吾妻地域福祉ネットワーク会議（会館使用）
10（木）関西学院大学にて講演（西参事）
11（金）ナイトカフェ
14（月）ならコープにて講演（西参事）
15（火）神戸大学高尾ゼミ（来館）
17（木）関西学院大学神学部にて講演（賀川館長）
18（金）第 5 地区新任コープ委員研修会（来館見学）
20（日）全労済（来館見学）
22（火）京都生協左京行政区委員会（来館見学）
26（土）総合研究所講演会「発達障害の理解とその支援」
27（日）コモテック（来館見学）
29（火）コア 100 賀川例会（川崎重工）
30（水）大庄コープ委員会（来館見学）
記念館ミュージアム入場者数
3月

一般52 名

団体 66 名

行事 76 名

合計 194 名

4月

一般44 名

団体 27 名

行事 131 名

合計 202 名

5月

一般53 名

団体 122 名

行事 206 名

合計 381 名

賀川記念館賛助会ご入会のお願い
上：1917 年頃のハル。
左：ハル 90 才の横顔、松沢の家にて。

「文化人としてハルについて」
賀川ハルの人間形成の過程がよくわかりました。幼少時両親の愛
情を一身に受けて成長し、小学校の先生か、看護婦になりたいと思っ
ていた。しかしかなわず、
家庭の事情とはいえ 14 歳で女中奉公に出て、
16 歳〜 23 歳まで女工生活を経験する。
「若いときの苦労は買ってで
もさせよ」と諺にいわれるが、ハルは青春時代に多くの精神的・肉
体的な困難を経験しているので、その後の人生の生き方の中に遺憾
なく発揮されています。賀川が米国留学中、ハルが共立女子神学校
生活を経験できたことは、世の中には同志が居ることを体験できた
良い機会でした。3 人の子供さんを立派に育てられて、子育てに対し
ても現代に通じる示唆に富む言葉を残しておられます。賀川豊彦亡
き後、22 年間にわたって各種事業を引き継いで、次の世代にバトン
タッチされたことは、豊彦の魂と共に生きた証でしょう。賀川が願っ
ていた「日本一の女性になって」感謝しながら、生涯を終えられた
人でした。自分の成長記録を思い出す機会を与えられ、残り少ない
人生の指針を得た貴重な体験をさせて頂きました。
（A グループ 郷肥三）
右：語り部発表会が多くの人で盛況に行われました。
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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

臨時休館のお知らせ
賀川記念館ミュージアムは、
8 月 14 日（火）
〜8 月 16 日（木）
臨時休館いたします。
天国屋カフェは、
8 月 16 日（木）
〜8 月 18 日（土）
夏期休業いたします。

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

7 13

天国屋ナイトカフェ =22 弾＝
2012 年 7 月 13 日（金）17:30〜

（8 月のナイトカフェはありません。
）
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賀川豊彦生誕祭「賀川豊彦の協同組合と国際平和」

7/ 16
9/8

賀川豊彦の活動は、3 つの大きな柱がその中心にあると言われて
います。C・P・C です。つまり、
クリスチャニティ
（宗教）
、ピース
（平和）
、
コーオペラティブス（協同組合）です。そして、
国際平和を築く為には、
協同組合の友愛の精神が必要であると考えていました。
今年は国連の定めた「国際協同組合年」です。この機に「賀川豊彦
の協同組合と国際平和」と題して、日本国際平和協会の伴武澄会長
を御招きして、ご講演を頂きます。どうぞご参集くださいますよう
お願い致します。

日 時：2012 年 7 月 16 日（祝）
15：00〜16：30
場 所：賀川記念館 4 階
メモリアルホール
参加費：500 円
お申込み：賀川記念館
tel 078-221-3627
E-mail office@core100.net

社会福祉法人・学校法人 イエス団

日本国際平和協会

伴武澄会長

「環境・エネルギー問題と協同組合」ロバート・シルジェン氏講演会
アメリカに於ける賀川豊彦生誕 100 年記念事業として 1988 年に
出筆した『賀川豊彦ー 愛と社会正義を追い求めた生涯ー』は、日本
の賀川研究者が、賀川豊彦について最も客観的な内容であると高く
評価する内容を持つ。現在、賀川豊彦と協同組合、それに環境問題に
ついて、もっとも造詣の深い存在のひとり。

日 時：2012 年 9 月 8 日（土）
開場 14:30 開演 15:00 〜 17:50
会 場：コープこうべ生活文化センター 2 階ホール
神戸市東灘区田中町 5−3−18
講 演：ロバート・シルジェン
お問合せ：賀川記念館 tel 078-221-3627

賀川記念館フェスティバル（バザー）!

99

今年もやります !

2010 年度より
「賀川記念館バザー」
が、
「賀川記念館フェスティバル」
として、新しい形で再スタートしました。

2012 年、今年の国連のテーマは協同組合と持続可能なエネ
ルギーです。国連は「国際協同組合年」と「すべての人々のた
めの持続可能エネルギーの国際年」と唱って世界中の人に向け
て意識を高めてもらおうとしています。賀川記念館はこれらの
メッセージを多くの人たちに共有していただけるように、コア
100 賀川の協力を得て 40 枚のパネルをつくりました。コア
100 賀川ではそのパネルを 18 セット製作し、各地でパネル展
を開催する予定です。みなさんも是非、最寄りのパネル展に足
を運んでください。
パネルは「国連の国際年とはなにか」
「協同組合の歴史」
「現
代の協同組合運動」
「賀川豊彦たちからの問いかけ」
「今わたし
たちに求められているもの」という５つのセクションに分けて、
それぞれのメッセージを伝える内容になっています。

2012 年も、既に半分が過ぎてしまいました。このスケール
の大きなテーマを私たちの暮らしに落とし込むには、残り半年
ではとても足りるものではありません。そこで国連に、
「国際
協同組合年」を 10 年スパンの国際年テーマに押し上げ「助け
合って生きる国際の 10 年」とするよう進言しています。
最後のセクション「今わたしたちに求められているもの」で
提言しているように、住宅やエネルギーに取り組んでいくこと
は、決して一過性のものではありません。2012 年の国連テー
マはキックオフのきっかけとなります。金融経済を優先とする
一部の人々の思惑で、原発が一般市民の了承を得ずに再稼働し
ようとしているとき、市民一人ひとりの意思を尊重する協同組
合運動が、新たな市民社会構築の原動力となるよう、あなたの
積極的な参加をお願いします。

通算 46 回を数える今回も東北地方の震災支援として岩手県宮古市の
障がい者施設で作られた製品の販売、のみの市、食べ物、飲み物コー
ナー、また恒例の楽しいステージ、子どもたちのためのゲームコー
ナーなど、盛りだくさんの内容です。どうぞお越しください。

11 4

少し先ですが、11 月 4 日（日）10 時から 15 時開催。
寄贈品も 9 月より受け付けます。

どうぞよろしくお願いいいたします。

昨年度のフェスティバル のみの市の様子

テナント募集のご案内

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

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

vol.
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備

考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）
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賀川記念館
〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627

社会福祉法人・学校法人 イエス団
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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
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