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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　271,950 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：約 31 坪・D区画：約 25.9 坪

築 年 月：2009 年 11 月

管理費等：B区画 32,550 円・D区画 27,195 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

　教会では、今年11月の収穫感謝礼拝で「フードドライブ」

という企画をしました。これは、社会的に食事の恵みにあ

ずかれない方々を覚えて、さまざまな食材（お米や缶詰な

ど）や農作物を神さまに捧げる企画です。今年は、ホーム

レス支援を行なう新生田川共生会とフードバンク関西の　

2 団体に捧げました。神さまの恵みを感謝するだけではな

く、その恵みを必要な所に届けることは、食べ物を通した

温かい交わりを深めるよい機会になります。

クリスマス礼拝 ＆ クリスマスイブ礼拝のご案内
12 月 23日 ( 日 )　10:45～　クリスマス礼拝＆祝会
12月 24日 ( 祝 )　16:00～　クリスマスイブ礼拝
　　　　　　　　インドネシア竹打楽器アンクルン演奏「竹和」

日本基督教団　神戸イエス団教会
tel　078（251）4870　または　078（221）3627

　「クリスマスおめでとうございます」そして「新年明け

ましておめでとうございます」。

　と本当にご挨拶できるのだろうか。

 沖縄愛楽園、奄美和光園、鹿児島の星塚敬愛園、熊本の

菊池恵楓園と、国立ハンセン病療養所の各自治会を、先月

お尋ねしてきたことを思い出しながら、そう思う。岡山は

長島にある邑久光明園の元看護師寮の居室で、原稿を書く

パソコンを目の前にして、そう思った。

　社会から抑圧されている人、差別を受けている人、津波

で大切なものを奪われた人、その人たちのためにイエスは

お生まれになった。そして、差別する心を持っている私の

ためにも。「メリークリスマス」。

　今年１年、国連の国際年「国際協同組合年」に賀川記念

館はブレイクした。「国際協同組合年」に賀川豊彦たちの

活動、すなわち日本の協同組合運動の原点を話してほしい

というオファーはゆうに 100 本を越えた。嬉しい悲鳴の余

波は年が明けても続き、既にいくつかのオファーをいただ

いている。

　数ある講義や講演の中で訴えてきたことは、『痛みのシェ

アー』を強めてください、ということである。賀川記念館

のキャッチフレーズ『一人は万人のために　万人は一人の

ために』の後半にあるように、痛みある『一人』に『万人』

がどのようにともに生きるのかを、一緒に考え、実践して

いきましょうと呼びかけてきた。

　イエス団のミッションステートメントは、一番にいのち

が大切にされることを挙げている。いのちを支え、大切に

するには、いのちを取り巻く環境を整えなければならない。

資本主義産業社会が日本の営みを変えてしまうまでは、い

のちを支えるために、水と向き合うこと、食料を生産する

こと、そしてエネルギーを確保すること、この３つが協同

で行なわれていた。そして豊彦たちの時代から福祉と医療

と産業が、いのちを支える大きな柱となった。そして現代、

格差や差別といった問題を解決することなしには、いのち

を支えることにはならないと課題に向き合うようになって

きた。らい予防法に関して小泉首相が談話を発表したのは、

つい 11年前、2001年のことである。水、食料、エネルギー、

医療、福祉、産業の協同に加えて、ノーマライゼイション

という意識は、今まさに形成されなければならない。

　しかし、当たり前のこととしてきた、水、食料、エネルギー

の協同が大きく崩れていることにも同時に目を向けなけれ

ばならない。水防団の活動は衰退し、水対策のインフラは

気候変動についていけずにある。3.11を体験し、エネルギー

政策は大きくシフトせざるを得ない状況だ。食料も、米以

外の農産物のほとんどの種は外国で生産され、自給率計算

を見直さなくてはならなくなっている。ちなみに京都の伝

統野菜である聖護院大根の種でさえイタリアでつくられて

いる。水、食料、エネルギーは最早、協同で取り組むもの

ではなく、お金で解決する存在となってしまった。江戸時

代まで９割の人たちが第一次産業に従事して日本の食卓を

支えていたが、今は 0.5 割まで落ち込んでいる。第二次産

業就業者も下降傾向にある。日本全体が、ものをつくるこ

とをやめて「買う人」になろうとしているのだ。

　これは誰かがつくって供給してくれることを前提として

いる。そしてその前提は揺らいでいる。国の借金が 1000

兆円を越え、私たちの蓄えを越えていくことは、ものを「買

う人」としての力を失っていくこと。そしてつくる側の地

域でも、経済発達や人口爆発で供給することができなく

なってきている。この崩れようとしているバランスの中で、

私たちは生きている。水と食料とエネルギーのバランスが

崩れていくときに、そのしわ寄せが一番弱いところに集中

してしまう。だからこそ『痛みのシェアー』が求められ、『い

のちの持続性』に向き合っていく必要があるように思う。

　消費者の協同組合と生産者の協同組合を中心に、すべて

の協同組合がともに連携してこのアンバランスに立ち向か

うときがきている。ポスト国際協同組合年の取り組みに向

けて、「クリスマスおめでとうございます」と互いに挨拶

しましょう。

天国屋ナイトカフェ=27弾＝　2013年 1月 11日（金）17:30～

年末年始のお知らせ
賀川記念館ミュージアムは、12月 28 日（金）～1月 3日（木）休館いたします。
天国屋カフェは、12月 22 日（土）～1月 9日（水）休業いたします。

日本基督教団 神戸イエス団教会
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賀川記念館の歩み
2012年
 06月
01（金）京都生協北行政区委員会（講演見学） 
02（土）近畿労金講演会（会場使用） 
05（火）柏原コープ委員会・京都生協組織政策部・朝霧コープ
　　　　委員会（講演見学） 
08（金）ナイトカフェ（ジャズライブ）
09（土）大学生協研修会（京都）で講演（賀川館長）
13（水）神大生と語り部の懇談会
14（木）葺合警察にて講演（西参事）
19（火）全労済（東京）で講演（西参事）
20（水）全労済（東京）で講演（西参事）　コープ野間（講演見学）
21（木）全労済（東京）で講演（西参事）
23（土）明治学院同窓会（会場使用）　コア 100 賀川例会（兵協連）
24（日）ウエルビーイング（来館見学） 
27（水）韓国松内（ソンネ）長老教会（講演見学） 
30（土）総合研究所講演会（西岡有香先生）　
　　　　全労済（長野）で講演（西参事） 
 07 月
03（火）全労済（講演見学） 
04（水）全労済（講演見学）
　　　　吾妻地域福祉ネットワーク会議（会場使用） 
06（金）神戸大学 ESDグループ（来館研修）　
　　　　神戸東部教会（来館見学）
07（土）全労済（講演見学） 
08（日）全労済（講演見学） 
10（火）長崎県生活協同組合連合会で講演（賀川館長） 
12（木）全労済（講演見学）　京都府生協連で講演（賀川館長）
13（金）全労済（講演見学）　ナイトカフェ 
14（土）全労済・関学榎本ゼミ・パルシステム東京労組（講演見学）
　　　　明治学院同窓会（会場使用） 
16（月）アガテファミリーチャーチ・ひまわりリーダー（講演見学）
　　　　生誕祭碑巡り　生誕祭講演会（伴武澄氏）
18（水）大阪北地区コープ委員会（講演見学） 
22（日）全労済（講演見学） 
24（火）神戸女学院留学生（講演見学）　
　　　　総合研究所講演会（和又逸也氏） 
27（金）韓国・世光（セガン）長老教会（講演見学） 
 08 月
08（水）京都生協西ブロック（講演見学） 
10（金）JA兵庫中央会で講演（西参事） 
22（水）JA長崎中央会（講演見学）　
24（金）JA兵庫中央会で講演（西参事） 
25（土）総合研究所講演会（星野正興氏） 
28（火）同志社大学で講演（賀川館長）  
 09 月
01（土）鳥取信連（来館見学）　JA兵庫南・稲美で講演（西参事）
06（木）全労済（講演見学） 
08（土）100 年シンポジウム（ロバート・シェルジェン氏講演会）
14（金）ナイトカフェ 
19（水）神戸婦人大学OB（講演見学）
　　　　九州地連組合員理事研修で講演（賀川館長） 
20（木）あかねが丘学園で講演（賀川館長） 
22（土）西宮ワイズメンズクラブ（会場使用） 
25（火）全労済（会津若松市）で講演（西参事） 
26（水）全労済（岩本市）で講演（西参事）  
29（土）全労済兵庫職員研修（講演見学）
　　　　総合研究所講演会（本田哲郎先生）
　　　　協同組合学会（同志社大学）で講演（賀川館長） 
30（日）富山県生協連で講演（賀川館長）
 10 月
01（月）コープこうべイロハ塾・上郡コープ委員会（講演見学）
03（水）JA中央会で講演（西参事） 
09（火）京都生協左京行政区委員会・コープ滋賀（講演見学）
10（水）全労済大阪（講演見学） 
11（木）全労済大阪（講演見学） 
12（金）ナイトカフェ（ブルースの夕べ）
13（土）阿南市人権教育課（講演見学） 
14（日）大学生協京滋・奈良ブロック（講演見学）
　　　　大学生協・京滋奈良で講演（賀川館長）

16（火）全労済（郡山市）で講演（西参事）
17（水）全労済（白河市）で講演（西参事）　
　　　　韓国原州高齢者生協（来館見学）
19（金）あかねが丘学園で講演（賀川館長）
20（土）総合研究所講演会（川上直哉氏） 
21（日）三菱電機労組・伊賀市柘植町自治会（講演見学） 
22（月）コープこうべ新人研修（講演見学） 
23（火）ならコープ組織運営部（講演見学） 
24（水）全労済（相双市）で講演（西参事）
25（木）全労済（福島市）で講演（西参事）
　　　　沖縄県生協連で講演（賀川館長）
26（金）　語り部の会 
29（月）コープこうべ新人研修（講演見学） 
30（火）第 4地区総代研修（講演見学） 
31（水）京都生協西ブロックで講演（西参事）
 11 月
01（木）京都生協両丹ブロック（講演見学） 
02（金）近畿労金・大阪（講演見学）　
04（日）賀川記念館フェスティバル
　　　　山梨パルシステムで講演（賀川館長） 
05（月）5館連絡協議会（鳴門） 
06（火）5館連絡協議会（鳴門） 
07（水）JAみどり塾・協同学苑で講演（西参事） 
09（金）塩瀬コープ委員会（講演見学）
　　　　ナイトカフェ（ハワイアンナイト） 
10（土）朝鮮大學校消費者生活協同組合（講演見学）
　　　　静岡県労働者福祉基金協会で講演（賀川館長）
13（火）コア 100 賀川例会（神戸 YMCA） 
14（水）鹿児島県連で講演（賀川館長）
15（木）鹿児島県連で講演（賀川館長）　全労済・神戸（講演見学）
16（金）鹿児島県連で講演（賀川館長）
17（土）千葉淑徳大学（講演見学） 
19（月）熊本県生協連で講演（賀川館長）
20（火）協同総合研究所で講演（賀川館長） 
24（土）総合研究所講演会（大谷隆夫氏） 
25（日）和歌山市民生協（講演見学） 
28（水）静岡生協連（講演見学）

　記念館ミュージアム入場者数

 06 月　一般33名　 団体 095名　行事388名　合計 516名

07月　一般48名　 団体 639名　行事178名　合計 865名

08月　一般39名　 団体 018名　 行事 091名　合計 148名

09月　一般62名　 団体 164名　 行事 116名　合計 342名

10月　一般54名　 団体 250名　 行事 088名　合計 392名

11月　一般43名　 団体 195名　 行事 131名　合計 369名

10 月から、週に 1、2日のペースで、主にミュージアムの
受付をしたり、各種研修会の準備をお手伝いしたりしてい
ます。併せて、賀川豊彦先生について本を読んだりして『勉
強』しています。どうぞよろしくお願いします。

賀川記念館の新しいスタッフ、

恵 丈一郎 （めぐみ じょういちろう）です。

出席者：有川善雄、大和田健夫、加藤鉄三郎、小池茂晴、田中美和、
二宮英喜、元公子、光田豊茂

陪席者：上内鏡子（神戸イエス団教会）、杉原陽一（友愛幼児園）、
馬場一郎（賀川記念館 副館長）、山田洋一（賀川記念館）

司会：祐村明

（順不同・敬称略 話されたことばを大切に掲載させていただきました）

祐村：定刻になりました。皆さん今日はお越しいただきありがとう
ございます。今日は久しぶりに再会致しまして、ボランティアの座
談会というのを只今から始めさせていただきたいと思います。それ
では今日お集まりいただいた、何でやねん、というところを事務局
の方から説明をいただきます。

山田：本日は、お忙しい中、お集りいただきありがとうございます。
賀川記念館の機関紙「ボランティア」が、創刊 100 号を迎えます。
その中で、それぞれの時代に賀川記念館にボランティアとして関わっ
ていただいた方々に、当時のボランティア活動がどうだったか、当
時の様子や、大変だった事、楽しかった事など、何でも結構ですので、
当時のエピソードなどをざっくばらんにお話いただければ、と思っ
ています。それから、これからの賀川記念館のボランティア活動に
期待することなどもご意見いただければと思っています。どうぞよ
ろしくお願い致します。

祐村：それでは、まず今日の出席の方々の自己紹介をしたいと思い
ますんで、まず、二宮先生からこう回りましょうか。

まずは、自己紹介と賀川記念館でのボランティア活動
について

二宮：こんばんは、お久しゅうございます。二宮英喜と申します。
祐村先生から電話をいただきまして、100 号とは知りませんで、ボ
ランティアの足跡についてみんなで語り合いたいので出てきてほし
い、ということなんで出てまいりました。本当は古山君も連れて来
たかったんですが、彼と二人で、村山先生から誘われまして。楽し
い会になりますように、よろしくお願いいたします。

祐村：今何をしていますか？

二宮：神戸 YMCA に 30 年、神戸と姫路ですね、それからその後、
イエス団に戻りまして、真愛ホームで 12 年間ですね、施設長をさせ
ていただきました、立ち上げから。だから 42 年の社会人生活を送り
ました。最初は青少年、最後は高齢者のお手伝いということになり
ます。大変恵まれた社会人生活を送らせていただきました。その後
は退職をいたしまして、6 年ぐらいになりますかね、現在は、同じ仲
間でありました特養の顧問という事で、週 2回行ってましたけれども、
もうしんどいので、月 2 回行っておりますのと、それから友人が親
和女子大の教授でありまして、彼が社会福祉士の国家試験の福祉施
設の組織と経営ということで教えに来てほしいということで、週 1
回行っております。木曜日が特養で、金曜日が女子大なので、今、
元さんが、「二宮、年取って全く昔の面影なくてびっくりした」とおっ
しゃっていました。少しでも若さを保つために女子大に出かけて、
こういった生活をしております。よろしくお願いします。

大和田：大和田と申します。関学の学生寮におりました時に、二宮

さんが 1 年先輩でおられました。竹内愛二先生の下でこういうこと
をやってるので、まあ来てみんか、ということで記念館にお誘いを
いただきました。それからというものは、学童保育の方をお手伝い
させていただいていたんですが、その頃は僕は心理学の方をやって
ましたから、実験、実験で追われて、よく教授から、「夜な夜などこ行っ
てんねん」と怒られながらしてましたけれども、その当時、カウン
セリングを加藤忍先生とか、柴田晃先生がおられて、「あなたがやっ
てる事は・・」と、さんざん皮肉られたものでした。カウンセラー
には絶対ならんぞ、と思ってたのが、関学を出てある企業の健康管理、
精神衛生管理をやったりしておりましたが、どうも誰のためにやっ
ているかという事がもうひとつわからんようになってしまって、兵
庫医大というのがその頃出来上がることになって、出来上がった後 2
年ぐらい経ってから兵庫医大の方へ行きまして、臨床心理部という
部門があったもんですから、そこで35年ぐらい仕事をしておりました。
その後定年退職をしまして、なるべく気楽に行こうと思っておった
んですけれども、兵庫医大が作った兵庫医療大学という、看護とか
リハビリとか薬学という、そういう学部のある学校があって、そこ
にちょこっと学生相談がてらに行ったり、それから大阪の方の精神
科の病院に週 2日ほど行ったりして、現在も忙しいと言えば忙しいし、
暇だと言えば暇だし、そういう日常を送っております。

加藤：加藤鉄三郎です。大和田先生と同じように忙しいと言えば忙
しいし、時間があり暇やと言えば暇でもあるのかなと思います。祐
村さんからボランティアの座談会で来てくれということで、何人ぐ
らい、どんな人が来るの、と話を聞いたら、何か 3、4人ぐらいの名前で、
そしたら今日こうして蓋開けて見たら、たくさんの人やから、自分
の話も 10分の 1か 20分の 1ぐらいで済みそうですね。というのは、
この頃、もう現役退いているので、考えることがあんまり無く話し
言葉も少しずつ遠のいていっているような。
それで、僕はボランティアというよりも元賀川記念館の職員で、開
館当初からアルバイトをさせてもらって、その後正式に職員になって、
だいたい 10 年ぐらいですかね、勤めさせてもらって。その後、教育
の方の分野に関心を持ちまして、教育といっても福祉と教育の関連
というか、関係のある学校、保育専門学校の方に行きまして、その
後短期大学の方に行って、やはり福祉、或いは幼児教育というそう
いう分野で教育の仕事を中心にしてきました。今は、神戸イエス団
教会の教会員ですので、そちらの方と賀川記念館との関係の中で、
不定期的にボランティア活動をしています。そして今 200 名山を目
指して頑張ろうと山歩きを続けています。有川さんに 200 名山の立
派な冊子を貰って、それで勧められているような感じを受けて今
ちょっと頑張ろうと思っているところです。

有川：有川善雄です。よろしくお願いします。私は 50 年前は紅顔の
美青年だった。後期高齢者になったとたんに体もがたがたとちょっ
となっておるんですが、幸いにいい友人とか同志に恵まれて、ちょ
うど賀川献身 100年が始まる 2008 年にですね、何か自分にできるこ
とはないかという事で、というのは三宮の市役所の周辺に事務所が
ずっとありまして、日曜毎に花時計の所を自転車で教会に来ていた
んですが。月に 2 回位ですね、ホームレスの兄弟たちがいっぱい並
ぶんです、200 名ぐらい、多い時は。それどこの団体がやっている
かといろいろ調べたらインドの団体だったんです。今は私はですね、
年末年始は教会が集まって、東遊園地で炊き出しとか餅つきをやっ
ている事を知っていたんですが、普段からそういう活動をやってい
ると。私はその団体に入るわけにはいかんので、個人として何かで
きることはないかと思って、2008 年から市役所の周囲に段ボールで
住んでいる兄弟たちがたくさんいたんです、それと遊園地の中にテ
ントを張って住んでいる人たち、その人たちに何とかできないかと
いうことでスタートしたんですが、おかげで幸いにいろんな同志が

ボランティア座談会 開催！
11月8日（木）賀川記念館にて、それぞれの時代にボランティ
アとして賀川記念館に関わっていただいた懐かしい方々にお集
りいただき、当時のボランティア活動がどうだったかを語って

いただきました。賀川記念館のボランティア活動の歴史を振
り返ると共に、これからの賀川記念館へ期待する貴重なご意
見をいただきました。

『ボランティア創刊100号』記念

写真（左から）有川善雄、加藤鉄三郎、大和田健夫、二宮英喜

写真（左から）大和田健夫、二宮英喜
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賀川記念館では、様々な人々の集いがあります。4階の天国屋
カフェに集まったり、教会で集まったり、研修室で集まったりと、
多種多様な人々がこの館を利用して互いの交流を行っています。
今回の紹介は、ドイツ、アメリカ、日本などの国の人たちが集
まりましたのでご紹介致します。
ドイツ人の先生を囲んで、楽しいクッキー作り。勿論ドイツの
クッキーですよ。時々集まって、クッキーを作りながら、楽し
いお喋りです。

Teachers: Elfie and Myriam from Germany teach 
international and Japanese ladies how to bake delicious 
German Christmas Cookies Class at Kagawa Memorial 
Center  on November 29, Thursday, from 1 - 4 p.m.

二宮児童館恒例のダンボール迷路を１１月８日、９日の２日間開催
しました。トライやるに来ていた中学生の協力も得て、今年度は「森
のぼうけん」をテーマに迷路を作成。たった２日間ですが、今年も
地域の保育園の子ども達、親子、一般来館児童、学童・・と総勢３
１０名とたくさんの方に御参加頂きました。中には、校区外の小学
生が親子で参加して下さった方もあり、大盛況に終える事が出来ま
した。「毎年楽しみにしていて・・」「やったー！迷路やー！」等の
声に力をもらい、毎年取り組んでいる行事のひとつです。

二宮児童館

インターナショナル 
　　　　　　クッキング グループ

天国屋カフェ

　天国屋カフェでは、9月より新しいマネージャーを迎えました。
糸原由美子さんです。賀川記念館内の友愛幼児園の職員でした
が、この度、カフェを手伝ってくださることになりました。今
後ともよろしくお願いします。（写真 下）
　また、ブログができました。http://tengokuya.blog.fc2.com/　
か、または、「天国屋カフェ　ブログ」で検索して見てください。
月に数度はアップデートします。これもボランティアの渡辺　

三千代さんが担当して
くださっています。
　秋はイベントがたく
さんあり、多くの方々
にご利用いただきまし
た。10月は、住吉中学
校と魚崎中学校の生徒
さんが「ブルースの夕
べ」を企画し、ギター
とトランペットでタッ

プリと楽しませてくれました。また、11月は、「ハワイアンナ
イト」！東灘区御影の「ジーンズ・アロハスタジオ」が、華や
かな衣装とウクレレの音色で、ゆったりと南国の旅へと誘って
くれました。食事もハワイアン！どれもみんなボランティアの
方々の協力により可能になったものばかりです。みなさんもど
うぞ、参加してください。

今後の予定
1月 11日　カナダ人ご夫妻のポップミュージック演奏
2月 08日　マジックEDの手品Show
3月 22日～23日　神戸大学学生による
　　　　　　　　　　　フェアトレードカフェ「PEPUP Café」

新しいマネージャーを迎えて、
　　　  スペシャルイベント続々と !!!

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

写真　上：ハワイアンナイト　下：ブルースの夕べ
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集められて、今年の 10 月で 4 年間になるんですが、その活動を続け
られたことが非常にありがたいなと思っておるんです。この年です
からいつまでどうなるかわかりませんけれども、助っ人として二宮
さんも当初からいろいろ協力してくれてますし、教会内外の方もい
ろいろサポートしてくれてますし、生きている間は頑張ってさせて
いただきたいなと思っておるんです。実はですね、私はその前に神
戸で生まれて神戸で育ったんですけれども、賀川先生の事近くにお
りながら、葺合区におったんですがね、全然知らんかったんですよね。
大学に入って本を読んでる時に、ここで賀川先生がこういう活動を
したという事を初めて知って、この教会に来るようになったんです。
それも55年前です。ちょうど大学の2年の時でした。そして来てびっ
くりしたんですね。来たら、高校時代の恩師がおり、祐村さんのお
姉さんも、私と高校時代同級やったんですが、おられたわけです。
それ以降ずっと教会に一応つながって、もう何にもできないんですが、
先輩たちや同僚たちの後ろ姿を見て、今日までこさせてもらったと
いう状況なんです。大学 2 年の時に賀川先生から受洗しまして、こ
こにつながっているんですが、その当時はですね、我々若かったわ
けですから、教会学校も木造のバラックやったんですが、すごく人
も集まったんです。夜、幻燈会なんかしたりね、それでもいっぱい来て、
ここの子どもたちは非常にフランクですから、言いたいことも言っ
て楽しい時を過ごしました。そんなこんなしながらきたんですが、
その間に記念館もできて、いろんな学童保育とか、いろんか教室が
当初ありました、生け花教室とか、英語教室とか、習字の教室とか。
その一つとして、たまたま英語だけは少しやったもんですから、教
室を持たしてもらうようになったんですが、私一人だけじゃなくて、
会社に同僚がいまして、松本君という同僚と一緒に会社終わった後
に来て、子どもたちといろいろ学んだという事が非常によかったな
と思っています。その中でもですね、本当によく勉強する子がたく
さんいまして、教会につながった人でね、金好美さん、金泰子さん
なんか今は、甲南大とか聖和を出られて、関東の方に居られるんで
すが、立派な生活をされている方がたくさんおるんです。それ以外
にも子どもたちの思い出はいろいろあるんですが、やっぱりこういう、
教会とつながり、記念館とつながる事によって、いろんな子どもたち、
同僚に会えた事は幸せだったなあと、今思っています。これからど
うなるかわかりませんけど、またよろしく。

小池：小池と申します。小学校 5 年の時から来るようになりました。
加藤忍先生のしている科学クラブに入っておりまして、それでこの
ボランティアの8号の表紙を飾っているのが、私と徳と言うのと、箱崎、
この 3 人でいつもいました。箱崎だけは学年がちょっと上だったん
ですが、その 3 人でいつも一緒だったんで 3 バカトリオとか言われ
てました。私は一人っ子なもんで、内気で、昔はあんまり喋らずに
してたんですけれども、科学クラブに入ることによって子ども会に
も入り、と言うかむしろ強制的にさせられていた状態でずっと続け
ていきまして、だんだんと性格の方も変わってきたように思ってい
ます。学校の方も高校は工業高校へ行きまして、それから神戸電鉄
の電気部署の方にずっと勤めていたんですが、子ども会も今だにま
だ続けておるんですが、その関係で地元の方でもいろんな役をおお
せつかるようになって、今では何個しとんかなあ、という、最近は
ちょっと減らしたんですけれども、各種団体のとかやらされて、今
からちょっと忙しくなるんですけれども、12 月になりますと。餅つ
きが、毎土曜、日曜日ぐらいをあっちやこっちや、まあ田中とこも
行かなあかんし、だいたい土日ほとんど、12 月、1 月ぐらいはもう
予定が入っているのに、小学校とかも行くし、児童館も行く。これ
も賀川記念館へ来ることがきっかけになってこういう事をするよう
になって、たぶんそれが無ければ、なかなかそういう事もなかった
んかなあというふうに思っております。

祐村：地元で育って、賀川記念館に出会って、科学クラブ、電気、
工業高校行って、就職して、子ども会活動も北区なんかで、それに
ふれあいのまちづくり協議会の委員長もしたり、PTAやったり、やっ
ぱり今言ったように、記念館の中から今のようにつながっているの
はすばらしいなあ、と思います。

元：元公子です。賀川記念館の方は、学童保育と夜間の電話の受け
付けのアルバイトみたいな感じでお付き合いさせていただきました。
一番最初のきっかけは、私の母教会の神戸再度筋教会の吉野先生の

ご紹介で賀川記念館にお世話になるようになりました。今は祐村さ
んの子分みたいな感じで、祐村さん、と言ったらハイハイといく、
そういう感じでいます。今私は、何と不思議、私の主人が高年になっ
てから大学に行き直しましてね、関西学院の神学部に行きまして、
それで牧師になりまして、今甲子園二葉教会の牧師の女房です。でも、
主人が 43 歳になってから大学院に行くって言い出したんで、私はそ
れまで子どもが卒業するまでっていう事で、物凄く頑張って第一勧
銀に勤めていましたけれども、あと 3 年みずほ銀行になるまで、銀
行に勤めました。日曜日には教会学校もお手伝いして、あの頃賀川
記念館の時代に楽しくキャンプをした事を思い出して、今でも教会
学校の子どもたちと一緒にキャンプをしたりしています。だから何
というか賀川記念館であの頃本当にみんなでキャンプしたり、そう
いう事が今も役立っているのは、神様の、何ていうのかそういうのっ
てすごいなあとつくづく感じています。以上です。

祐村：ご主人が関学出て最初に行ったところが曽根教会で、曽根教
会は賀川先生の弟子の河合義一先生が農村の指導されたその教会で、
それが最初の赴任地でした。だからいろんな形でつながっている。
今はイエス団の甲子園二葉教会でつながっている。それでは 2 代目
のOB会会長。

田中：田中です。この会をされると僕も電話をいただいて、何年前
なんやろと思って。皆さんから比べたらまだまだ若いんで、最近の
話なんですけど、40 年前。自分の人生で 40 年前の事を思い出す、
そんなんすごいなあ、って思う。もともと僕は葺合区って言われて
いた時に子ども会を宮本小学校でしてたんですけれども、区の集ま
りでたまたま小池さんとか箱崎さんに会いまして、今度こんなんあ
るから手伝ってくれへんか、みたいなんで出入りしたんが記念館の
初めてでした。どんなことかも知らなかったし、中学 3年ぐらいから。
高校ではクラブ活動があったんで、そのスポーツをしてみないかと、
スポーツクラブでリーダーとして。もともとしてた子ども会は活動
しなくなって、地元では非国民と言われて。同じ区でしょう、だか
ら区の集まりでは前の代表者と会うんですよね。ぼろかすに言われ
ながら。要は子どもたちと関わって楽しかったんで、高校 3 年間は
ボランティアとして。高校3年生の夏ぐらいやったと思うんですけど、
館長が呼よんどる、と祐村さんが。スポーツクラブの途中ですから
汗だくで村山先生とこ行って、「田中君はこれからどうする気や」と
言われて、一応、工業高校やったんで、工業関係、電気関係に進み
たいなあ、とはちょっとは思とったんですけど、「特に決めてないで
す」と話をしたら、「記念館で働けけへんか」と言われて、
そんなん言われるとも思ってなかったんで、驚いた。それで家でも
相談したら「ええん違うか」と言われて。工業高校の先生があわて
ましたね。電気科でてね、福祉施設で、先生も福祉の事など知らんし、
来ましたよね、ここまで。定かでないんですけど、僕ね「田中美和」
と書いて「ヨシカズ」と読むんですけれども、ここの教会に出入り
されてた方が、どうもつけてくださったらしいんです、名前を。

祐村：崎元さんね、お父さんとはつながっている。

田中：というのをちらっと聞きました。へーって思って。まんざら
関係が無かったわけでもないんやなあ、と。最近聞いたんですよ、
この話は。何か、そういうのを聞いて、関係が無かったわけではな
いんだなと。高校卒業して記念館で学童保育させてもらって、あと、
地域で、そこの中で障がいを持った子どもたちと出会う事で、そう
いう方面もちょっと興味が湧いてきて、神戸で親の会が始めて作る
授産施設で職員を募集しているという。あの時もいろいろみんなか
ら言われながら記念館を退職しました。障がい、授産施設。そのあ
とちょっと疲れまして、福祉に。ちょっとだけね、エレベーターを
動かす仕事に行ったんですけれども、やっぱり、合わんなと思って。
兵庫県の子ども会の先輩がいてはったんで、そっちへけえへんかっ
て言われて、そこで子どもたちと山切り開いて、村作ってやったん
ですけれども、やっぱり場面場面でしか子どもと接してないのは、
何となく欲求不満があって、神戸少年の町という児童養護施設が、
子どもたちの生活を改善したいという事で、塩屋ですね、神戸少年
の町で子どもたちといろいろやらせてもらって、ちょっとわけあっ
て出ることになって、ボランティアの仲間、記念館とは関係ないん
ですが、西宮でボランティアしてた仲間が癌でお見舞いに行ったら、写真（左から）田中美和、祐村明、元公子、小池茂晴

写真（左から）田中美和、祐村明
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武内勝氏の肖像画寄贈される

　10月20日（土）、今回のゲストは「仙台キリスト教連合被災支援ネッ
トワーク（東北ヘルプ）」の事務局長、そして牧師でもある川上直哉
氏でした。仙台を拠点にし、青森から福島にいたるまで、教会のネッ
トワークを通して、「教会再開支援」、「被災者の自立支援」、「外国人
被災支援」、「放射能被害への対応」、「心の相談室」と「臨床宗教師
の設立」等の活動を震災当初からされてきました。東北ヘルプは、
緊急措置的に設置された団体でしたが、支援ネットワークに「連帯」
が生まれる過程で、各方面の活動の継続を余儀なくされているとの
ことです。
　フィリピンでは「水害被害による移民問題」、ニュージーランドで
は「クライストチャーチ大震災」、長崎では「第三の被爆地」、沖縄
では「鉄の雨と称された 67 年前の大規模破壊」になぞらえ、「私た
ちもその苦しみを乗り越えてきたのだ」と、励ましを受けたそうです。
しかし、被災地には今もなお、とてつもない「厳しい現実」がある
ことを教えていただきました。
　被災地の都市部では大規模仮設住宅には支援物資が溢れ、イベン
トが目白押しなのと反面、諍いや反目といった「日常」の苦しみが、
閉じた生活空間の中でむきだしにされているそうです。一方、山間
部にある中小規模仮設住宅には、おむつやトイレットペーパーといっ
たに日用品に事欠く現実があります。
　福島の現実も複雑で深刻です。福島県以外の地域に住む人々との
間に、認識の激しい差がみられ、被災前であれば考えられない放射
線量の中に子どもも老人も「日常」を過ごされています。様々な情
報には深刻な健康被害を予感させるものに少なくなく、これからど
れほど深刻な問題が現れてくるのか不安の中に生活をされています。
　仮設住宅をはじめとする被災地の現実は刻々と変化していく中で、
その変化に対応するために変わらぬ目標として「被災者の自立」を
課題とされてきました。しかし、深く考えずに「自立させる」とい
う視線をもつとき、そこには「傲慢の誹りを免れない態度が生まれ
てくる」ことに警戒を発していらっしゃいました。
　「私たちに何ができるのか」という問いを発して、来ていただいた
講演会でしたが、紙面に記しきれない現実の重さにたじろぎました。
しかし、私たちのできることを一つ一つ現場に寄り添いながら、被
災地全域に連帯を生み出していけるよう支援を継続していく必要性
を強く感じられずにはおれませんでした。

　去る 9月 11 日の午前、イエス団本部において、武内勝氏の肖像画

がご子息武内祐一氏よりイエス団へ寄贈されました。武内勝氏は賀

川豊彦の初期の働きの時から歩みを共にされ、地元神戸においてイ

エス団の重責を担い、職業紹介事業などを開拓していかれた方とし

て広く知られています。

　この日は、黒田道郎理事長ほかイエス団本部のみなさんと神戸イ

エス団教会の上内鏡子牧師ほか教会員の方々が集われ、武内祐一氏

のイエス団への熱い期待などお聞きでき、理事長からの深い謝意が

伝えられました。

　武内氏のことは、2009 年の賀川献身 100 年記念事業のひとつとし

て口述記録『賀川豊彦とボランティア』（新版）が出版され、その口

述録音のテープも発見されるなどして話題となり、広く回想の機会

がありました。

　また武内勝・雪ご夫妻が大切に遺され、祐一氏が長く保管してこ

られた「お宝」――賀川豊彦夫妻から武内氏宛に届けられた 120 通

に及ぶ大量の書簡を含む写真や資料類など――の閲読が可能になり、

それらは番町出合いの家の鳥飼慶陽氏の手によって、献身 100 年の

年のオフィシャルサイトで「賀川豊彦のお宝発見」と題して 94 回に

わたり長期連載されました。この大量のお宝は、賀川記念館（ミュー

ジアム）はもちろん、 http://k100.yorozubp.com/  でも閲覧可能になっ

ています。

「東北ヘルプの活動からみた被災地の現状と課題」
講師 川上 直哉 日本キリスト教団仙台市民教会 牧師　東北ヘルプ事務局長

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
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賀川豊彦とハンセン病
―＜遺産＞の解釈と、実践― 
講師 小林 洋司 　兵庫大学 短期大学部 講師

2013年1月26日（土）15時より

賀川豊彦（たち）がハンセン病問題、あるいは「ハンセン病者」
に対して行ってきた「かかわり」と、その「かかわり」に対し
てなされてきた評価を整理しながら、今日的にどのような実践
がなされてきているのか、また求められてきているのかを考え
てみたい。

辛い思いを日常的に強いられている人たちこそが、人を解放するパ
ワーを持っているのではないだろうか、との問いでした。そこから、
本田哲郎神父は聖書を改めて読み直し、聖書においては、イスラエ
ルの民が選ばれたのは最も貧しく小さくされている民であったから
であり、アブラハムにしろ、モーセにしろ、ダビデにしろ、小さく
された者であった時に、神の働きの担い手としての役割を果たして
きた。神の力は貧しく小さくされている仲間たちを通して働き、そ
ういう仲間たちを選ばれると気づかされます。また、イエス・キリ
スト自身も石切り大工の息子として、貧しく小さくされていた者で
あったために、その当時の虐げられていた民衆の痛みを共感するこ
とができたのだと、語られました。
　私たちも「痛みを共感する」ところから突き動かされる働きを推
し進めていかなければとの思いを改めて感ずることができた集会で
した。

写真：武内祐一氏（左から 5 人目）を囲んで、鳥飼慶陽氏（左から 3 人目）
とイエス団職員、神戸イエス団教会メンバーと共に。

特養立ち上げたいんやけど手伝ってくれへんかって言われて、立ち
あげて、とりあえず満床にしたんで、児童がやっぱりやりたかった
のと、今虐待とかいろいろ言われていますけれども、もうちょっと
自分たちがしっかりしてたら子どもを預けずに一緒に暮らせたのに、
とか。子どももね、「僕、いい子になるから家に帰りたい」とか、そ
んなんをずーっと見てきたんで、もうちょっと地域でね、生活を、
子どももお年寄りも支えるところができないかな、ということで、
何人かで話をして、僕はお金を出してないんですけれども、お金を
出しおうて、今、西鈴蘭台でデイサービス、デイサービスの横で子
どもたちも集まれるようなスペースは確保したんですけれども、い
かんせん、ボランティアとか子どもたちが親子が来るんですよ。来
てもやっぱりお年寄りが今はメインなんで、あっち行ったりこっち
行ったりほったらかしになるんで、それでいいんかなあと思いながら、
ちょっと今、電気つけずにほったらかしの状態なんですけれども、
できたらボランティアであったり、専従職員を雇えたらいいんです
けれど。誰かがいて、いらっしゃいと言えるようなそういう場所に
したいなあと。電気を消してても、使わしてもらってもいいですか
という親子がいるんですよ。同じ人なんですけれどね、2組ほどいて、
月に 1 回ぐらいホッとしに気はるんですけれども、やっぱり子ども
が来ると年寄りは子どもに物凄い興味あるから、「おいで、おいで」
と言うて抱っこして、本当にまだ赤ちゃんやったら、みんなで抱っ
こしておしめも交換したるで、言うて。お母ちゃんその間ぼぉ～と
横で見てホッとしてる。今誰にも頼れないからね。上手に育てとん
な言うて、うちの婆さん割と口うまいんですよ。嬉しくなるんですよ、
親も。子どももいっぱいの人に抱いてもらってね、あんまり泣く子
はいないですね。そないしたら年寄りの目も輝いてくるしね。子ど
もかってお母ちゃんかってホットできてね、間違ってはないんやろな、
と思う。でも安心して来れる場所の提供いうのは、ただ場所があっ
たらええだけではないような気がするんで、まだ胸張って開けては
無いんですけれども、将来的にはそういう事していきたいなと。で
もそんな気になったんはやっぱり記念館でいろんなことをやってき
て、地域の人たちが安心してとか、楽しくとか、頼れる場所があるとか、
そんなふうなのを実感してきたから、今地域にそういう所がいるん
違うかなというのが、自分の中にあるんやろなあと思う。できるだ
けそういうのを充実させ、やっと今年の 4 月からの赤字が解消され
る目途が立ちそうなんでホッとしてるんですけれど、そんなふうな
活動を今しています。

祐村：彼も結局、法律とか枠を越えてでもやりたい、やらなあかん
という思いがあったのはここが原点だというふうに感じてくれて
とっても嬉しいですね。

光田：光田です。まず記念館の出会いの事なんですけれども、私も
関学の社会学部の卒業生なんですけれども、2 年生の後半ぐらいだっ
たと思うんですけれども。大学メチャ暇なんですよ、あんまり勉強
する方じゃなかったんで、時間もてあまし取ったんです。若いので
この時間の持て余しをどうするかという時に、たまたま社会学部の
掲示板に「賀川記念館ボランティア募集」があった。これは家から
近いということでとりあえず行ったんです。ちょうど、鉄ちゃんやっ
たと思いますが、鉄ちゃんが私の先輩だったという事で、そこで歓
迎してくれたという感じで、ここが居場所かな、自分の時間をエネ
ルギーを潰す居場所かな、という事で、スポーツクラブか、子ども
相手をしてくれと言う事で、子どもは比較的好きな方だったんで、
子ども相手をしようと。なかなかうまいこと相手ができなかったん
です。大学では今井鎮雄先生のグループワークを習っていて、今井
先生の話は面白かったんで、グループワーク面白いなと思ったんや
けれど、いざ実際の子ども相手では、なかなかうまいこと体が動か
ない。その中で試行錯誤、鉄ちゃんとかね、当時 3 バカの小池くん
とか徳君とか箱崎さんがいたんで、そういうのを見ながら何か動い
ているうちに、まあそこそこ子ども相手にでき出した、という事が
一つです。要するに、実際が大事やと、頭で入った知識だけではあかん、
実際が大事やというのが一番初めに入った部分です。今私、兵庫大
学と言う大学で精神保健福祉士養成の教員をしているんですけれど
も、こういう福祉職に入るきっかけなんですけれども、これもね賀
川記念館との出会いからなんです。というのは、記念館に出入りし
ているうちに、柴田晃先生がここにボランティアで来てはって、当
時の県の精神衛生センターの「試験受けへんか」と言うから「ある

んですか」「あるらしいで」言うからね、受けたんです。それで受け
て何とか通ったんですが、どうも柴田先生が自分が辞めて、当時の
大阪社会事業大学（現大阪府立大学）に行くから当然自分でわかる
わね、欠員1というのが。その柴田先生の欠員1のおかげで滑り込んで、
これも柴田先生のご縁で滑り込んだ。そういうことで県の福祉職に
なって 56 ぐらいまで県で働いてました。そのぐらいになって管理職
になって事務的な事が多くなったんで、あと何年かをこんな事務的
な事で時間を潰すはちょっと自分の中では、という思いがあったと
ころ、たまたまある民間の病院が若いワーカーばっかりなんで室長
で来てくれへんか、ということで、ちょうどいい、現場でまだまだ
やりたいことなんで行きました。そこで 3 年ぐらい相談室づくりを
してちょっと飽きがきたんですよ。そしたらたまたま今度は国の方
から、法務省の方から来てくれへんかということで、何か目移りが
してたんで、法務省の更生保護で、大阪の刑務所、少年院、ちょっ
と目新しい、滅多に行けない所で仕事をしました。それが一応任期
が 3 年という事で、この 3 月で任期が切れたんですけれども。これ
もご縁で、たまたま非常勤で行ってた今の兵庫大学が精神保健に専
門家がいないという事で、この 4 月から常勤でということで。この
仕事に就いたり、またこの仕事から次の仕事という、全部人とのご
縁でいったという、私の中ではやっぱり人とのつながりとかご縁と
か出会いというのはすごい意味があるなということを感じてます。
もう 1点ご縁の事では、宮本さん（故宮本牧子さん）に感謝なんです。
と言うのは、私が記念館へ行くたんびに嫁さんが宮本さんどうして
るやろな、という感じなんですけれども、私が精神衛生センターに
勤めている時に、ちょうどデイケアという事で精神障がい者を対象
のプログラムを立ち上げるという時に、宮本さんに何か楽しい遊び
をしてくれるそういうボランティアはいないですか、と言ったら、
宮本さんが、「いるよ」という事で、紹介してくれたのがうちの嫁さ
んなんですよ。その嫁さんが、嫁さんになるとは全然思っていなかっ
た。たまたま彼女は、その当時聖和です、聖和の幼児教育科かな。
卒業論文か何かの事で私にちょっと相談があって、私はその事につ
いて持っている知識を提供したということがきっかけでつながって、
ここまでいったということです。結構相性が合うので、これも宮本
さんのすごいおかげやと思っております。嫁さんも今回のバザーに
も来たみたいです。友愛で働いている先生とどっかでつながりがあっ
て、その先生とも会いたいという事でした。時々記念館の話とかボ
ランティアの会報がきたら、嫁さんと昔の話をしたりしてます。去年、
兵庫大学の非常勤で 3 コマもっとったんですね、その中の一人が川
崎さんという社会人入学の女性、年配の女性なんですけれども、彼
女と話してるうちに彼女が以前ここで宮本さんとかとつながりがあ
るということがわかったんですけれども、去年でしたか、ツアーじゃ
ないわ、あちこち賀川豊彦先生の足跡をめぐる事に行ったりして、
その学生とも記念館の事を話したり、宮本さんの話をしたり、これ
もどこでどんなご縁があるかな、と思わぬご縁でした。そういう事
で私の中では、キーワードは人とのつがりとかご縁というのはやっ
ぱり大事にしていたら一つ一つが大きくつながっていくなあ、とい
う事で、これは記念館との一番初めの出会いから感じさしてもらっ
た事なんで、ちょっと私の中では記念館の存在はちょっと古巣とい
う感じで感謝しています。

祐村：それぞれお話をいただきまして、記念館の場所を通じて人と
出会って、いろんな所で皆さんご活躍をいただいているわけですけ
れども、当時、ここは 1963 年、昭和 38 年に開館いたしまして、民
間のセツルメントとしてユニークな働きをしてきたわけですけれど
も、その中心となるのは、職員は僅か数人しかいないんで、すべて
ボランティアの方々、特に最初は竹内愛二先生なんかの関学からの
つながりがすごく多かったと思うんですけれども、そういう中で皆
さんがボランティア活動をされている中でいろんな楽しかった事と
か、しんどかった事とかいろいろあったかなと。特にこう、面白かっ
たな、あんな子と出会って、今どうしてるんやろな、とか、そんな
事があれば教えてもらえたらなと思うんですが、どうでしょうかね。
加藤さんはね、記念館で出会ったんですかね、お連れ合いさんは。

ボランティアにのめり込む、何がそうさせたんやろ？

加藤：当時は賀川記念館というのは、セツルメントで隣保事業、す
ごく注目されていましたね。やっぱりセツルメントでそのままずっ写真（左から）光田豊茂、杉原陽一

写真（左から）大和田健夫、二宮英喜、光田豊茂、杉原陽一
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　去る、9 月 29 日に本田哲郎神父を招いて、「愛することよりも大
切にすることを求めたい」とのタイトルで講演会が行われました。
　本田哲郎神父は、カトリックフランシスコ会の日本管区長であっ
た時に、日雇い労働者の街・釜ヶ崎を訪問し、一人の野宿労働者と
の出会いから、自らのこれまでの歩みを問い直し、解放へと導かれ
る機会が与えられました。それは、クリスチャンであり、神父であり、
聖書学者であった自分が、果たして今まで、誰かの解放につながる
ような、本当の意味での、心の根本の救いにつながる働きができて
いたのだろうか。日雇い労働者に限らず、生きていく中で、本当に

　8 月 25 日（土）、静岡県の日本基督教団松崎教会より星野正興先生
をお招きし「農山村の現状と農村伝道」についてご講演いただきました。
　星野先生はご自身自ら「星の野原農園」で営農にも従事されており、
農業とキリスト教の 2 つの視点から、農村伝道の歴史、戦後の農業
政策の問題点、農村の現状についてお話くださいました。特に私ど
ものイエス団創設者である賀川豊彦が 1927 年より西宮市の自宅を開
放して行った「日本農民福音学校」や賀川の協働者である藤崎盛一
が開校した「豊島農民福音学校」で推奨した立体農業については、
非常に興味深いものでした。立体農業は賀川豊彦が奨め、藤崎盛一
が実際化した農法であり、星野先生はその藤崎を農業の師と仰いで
おられます。 「儲ける農業ではなく、恵まれる農業を」との藤崎の教
えに、恵まれた農業を星野先生自身実践されておられます。
　それには、1. 先ず中心になる品目を定める。しかも小規模で。 2. そし
てその回りに１で残滓を用いることが出来、1 への還元が出来るもの
である。3. そして果樹を植える。果樹が根を張ることによって微生
物を呼ぶ。また果樹は斜面でも石地でも成長する。4. そして、生活
に還元できるものを生み出して行く。たとえば農畜産加工や剰余生
産物をそのように用い、それがお土産にもなる。そして 5. 10 分の１
の儲けをたとえば読書などにあてるというものです。
　最後に先生は霊的農業、霊的農村、霊的食糧をと訴えておられます。
霊的農業とは「いのち」を大切にする農業です。霊的農村とは、共
に生きることを目指す村作りです。霊的食糧とは分配が正しく行われ、
感謝をもっていただける食糧です。それらの姿はかつての村の中に
あったのです。それと反対なものが、より広くより大きくより高く
なのです。それが先述の農基法農政の目指したものであります。そ
れは聖書が語る人間の貪欲であります。

　6月 30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１日開設予定の児童発達支援「くっく」の第二回開設記念
講座として、「発達に課題のある子どもへの子育てのヒント」という
テーマで大阪医科大学 LD センターの西岡有香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。
　～発達障害の子どもたちは、いつもの生活に、大人がそれぞれの
特性に合わせた配慮と工夫を少し心がけることで出来ることが増え
る子どもたちです。成功させる工夫により失敗を減らしたり、大人
がつい出来て当然と思ってしまうこともほめるよう心がけることで
達成感や自信を持たせること、約束は事前にしておくこと、お手伝
いや遊び方の工夫などを具体的に丁寧にお話いただきました。日常
生活に子どもたちも一緒に参加することでいろいろな力を身につけ
られることや家族間での叱るポイントやほめるポイントなど価値観
を統一することで物事の善悪を明確に示す、一人でできないことも
一緒にできる工夫をする、同じことばかけも否定的な表現ではなく
肯定的な表現を心がけるなど発達に課題がある子どもだけでなく、
子育て全体のヒントになり、将来を見すえて幼児の間にできること
の大切さを改めて学ぶことが出来ました。～
　私たちも子どもたちやその保護者とそれぞれの気持ちに寄り添い
ながら、より一層の配慮と工夫を心がけ一緒によりよい育ちを支え
ていきたいと考えています。

総合研究所プログラムの報告 (6 月～11月 )
「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
「農山村の現状と農村伝道」
講師 星野 正興 日本基督教団松崎教会 牧師

「地域を知る」
講師 和又逸也 生田川協議会 顧問

「愛することより大切にすることを求めたい」
講師 本田 哲郎 釜ヶ崎ふるさとの家・フランシスコ会神父

　7月 24日（火）生田川協議会顧問であります和又逸也先生を招いて、
「地域を知る」というテーマで講演会を行いました。先生は、1933
年生まれで、この地域にとてもながく住まわれており、郷土史に詳
しく、葺合の歴史の事からから、様々な地名の由来、町名のおこり、
神戸の交通機関や教育機関、産業の移り変わりなども話されました。
また神戸発展の歴史として、神戸港の開港や居留地の重要性なども
述べられ、兵庫県の社会福祉事業の歴史では、賀川豊彦がスラムで
の活動を始めるに至る前の葺合地区の状況なども詳しく話していた
だきました。その他、当時の口入所（現在のハローワーク）や改良
住宅の様子も話され、また、資料として昭和初めからの物の値段表
など興味深いものも説明いただきました。今回の講演会は、「地域を
知る」というテーマにふさわしく、この地域の歴史を学ぶ事ができ
ました。
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と運営されていくという場合に、どうしても欠かせないのがボラン
ティア。そのボランティアの人たちが本当に当初たくさん来て、そ
して今までずっとつながってきてくれたって言うか、例えばさっき
田中さんが言ったように、ボランティアの人が当初住んでた地域、
そこの地域を放り出してこっちの賀川記念館の方へ駆けつけて、そ
して手伝ってくれる、そういう人たちがものすごく青年の中に多かっ
たですね。子ども会のリーダー活動、市の社会福祉協議会の人もす
ごくこちらを注目してくれて、神戸市のリーダーが賀川記念館に全
部集まってきて何か行事をするというような事も多かったですね。
ボランティアの人たちに物凄く助けられたという印象があります。

祐村：何なんでしょうね？何がそうさせたんやろ？のめり込めると
いうか、とり込まれるというか、何なんでしょうね？

加藤：光田さんが言ってはった宮本さんの存在、物凄く大きいと思
います。ひょっとしたら今日ね、この場にいてはったかもわからへ
んね。本当に残念でしょうがないんですけれども、もちろん彼女以
前の職員の方もいましたけれど、宮本さんがいてボランティアとの
つながりとか、交流とか、そういうものを物凄く緻密にやってきて
くれたんだなと今もそれは凄く感じてます。

小池：僕ら高校の時、ずっとバイトさせてもらってたんやけども、3
バカトリオでバイトしてて、だから週に 2 日、実際に来るのは 2 日
なんですけれども、ほとんど毎日ここに来て、学校が終わってここ
に来て、それからずっとここにいて、ご飯もたぶんその頃ここでバ
イトしてたから、それでご飯も食べ、ほとんど居場所、ここに来る
と誰かがおる、その 3 人以外にも中学生の子とか小学生の子とか夜
になっても家で暇なもんやからやってくる。そういうのがすごく大
きくて、ここ来たら宮本さんおるんかな、というんでちょっと寄っ
てみる、とかいうのが結構してたんでね、やっぱり大きな所では居
場所がずっとあって、こういう尾を引いているというのは変な言い
方かもしれへんけど、それがあるんかな、と思う。田中さんなんかでも、
今デイサービスしとるけど、ほとんどじいちゃん、ばあちゃんの居
場所になってしまってるもんな。なかなか終わっても帰ってくれな
いという。

田中：輪みたいな、人の輪みたいな、排他的じゃなかったですよね。
僕ね、今実際デイサービスやってて、近所の人も覗きはるんですよね。
他のスタッフというのは、ごく一般的な施設は経験してるけれど、
地域というような事を対象にするような施設にはいなかった。入所
している人たち、来はる人にサービスをどう提供するかという事を
してきているから、関係ないけど覗いた人にちょっと冷たいんです。
僕はこっちの仕事とめても覗いた人と相手するんですよ。何でてよ
く言うんですね、スタッフに。こっちがおろそかになる、でもこの
人たちもこんなでっかい地域の中で暮らしているねんから、そうい
う意味ではつながってんねんからというけど、もう一つちょっと理
解ができない。サービスの対象というか、それが誰って、物凄くはっ
きりしてはるんです。僕は何となく誰でもいいと、来たら。今日ね、
一人おばあちゃんがね、「ここはマッサージしてくれるとこです
か？」って気がついたらもう入ってるんですよ。みな、「ちゃうよー」っ
て言うたんやけど、「まあ座る？」とか言うて、たまに、「喫茶店で
すか？」って言うて来はる人もおってね、でもその人らもこの地域
の中に住んでて、ある程度お年なんですよ。ええんか悪いんかわか
らへんけれど、来るもの拒まずって言うか、そこでまた違う輪がで
きて、どんどん広がればええやんか、っていうのが記念館やったん
かなという気がしますね。僕はそやから全然地域の事も知らないし、
記念館の存在すら知らんかったけれど、小池さんとか箱崎さんに連
れて来られて紹介してもうたら、次の瞬間からもう用事が待ってま
した。別にお客さんじゃなかったですわ。それと宮本さんが、「田中
くん、ちょっとそこの」とか言うたら物運ばなあかんかったり、「俺、
何しに来たんかな」って言う、そんなんが人を巻き込んでいけるあ
れやったんかな。お客さんでもし僕が最初の時におらされてたら、
きっとそれで終わっとったんかなという気がしました。

祐村：僕が一番大事にしたのは、職員は給料もろてるから当たり前
の話やけれど、ボランティアの人は大事な時間を割いて来てくれは
るから、まず来ていただいたらお茶をだそうと。お茶を飲んでもら
おうと。宮本さんにもお茶出してくれというふうなことで。中学生
ぐらいから子ども会にずっと来てると、目を付けた子は全部バイト
をしてもらう。そのままずっと成長につながっていくという、そう
いう戦略がありましたし、田中さんなんかはとうとうのめり込んで
しまって、家までこちらにかわってきて、脇の浜海岸通、当時まだ
海も陸もわからん、満潮なって波がたつとわからへん、海やから。
そういう所にずっと住みながらでも、特に保護者との関係がすごい
うまい。田中さんと言うたら親も皆安心して相談するという、そう
いう事が今もつながっているのかなと思う。もう一つは元さん、当
時前さんですけれども、40 何年前に学童保育、当時学童保育という
のはまだ制度化されてないし、記念館の職員としては採用できない
けれども、その中で昼から来てもらってお仕事してもらう。それで
したんですけれども、彼女は、それではあかんと、いい仕事をしよ
う思たら朝から来なあかんねんと。あの当時から学童保育ときちっ
と体系づけるというか、そういう意識の中でやってもらって、すご

いいい学童保育の仕事をしていただいて。
元：祐村さんに引っ張られて頑張ってきました。本当にそんな立派
な事していないので。

加藤：何年ぐらいいてはったんかな？

元：8 年はいてました。本当に経済的には半ボランティア、半職員み
たいな感じだって、ずっと親に仕送りしてもらってたんで、いよい
よ親も年寄りで駄目だなあという事で賀川記念館を辞めたんですけ
れど、でもやっぱり賀川記念館でのそういう仕事が、CS（教会学校）
の続きみたいなそういう仕事が好きで、そういうことから牧師の家
内になったんじゃないかなと、主人がノンクリスチャンだったんで
すけど、牧師になったんです。そういうつながりがあるんじゃない
かな、神さまって本当すごいなってつくづく思います。あと、教会
の方にいらしていた山田正子さんという人が、キャンプも一緒に行っ
たりしたんですけれども、私の主人の長田高校の同級生だったりして、
その人も一緒にキャンプに行ったり、とにかくここでの思い出はキャ
ンプですね。本当にみんな地域の子がキャンプに参加してくれて、
楽しいキャンプをして、やっぱりキャンプと言ったら昼間だけじゃ
なくて夜も一緒に泊まってみんなでワイワイやる、これからの賀川
記念館のボランティア活動うんぬんてあるんですけれども、やっぱ
りボランティアによるキャンプ、あれはすごく子どもたちに思い出
になると思います。

祐村：賀川先生がこの地域の子どもたちをキャンプに連れて行った
ことを言えば、それがずっと続いていたのかなと思うんですけれども、
その中で、賀川記念館というセツルメントの部分と教会が一緒にあっ
たと思うんですけれども、その中で、特に有川先生なんかは教会の
中から、教会学校、日曜学校、子ども会をしながら青年会活動をし
ていただいたりして、そして英語を子どもたちに教えていただいたり、
バックランドさんも連れて来ていただいて、英語を子どもたちに教
えていただいたり、何か、そのへんのことを。

有川：実はですね、これは奇遇というか、イギリス人でケンブリッ
ジでた方なんですが、その奥さんがたまたま聖ミカエルの先生に呼
ばれて職員として英国から派遣されてきたんです。それについてそ
の主人が来たんですが、その主人は戦前から賀川先生の本を読んで
いて、絶対非戦論者のクエーカー教徒なんです。自分は軍隊には絶
対行かないということで、日本に来た時には賀川先生に絶対お会い
したいということで来たんですが、ちょうど亡くなった後だったん
です。ですからこの教会訪ねて来まして、何か教会のためにしたい
という事を言われて、一時、その先生の居られる間、教会でバイブ
ルクラスを朝に持ったことがあるんです。そんなつながりで、新し
く世界が広がったというか。娘は一応聖和出て保母しとったんですが、
関東の方にいまして、2、3 年勤めたのかな、その後もう少し勉強し
たくないか、と言ったら、してもいいと。イギリス行くかと言うと、
その先生を頼りに紹介して貰ってイギリスの本当に田舎だったんで
すが、本当の田舎の田舎で、トウルーローの更に南のペンザンス、
最南端です。私らもそこに娘が行く時に一緒についていったんですが、
これは世界の果てだと思うようなとこだったんですよ。そこで一応
語学の研修をしまして、その後ですね、彼女は、障がい者の施設で
働きたいという事で、3 年間ぐらい働いたんです。それは、チェッ
シャーホーム、たまたまね、日本にもチェッシャーホームがあって、
そこの理事長を今井先生がされていたんです。ある時、職員とかそ
の人たちを連れていった時に、娘も一緒に同行して、いろんなチェッ
シャーホームとか、いろいろ案内させてもらったこともあったんです。
そういうつながりができたことは非常にありがたかったなあと思っ
てます。もう一つ、私は英語教室をさせてもらったんですが、これはね、
英語を上達してもらうというよりも子ども会の延長のようなもので
すね、お互いに子どもたちとよく接して一緒に遊ぼうということで、
英語の勉強はそこそこで、アイススケート行ったり、ボーリング連
れて行ったり、ある時にはその教室でいろいろ物を食べさせたり。
宮本さんに怒られましたよ、ここで物を食べてもらったら困る、と
言って。それ以降はストップしましたけれども、子どものそういう
遊びのつきあい、そういうつながりを通して、教会ともできたらつ
ながってほしいな、ということでよかったんやないかなと思ってます。

写真　有川善雄
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祐村：ある時三宮へ飲みに行ったんです、若い時に。飲みに行ってね、
座ってさあ飲もか思たら、カウンターの向こうから「祐村先生！」っ
て言われて、いっぺんにさめてしまって、「帰るわ」と言うたりした。
学童保育の時の子が、結構三宮で一生懸命働いておる。それと僕の
思い出は、賀川記念館が前の建物を建てる時に、僕は村山先生から
言われたんです、建物建てる時に子ども会の青年として意見ないか、
と。僕は、子どもたちが自由に入れるようにして欲しい、と。落書
きするかも知れんし、物壊すかも知れんし。せやけど、とにかく靴
を脱いでね、スリッパに履き替えて入る、そういうのは止めて欲し
いと。できたら木造で、と言いますのは、僕は子どもの頃、（戦後の
友愛幼児園復興園舎の）屋根上がってよく怒られたりした、いたず
らの方だったんですよ。今度は、建てるんだから子どもが入りやす
いような事をして欲しいなあと思って言ったんですが、できてしま
うとなかなかそうもいかないんですけども。それから縁があって、
働かしてもらってから今度は管理する側になるとやっぱりどっかで
規制働きますね。ちょっとそんなことも思ったりするんですけれども。
一番良かったのは少年野球、賀川イーグルスは強かったんです。バ
レーボールも強かったんです、子ども会ではね、優勝したりもする、
少年野球も強かったんです。である時、雨が降り出して、もうそろ
そろ止めよかって言ったら、子どもが、あと 1イニングだけしたいっ
て言うから、しょうないから僕は「わかった」言うて、アンパイアで、
もう 1 イニングやから思て、マスクをせんとそのままキャッチャー
の後ろにおったんです。打った瞬間にチップのボールがバーンと来て、
まともに目に当たって、血が出て、子どもたちに、「そのままそこに
おれ」言うて、僕は済生会病院まで行ったら、廊下の長椅子にその
まま座って、「はい、今から」言うて、そのまま手術されて、「あと
数ミリ違うかったら涙腺が切れてたところでした。よかったねえ」
と言われたのが一つと、もう一つは耳が痛くなって、医者に行った
んです。この医者がいいお医者さんで、日本中から患者が来るんで
すけれども、風間カザマさんて言うて、手術した時にその先生が言
わはった、「祐村さん、よかったなあ」「何ですか？」「もうあと少し
ずれたら脳まできてて、あぶなかったよ。やっぱりあんた教会行っ
ててよかったんやなあ」と言われて、「はい、ありがとうございます」
と言いながら守られてきたかと思うんですけれども、記念館ではい
ろんな思い出があるんですが、そういう中で今、皆さんが出会って、
記念館での働きをされていたんですけれども、今新しく建てられた
賀川記念館にですね、これから皆さん方、何か先輩として、こうい
う出会いとか、こういうプログラムとか、こういうプロジェクトが
あったらいいなあ、というのがもしあれば紹介していただいたりご
提案いただいたらいいと思うんです、その前にちょっと今の、馬場
副館長さん、「くっく」の事とか、学童保育の事とか、説明していた
だいたら参考になるかなと思うんです。新しい事業として。

現在のこころみ、児童発達支援事業「くっく」

馬場：賀川記念館から神戸市第 1 号の学童保育が始まったという事
がありますけれども、学童保育から今度は障がい児の一時保育も始
まって、今学童保育は、「ひまわり」で一時支援の方が「くじらぐも」
と言うんですが、それを賀川記念館のプログラムとしてやったんです。
今、友愛幼児園と一緒に、「保育」という中身で共同でやってるんで
すね。その中で、友愛の子どもたちの中にもちょっとしんどい子が
いたりすると、どうしたらええんやろ、という話の中で、就学前の
発達障がいの子どもたちのケアをしていこうかという事で、児童発
達支援事業というのをこの 8 月から開始したんです。1 日 10 人で延
べ 50 人の定員なんですが、8 月からの開始なんですけど、もうほと
んど 50 人になってて、子どもというところを友愛幼児園との関係の
中でいろんなケアをしていくような形で進めているところがありま
す。ただ、やっぱり賀川記念館が今までやってきた地域福祉を、働
きの中で、なかなか地域のニーズを拾えてなくって、やっぱり友愛
幼児園に来ている子どもとか、「ひまわり」に来ている子どもみたい
なところからしか始まらない、そういう部分と賀川記念館としての
地域福祉を具体的にどういうふうに進めていったらいいかを、いろ
いろな方と話をしながら進めているんですけれども、昔のようにク
ラブ活動とか教室ものとかいう話もあるし、いろんな形があると思
うんですけれども、そのへんちょっと、ご意見いただけたらうれし
いなあと思います。

祐村：何かないですかね？現在子ども会がね、区内では本当にほと
んど無くなってしまっているんで。

これからの賀川記念館に期待することは？

小池：そうですね、子ども会でいくとなかなかどこのとこでも地域
でも、北区でもそうなんですがかなりやっぱり減っている。これは
代表者、大人の都合でどんどん潰していくということが多いですね。
実際には子どもたちはたくさんいるんですけれども、世話する人間
がいない、ということで潰れているのがほとんどで、できてもまた、
志のある人が最初はしてるんですけど、だんだん世代が変わっていく、
特に新しい団地なんかにいくと当番制にしちゃうんですよね、何で
もかんでも。それが悪い所で、最初の内は志のある人間が何人かおっ
て続いて行くんやけれども、1年で切られる、次になっていくと、段々
段々志の無い方に移行していくとそこでポーンと止めてしまう、と
いうのが多いんでね。そんなんでいくと、記念館がそういうことで
はないと思うので、そういうような形で子どもたちと接する子ども会、
僕自身、子ども会はここが初めてだったんですが、ここの子ども会
というのは、普通ある子ども会というのは、自治会とかそう言う子
ども会が多いんですね。特に神戸はそんな子ども会ばっかしで。こ
こはそうじゃなくて、校区子ども会、校区全体が子ども会の中の、
子どもたちは校区だけではないですけれども、広く子ども会の会員
としておれるというところで、普通の子ども会というのはそうじゃ
なくて、自治会なり何なり、その地域の、小さい地域の中でする子
ども会が多いので、そういうことからいくと、今は、私も子ども会
続けれているんですけれども、もともとは自治会の子ども会だった
んですけれども、だんだん、最初にやり出した頃は校区の中にも子
ども会がたくさんあったんですけれども、それがだんだん無くなっ
ちゃって、今は私のやっている子ども会しか無くなったので、その
時私、ふれまちの委員長してたので、それを権力を傘に着てというか、
ふれまちで区の校区子ども会としてやりたいんですけれども、とい
うことで、一応誰も反対する者もいなく、それでやるようになって、
それでももう 10 年以上なるんかな。だから、それでいくとまあまあ
そこそこの子ども会の会員がいる。もともと自治会でしてる時は、
自治会の会費でするから会費ていうのをとっていなかったんですね。
そうすると会員数は多いねんけれども実質的な来る人間は少ない。
やっぱり、今の子ども会でも年間 1,000 円ということではとってい
るんですけれども、これは 1 家族 1,000 円なんで、2 人おっても
1,000 円、3 人おっても 1,000 円。そうすると子どもたちの出席率は
かなりいいんですよね。来ようと思って来る子どもたち、記念館だ
とそういうようなことが十分可能というか、もともとしてたことな
んで、今小学校の校区めちゃめちゃ広なったんで、そん中でそうい
うような形でしていくと、かなり子ども会としても成立していくん
じゃないかなあというふうな、中央区もかなり子ども会の数が減っ
てると思うんですけれども、そんなんでいくと、もともとあった子
ども会の形なんでね、それをまた再現していただければ子どもたち
もいろんな所から集まって来れるんではないか。

祐村：子どものニーズにどう対応するか。ユニークなふれまちで子
ども会やってるんはここぐらいだと思うんです。普通は自治会から
会費出せるから運営できるんやけど、ふれまちだけではなかなか出
せない。

加藤：たとえば児童館は、地域の子どもたち誰が来てもそこで自由
に過ごして遊んで帰れるという。それを考えた時に、例えばこの館
をね、児童館的な機能って言うか、そういうのを持たせるためには、
どんなことが難しいんかな、さっき言った管理面の事もあるけれども。
指導者についてもボランティアの人が本当に居心地が良くて楽しみ
ながら活動できるという、そういう募集したらおそらくここだった
ら集まってくるんじゃないか、と思うんですね。ただそうするため
に場所の問題とか、実際にプログラムとか、そういうものがここで
可能なのかな。杉原さんなんかは、どうですか？例えばここでそん
な活動をね、もし考えるとしたら、そんな可能性は無いですか？

杉原：しばらく二宮児童館に異動してたんですけれども、児童館と
いうのは隣保館に近い部分の可能性をいっぱい秘めている施設やな

写真（左から）田中美和、祐村明、元公子、小池茂晴

写真（左から）有川善雄、加藤鉄三郎、大和田健夫、二宮英喜
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　今年は国連が定めた「国際協同組合年」です。協同組合は、環境
問題に関する役割についても期待されています。今の社会の中で協
同組合や生協が環境に対して、どのような役割が果たせるのかを考
えようと、9月 8日 ( 土 ) に「環境・エネルギー問題と協同組合」をテー
マに生活文化センターで講演会を行いました。
　講師は、(米 ) バークレ一生協 (1988 年解散 )の「コープ・ニュース」
の元編集者で、1988 年の賀川豊彦生誕 100 年を記念して出版された
「賀川豊彦 愛と社会正義の使徒」の著作者でもある口パート・シル
ジェン氏で、当日は、総代、コープ委員や役員・職員、兵庫県のそ
の他の協同組合関係者を含む 155人が参加しました。

1. 講演内容 (披粋 )
①協同組合が協同してエネルギーの使用量を減らし、エネルギーコ
　ストを削減できれば節約分を組合員に還元できる。最も優先すべ
　きは「資源の利用を削減する」こと、二番目は「再使用」、三番目は「リ
　サイクル」である。容器の洗浄と再使用はリサイクルするよりは
　るかに効率が良い。
②個人における省エネルギーを支援しどうすれば個人レベルのエネ
　ルギー使用量を削減できるかを協同組合は考えなければならない。
③エネルギー計測器の販売強化とエネルギー監査サービス、CO2 の
　削減に貢献する商品を購入する「カーボンオフセットショッピン
　ク」も検討すべきだ。
④電気協同組合は化石燃料や原子力に替わるエネルギーを積極的に
　開発しており、世界は風力発電と太陽光発電に向かっている。ク

7 月 10 日は賀川先生の誕生日です。この日を記念して毎年有志が兵
庫区島上町にある「生誕の碑」に集まり、碑の清掃をして、その後、
記念講演会を持つことにしています。
今年は、賀川先生が創設した「国際平和協会」を継承している会長

2012年 賀川豊彦生誕祭

「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
リー　ンエネルギー会社は協同組合が担うべきだ。
⑤エネルギーには、水力、原子力、天然ガス、風力や太陽光などの再
　生可能エネルギーに加えて、第 5 のエネルギーとして、協同組合が
　取り組むエネルギーの節約運動がある。節電はエネルギーを作り出
　すことと同じ効果がある。
⑥環境・エネルギー問題に対して組合員とともに取り組むことが協同
　組合の役割だ。
2. 会場参加者からの質問に対するコメント (抜粋 )
①長期に渡る節電が必要だ。日本の原子力発電の割合は 26% 。東京
　での講演会のときに個人で 24% も昨年より節電できたという方も
　いた。原発をなくすことは可能だ。
②第 5 のエネルギーといわれる「節電」を、楽しくワクワクして取り
　組める仕掛けが重要だ。節電に挑戦するコンペや節電の競争などの
　工夫が必要だ。
③よりシンプルな生活こそ楽しく、豊かさを得ることになる。
④便利さを追求すると余計なコストがかかるので、よりシンプルなも
　のの追求が大切だ。
⑤コープは他の人と一緒に働き、ともにアイデアを作り上げるところ
　だ。そのことを通じて自分自身が恩恵を得ることができる。
⑥人々に精神的に豊かになったと感じてもらうことが重要だ。例えば
　栄養士による教育は楽しい。受講した人はよりヘルシーな生活が出
　来るようになるので、ハッピーになれる。（コープこうべ提供）

の伴武澄氏をお招きして「賀川豊彦の協同組合と国際平和」と題し
て講演を頂きました。大変有意義な内容でしたので、参加者は賀川
先生の活動を少しでも引き継がなければと決意を新たにしました。

国際平和協会会長　伴武澄氏 生誕の碑の前で、伴夫妻とコア 100 賀川（賀川記念館を支援する団体で組
織する実行委員会）のメンバーと共に

写真：  ロバート・シルジェン氏と通訳

100年シンポジウム

写真：  講演会の様子
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　11月 4日、さわやかな秋晴れの中、第 46回賀川記念館フェスティ
バル（バザー）を楽しく、また事故なく終えることができました。
今年は例年の「友愛食堂」「天国屋カフェ」「のみの市」に加え、ステー
ジに多彩なゲスト（布引中学校ブラスバンド部、神戸大学ジャグリ
ングクラブ、友愛幼児園卒園生の三線、プロのマジックショー）を迎え、
にぎやかに楽しく行うことができました。入場者も 530 名を数え、
多くのボランティアの皆様、地域の皆様に支えられて、開催するこ
とができました。
　旧賀川記念館の時代、1965 年から始まったバザーは今年で 46 回
を迎えました。途中建て替えで2年お休みをしましたが、この46回は、
みなさまのご支援、ご協力に支えられて、この地域とともに歩んで
きた歴史でもあります。またその開催の目的にも地域福祉事業の資
金協力とともに、当初から「地域との交流」が掲げられていました。
「賀川記念館フェスティバル実行委員会」でも、その歴史を踏まえ、
趣旨・目的をしっかり捉えて開催していくことが確認され、進めて
まいりました。
　今年も趣旨にご賛同いただき、たくさんの皆様にご支援・ご協力
をいただきました。本当にありがとうございました。フェスティバ
ルで得た収益につきましては、その趣旨・目的に沿い、「賀川記念館
の働きのために」使わせていただきます。　今後ともご理解・ご支
援いただきますように、どうぞよろしくお願いしいたします。

賀川記念館フェスティバル実行委員会

第46回 賀川記念館フェスティバル

 ご協力 感謝です !!
ありがとうございました

賛助広告：
吾妻ときわ会　吾妻婦人会　新井組　市川　市川歯科医院　伊藤
荒物店　メガネの一木　イナハラ　魚徳　小倉商店　小﨑整骨院
かたぐるま　カレント　きむらクリニック　九州　共栄火災海上
保険　業務スーパー　寿司清たつ　近畿ろうきん　神戸凮月堂　
神戸キリスト教書店　　悟空　コープエイシス　しゅん平　嶋田
商店　東雲診療所　多い夢　武田商店　チャイルド社　司商会　
中央むつみ会　　ディ・オー　テン　テンポス　トータルロジシ
ステム　虎屋宝飾　鳥舟商店　どりーむ　ながお　中野歯科　　
早川　ひかりのくに　ヒューマン　ファイン　深澤鍼灸接骨院　
富士ゼロックス兵庫　フレーベル館　ヘルシースペースサカタ　
松石・後藤事務所　まつもと　マリーンハート薬局　三木屋　　
味正堂　本山クリニック　モリシタ精肉店　山路歯科医院　山倉
精肉店　ゆりの根　吉野建設　菱三印刷

寄付金：
青谷愛児園職員一同、父母の会　株式会社ディ・オー　民児協　
八雲地区　有川善雄　梅村貞造　河谷保　河谷里美　川端紀子　
河本一彦　児島隆介　近藤孝子　近藤良子　篠原幸子　髙田幸子
田中寛　田中道子　谷紳一　辻秀治郎　南波陽子　福井香代子　
西内芳子　春名義広　真部マリ子　深山和江　山口あい子　好田
豊子　米満弘　和又逸也

寄贈品提供（団体）：
吾妻婦人会 青谷４丁目町内会（木下宏）　インテリア秋保　　　
コープ伊丹おりづる会（坂雅子）　ディー・オー　ドリーム美容室
布引中学校（森脇毅）　ほたる

寄贈品提供（個人）：
朝田美智子　阿部眞理子　磯部浩二　伊藤颯真　井上敬子　糸原
由美子　　井原咲希　岩本岳士　上田柚良　臼井遼太　衛藤愛美
大里昌子　太田庵　大塚洋子　大野ルリ子　翁睿オン　小倉文子
小田航世　織金瑛大　加藤清波　加藤勝馬　加藤鉄三郎　上内　
鏡子　上内展子　神野蔵之輔　神谷理香　木村正英　河谷里美　
河谷保　光真央　上月三代司　河野洋子　項安美菜萌　児島隆介
権藤久喜　斎藤啓翔　貞永慶子　佐藤悦子　関紀美子　関祐輝　
滝澤風悟　武市常雄　竹氏吟子　竹氏里美　竹谷俊彦　谷紳一　
筒井トシエ　徳田陽仁　中﨑真衣　長澤光子　中谷響　中村彩乃
中谷日菜汐　中畑多美子　南波陽子　西義人　西内芳子　西川栄
西村風胡　橋本泰行　橋本直子　蓮田真央　日笠洋貴　久武瑞希
平野誠也　藤井良治　藤森蒼真　堀内貞子　本城智子　水谷優芽
宮﨑操　深山和江　宮本修男　森下美代子　森田弘子　八戸博隆
八代　安永大和　山口あい子　山口則子　山路洋子　山下晏裕美
山田雅子　山元羚渚　横山葉子　好崎志保　吉田敦子　和田琉来
渡邉玲愛　　　　　　　　　　　　　　　　　 （敬称略　順不同）

ステージでの様子　左上：布引中学校ブラスバンド部の演奏
　　　　　　　　　右上：マジックED
　　　　　　　　　右下：秋山姉妹の三線演奏
のみの市の様子　　左下
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と感じました。この建物で同じものができるかというと、構造上の
問題とかセキュリティの問題、保育園など特にですけれども、二宮
の時は上内先生にも手伝ってもらって、日本語教室をやったり、高
齢者の方との喫茶店なんかも、今でもあるんですけれども、やったり、
これはこれからの隣保館の一つのあり方ちゃうかなと感じました。

元：子どもたちの出入りは今でもあるんですか？

杉原：ここは、学童、或いは保育園などの、登録した子どもたち。
あるとしたら教会学校の子どもたち、少しですけれども。

元：地域によって違うと思うんですけれども、私の教会の方はね、
子どもたちの話を聞いたら、びっくりするくらい子どもたち忙しい
んですよ。月曜日はピアノで、バレーで、英会話でって言って、まあ、
忙しいんだねって言って、子どもたちが忙しいんです。だけど大人
の方は結構案外皆さん暇で。だからこの地域もやっぱり全体的に少
子化だから同じだと思うんですよね。だから賀川記念館という場所は、
子どもだけじゃなくって、そういう、仕事をリタイアした中高年の人、
そういう人たちの居場所づくりにも役立てられたら結構ユースフル
なんじゃないですかね。大人の方が結構みな時間持て余してるとい
うような現実なんで、何か大人の居場所づくりみたいなものをね、
考えていただいたら結構いいんじゃないかなと思いません？

祐村：上内先生、大人の居場所づくりについて、現在行っている「天
国屋カフェ」についてちょっと説明を。

天国屋カフェ、居場所づくりのこころみ

上内：天国屋カフェをした理由は、生きづらいというか、ちょっと
しんどいなという人が来れるようにと思って、木、金、土と、今日
もありましたけれども、やっています。ちょっと今何人かが出入り
をしてましたけれど、ある人たちもここに来る、いろんなニーズが
あるんですけれども、結構精神的にしんどい人たちがたくさんでは
ないけれども、一人や二人ではない、かといって、20 人や 30 人も
来ませんけれど、両手いっぱいぐらいか、来たりしています。何か
食べるわけでもないし、中に入って作るわけでもないんですけれども、
ここにはなかなか来れない人もいますし、日本の人もいますし国籍
もいろんな人がいらして、宣教師のアメリカの人がいるのでそうい
うつながりでアジア系の人たちとかもいます。今度面接をする人は
南米系の人が働きに来てるけど、寂しい、話し相手のためにお金は
いらないから手伝いにきていいか、とか、そういう形で昔のニーズ
は子どもたちでしたが、少し大人の層の中でも少し今までとは違っ
た人たちが集う事ができればいいなと、まだ 3 年目なんでそんなに
たくさんの人たちはいないけれど確実につながっている人たちは増
えてきていると思いますし、それこそ昔みたいにホームレスの人と
かそのような人たちとは違うかもしれないけれども、今の現代のい
ろんな課題を抱えている人たちが少ないけれどもつながりを持ち始
めているとは思います。子どもの教会も、子どもの教会の礼拝に来
る子どももいるんですけれども、それ以外に、日曜日ここに来たら
絶対に誰かがいてひょっとしたらお昼ぐらいに何か食べれるかなと
いう子が何人かいて、うろうろしています。でもやっぱりさっき杉
原さんが言ったようにどうしても安全の問題とか危機管理とか言わ
れるので、なかなか「居ていいよ」って言えないところが、今現在
の一つの大きな壁になっています。こうしたらどうするんや、安全
面は、怪我したらどうするんや、など何かあった時に責任をとれる
かと考えると、なかなか自分たちが思うように受け止められない、
それをどういうふうにするのかというと、答えられない部分もあり
つつ行っています。

祐村：カフェを通して地域の方々と在日とかあるいはもっと言えば
ニューカマーの人たちとの交流なんかも大きな働きではないけれど
も、ぼつぼつ今ね、地味な形で、また同時にやっぱり精神的に病ん
でいるような方々も来られていますんで、そういったことも受け皿
としてこれからまた、考えていければいいんかなと思います。法人
としては、昔は賀川記念館でプログラムを一杯持ってましたけれども、
今は法人としては、賀川記念館と、高齢の方は真愛ホームという施
設があり、児童については二宮児童館がある、いうふうな形でそれ

ぞれ手分けしている。もう少し言えば、賀川記念館のすぐ横にある、
ふれあいのまちづくり協議会の地域センターを拠点とした地域の
方々の福祉サービスについては、賀川記念館も一緒になってメンバー
に入っていただいて、2代目の委員長は二宮さんですが、初代村山先生、
今僕で 3 代目なんですが、そういった意味でつながりをもちながら
やってますし、同時に神戸市で最初に中央区の社会福祉協議会とタ
イアップしながら、「ちょっとなんでも相談」というシステムを取り
入れて、わざわざ役所行って「どうしたらええんやろ」と言うんや
なくて、「ちょっと困ってんねや」ということを「何でも相談してや」
ということで、こういうコーヒータイムの時であったり、カフェで
あったり、ふれまちの映画会であったりというような所で、そうい
うことをやったりしてるんです。そういう中から子どもの問題、学
校の子どもたちの問題もでてきて、今中央小学校なんかと一緒に、
これからどうしようかと、そういう意味でまた、大和田先生の奥さ
んも一緒にこの前も考えていただいたりしてるんですけれども、結
構そういう意味では、派手ではないんですけれども、今新しい賀川
記念館の動きもぼつぼつ出始めているかなあ、というふうには思っ
ています。そういう中で皆さん専門のところで頑張っていただいて
いるんですが、例えば今言った光田さんにしても小川先生にしても、
精神的なところの受け皿の、例えばボランティアちょっとぐらいで
きるよ、というんであれば、ちょっとそういうこともしていただい
たらありがたいなあ、と。勝手に言うていいですかね。ちょっとし
たことで、今までのことも含めて、我々はある程度年齢いってます
けれども、次の若い人につなぐためのワンステップで、そういう動
機づけと言うか、そういう事していただいたらありがたいかなあと、
私勝手に思うんですけれども。

加藤：大和田先生、光田さんもですけれども、昔困りごと相談ての
がありましたね。今、ふれまちとか、ナイトカフェとかいろんな場
があるから、そこでキャッチする事は勿論ね、それも大事な点です
けれども、何かやっぱり定期的に、或いは常設された場所で、相談
室のような何かそういうのがここで、必ずここへ来て相談できると
いうふうなところがあれば、それはそれで賀川記念館の宣伝にもな
るしまた、地域のニーズや、今だったら貧困の問題や、そういうも
のもいっぱいあるし、住宅の問題もあるし、子育ての問題もあるし、
障がいを抱えている親の問題もあるし、何かもう一つ受け皿を増や
すというか、そういうふうな予定なんかはどうなんですかね。

有川：私今感じているのは、今の記念館のあり方言うのは、今まで
とは違う、それなりの大きな働きをされていると思うんですが、そ
の活動から見て、この場所は広いようでまだ狭いと思うんです、将
来の事考えたら。私はですね、ホームレスの方々へのボランティア
を始めて、初めはインスタントラーメンとお湯ぐらい持って行った
わけですけれども、それ以降は炊き出しせないかんという事で、家
で炊き出ししてやっとったわけです。それでは駄目だと。賀川先生
がここに入られた時に、あの地域で家を借りてされたということを
知ってましたから、私もそういう安い一軒家ぐらいは借りれんもん
かなと、というのは、彼等、風呂を自由に入る事ができないんです。
たまたま中山手の教会ではシャワーもあるゆうことを聞いたんです。
ですが、自由に入ることできんから、この近くに一軒安いのがあっ
たらと思って、いろいろ探したんですが、実際無かったんです。ただ、
分かったんは公立の、磯上荘とか、灘に更生センターというのがあっ
て、それぐらいしかない。ですが、たまたま不思議な事に隣りに 50
年間私知らんかったんですが、立派なカトリックの施設「暁光会」
というのがあったわけですよ。そこで始めて知ったんですが、ロベル・
バラード先生というフランスの司祭が生涯そこで過された。その方
は 50 年前に、三宮に浮浪者がいっぱいおったんですよ。その人たち
と一緒に共同生活をして、青い眼のバタ屋さん言うて当時は有名でね、
本にもでてますよ、それも私知らなかった。ですが、最終的にそこ
を見つけて、もう一年ぐらいかかりましたけれども、そこを借りる
ことになった、それがちょうど先生が亡くなる 5 日ぐらい前やった
んです。たまたま二宮さんと一緒に行きましてね。その先生、最後
は話もできんかったんですけど、何か祝福してくれたような感じで、
それ以降、一応借りれるようになって、炊事場と、シャワーも使っ
てもいいよ、という事で借りて今まできとんですがね、ここは今は
本部が箕面にありまして、箕面ではね、特養、この先生がやっぱり

写真（左から）祐村明、元公子、小池茂晴

写真（左から）有川善雄、加藤鉄三郎
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手当てしたんです。6000 坪の土地に特養を持ってつくられとうわけ
です。もともとはですね、ここで一緒に働いていた人たちが働けん
ようになった時に、そこで住んでもらうという事で特養を建てられた。
特養を建てられた時、自分はそこに行かなかった。この先生の偉い
のはね、ここだけやなくて、箕面でしょ、釜ヶ崎にも持ってるわけです。
釜ヶ崎でもね、共同生活している人たち、10 人ぐらいの青年がまだ
おるんです。それと同時に保育園をもっておる、そういう活動をし
ておるんですがね、ここは今実際の活動と言いますのは、バラード
先生の当時から婦人たちがたくさんサポートされていて、もうその
方もほとんど高齢になっているんですが、それでも月 2回ミニバザー
をやってまして、その収益金でもって、ホームレスの支援とかアジ
アに貧しい人たちがいっぱいいるもんですから、毎年特にカンボジ
アを中心に、フィリピンにも送金されておるんですよ。

祐村：実はですね、賀川記念館においてボランティアの発行の時に
必ずね、ニード一覧表というのを作っていたんですよ。各ボランティ
アの人たちに、今何が欲しいかというのを聞いたらね、これこれこれ、
少年野球やったらグランドが欲しい、ユニフォームが欲しいとか、
科学クラブやったら無線機が欲しいとか。それもライオンズなんか
くれたんですよ、グランドはさすがにくれなかったけれど、賀川記
念館の子ども会の少年野球だけはね、チームのユニフォームがなかっ
たんです。それもライオンズに言ったらくれたんですね。始めて賀
川イーグルスというのをつけたんですね。そういう意味ではほんま
に思い切って出していけば、かなえられるものもあると思います。
それでもやっぱり、今の社会的なニーズの中で言えば、ホームレス
の方々の対応をどうすかということは非常に大きな問題だと思いま
す。そういう意味で賀川記念館もそこをこれから視野に入れながら
歩んでいければいいかなと思うんですけれども、最後にこれだけは
もう少し言いたいというのがありましたら、どうぞ。

大事にしないといけない事、それは居場所があるん
やっていう感じ

二宮：私学生時代、賀川記念館につながって、なぜ続いたか。私は
四国の片田舎から出てきて、バレーボールやってたんですけれども、
中高と。県で中学、高校と準優勝までした、今背はちっこいですけ
れどもアスリートだったんですけれども、関学入ってから、伝統あ
るクラブに入った。運動部は駄目やから、文化部でグリークラブに
入った。これに音楽好きだったんで、先輩が何人か、寮の先輩がいらっ
しゃって、それで勧誘されてそれに入って非常に感銘を受けて、一
生懸命練習してたんですね。毎日あるんです、練習がね。ところが、
竹内愛二先生から賀川記念館手伝えという事で、こっち来た。学習
教室でしょ、4 時には出ないと間に合わない。結局ね、僕はこっち選
んだんです。グリーはやめちゃったんです。けつ割ったんです。何故か。
僕はやっぱりね、賀川記念館の魅力というかすばらしさ。私とあな
たの関係だったんです。偉い人、組織の偉いとか下っ端とかそうい
うこと関係なくてね、二宮は二宮として学童教室の講師とかボラン
ティアもしとれば、一人の人間として扱ってくれたんですよ。認め
てくれたんですね。お前のやってることはそのままお前にまかすから、
やんなさい。何のチェックも受けないかわり、本当に一対一、アイ

とユー、私とあなたという関係で、ボランティアとしてそのような
熱意があって、賀川先生の建てられたこの所に来た人は、全て、私
とあなたという信頼関係の中に始まってたんですね。僕はそこに非
常に魅力を感じて、片田舎でそれこそ方言で、寮はあれですけれども、
みんなから、あいつ変わったやつやな、とこう言ったことで。今ま
で田舎では優秀とまではいきませんけれども、ある程度認められて
いた者が、物凄く劣等意識に陥ってた時に、ここに来て生き返った
んですね。すばらしいところだなと思った。僕、やっぱりこれは大
事にしたいですね。賀川先生、或いはクリスチャンでなくても、こ
こに出会った人は、あなたと私という関係の中で、自分がここで何
をしたいか、何をさしていただけるか、そこでつながったら、もう
上下関係とかそんなもん無くて、仲間としてここで自分の居場所が
与えられる、これがここにつながっている唯一魅力だと思うんですよ。
これをこれからも大事にしていって欲しいですね。

祐村：今、宿題をいただきました。他に何かもう一言ないですか。

光田：二宮さんがどうして今まで続いているのかという事から、私
も同じような事思ったんですよ。大学の 2 年生か 3 年生ぐらいから
今まで、たぶん 40数年なんですけれども、それを考えると、思い切っ
て門をたたいて鉄ちゃんとか宮本さんとか祐さんとか、そんなにグ
ループワークの力なんか全然無いのに、「よう来たな」というふうに
歓迎されてるという感じがあったんですよ。「おってええよ」「続け
て来てもええよ」という形で。何年も経って、たまたま仕事関係で
ちょっと寄ってみようかなって思った時に、宮本さんがいつもおって、
「何しに来たの」じゃないんですよ。ちょっと寄ってみて、「最近ど
うしてんの」とか言う形で、特に用事も無くて来ても、「どうしてんの」
とか言う形で受け入れてくれている、「来てもいいよ」って言う。2回目、
3 回目になると敷居がすごく低くなって、来ても受け入れてくれる、
何の用事も無くても、ちょっと一服っていう形でお茶をいれてくれ
たりして、お相手してくれて、「おってもいいよ」っていう。この感じが、
自分の中でいつ行っても受け入れてくれている、居場所があるんやっ
ていう感じが、何年も途切れててもいけてるっていうのは、これは
大きいなって、私は自分の中ではこれは大きいなっていう思いがある。
居場所があるとか、いつ来ても、何の用事も無くても ok 受け入れて
くれてるっていう感じ、その感じっていうのは、大事にしたいなって。
人によったらどっかに所属があっても十分そこに所属感が無い人も
いると思うんですけれども、ここに来たら、何かこう、何の能力も
仕事も無くても所属があるっていう、そういう受け入れ方みたいな
んはやっぱり、何年離れててもここにちょっと寄ってみようかなっ
ていうて、その中で自分が何か役に立つことがあれば提供してみた
いなという、そいういうものが出てくるんじゃないかなって、私は
思ったんで、そんな感じのものは、人とのつながりの中で、大事じゃ
ないかなって私は思います。

祐村：ありがとうございます。宗教的に言えば、覚えられてるって
言うか、いつもあなたは覚えられている、ということかと思うんで
すけれども、旧の建物の場合でも、その主旨としては、いわゆる展
示物はしないで事業を通して賀川精神を伝える、いろんなプログラ
ムを通して賀川精神を伝える。それはその、賀川の言う人格交流運
動だと。ここへ来て、人と出会って、ボランティアと出会って、そ
して何であんなことまでやってくれるんやろな、僕の為に、ってい
うことでつながる、そういうことが旧の建物だった。新しい建物に
なった時には、ミュージアムという形の中で、賀川精神はこうですよ、
賀川はこういう仕事をしましたよ、そして皆さん、賀川精神持って
どういうふうに行きますか、っていうのがこのミュージアムだと思
うんですけれども、ただ、それで終わらずにもう一度僕たち、今ま
でボランティアしたみんながですね、ここでボランティアの人たち
を募集し、そしてここでその人たちが働いてですね、もう一度現場
にまた、いろんな地域で頑張っていけるような出会いの場にしてい
ければいいかなというふうに思います。同時に旧の建物の中でいろ
んなボランティアの人たちが育っていった、というと怒られますけ
れども、看護師になったり、学校の先生になったり、或いは保育士
になったり、今も現場で働いておられる方はたくさんおられる。そ
れはやっぱりここで、職員に出会い、ボランティアに出会って、そ
ういういい働きをされているんかなと思います。そう言った意味では、
もう一度命を吹き込んで、派遣できるような事を、この新しい記念
館の中にもできたらいいかな、そういうプログラムがじゃあ何なの
かな、ということについては、そう簡単には答えでないと思うんで
すけれども、また皆さん方の今までの経験を生かしながら、お知恵
をいただいて、また、記念館の方にご提案いただいていけば、また
新しいものが生まれていくかなというふうに思うんですけれども、
ということで馬場先生、最後にひとこと。

馬場：大事にしないといけない部分を言葉ではっきりと確認できた
ことは、すごい有意義やったなあと思いますんで、100 号にふさわ
しい内容を作っていただいて、今日の事を教訓にこれからも計画し
ていきたいと思います。ありがとうございます。

加藤：もう少しいいですか。こっち来るまでに「賀川記念館 10 年の
歩み」というのを見てたんです。そしたらいろんな行事があって、
僕らも楽み、ボランティアの人たちも楽しんでやってきた中に、い

ろんなクリスマス行事があったんです。クリスマス会は、館内でやっ
たこともあるし、吾妻小学校でも出かけて行ってね、地域の子ども
たちを対象に集めてやったことをおぼえてます。その事を考えた時に、
教会はもちろんクリスマスは本筋ですから。でも、賀川記念館とし
ていわゆる宗教一色じゃなくっても、やっぱり賀川先生の精神を継
ぐというふうなことで、一番とっかかりが近い行事ではないかなと。
そういう意味でクリスマス行事等をきっかけにして、何か共同で、
合同で、ここにいる館内の利用者だけじゃなくって、もうちょっと
地域の人たちが何かできる、一緒になってできるような、そういう
プログラムをここでリーダーシップをとって考えてもらえたらどう
かなと思います。

祐村：今の話で言えば、例えばキャンプでもね、スタッフは泊まり
込みなんですよ。子どもたちは繰り返し繰り返しバスで来る、例え
ば学童保育が来る、子ども会が来る、教会学校が来る。スタッフはずっ
と向こうにおる。クリスマス会も学童保育のクリスマス会があり、
クラブ活動のクリスマス会があり、教会学校のクリスマス会があり、
それぞれがやりながら、同じ場所でやったりすると、一体となって
やっていったということで、とってもいいものができたかなと思う
んです。そういう意味で今加藤さんがおっしゃったように、クリス
マスが一番入り易いんで、地域の方々にクリスマスを通して何かサー
ビスできたらいいかな、まさに礼拝サービスだと思うんですけれども。
教会にもちょっとこの前言ったんですけれども、地域にもっとサー
ビスできるものがあったらいいなあと。昔は演芸で落語家呼んでき
たりね、或いはシンセタリョン（身世打鈴）と言って、韓国の一人
芝居をしてもらったりとかいうことで、文化的なサービスを教会が
提供するということもあると思うんですが、そういうことも含めて
記念館も教会も一体的になりながらこの地域のために、建物あって
も意味ないんで、賀川先生は建物はどうでもいい、中身だってこと
をおっしゃったと思うんですけれども、そういった意味で。

祐村：今日は突然に日時を設定しまして、大変申し訳ありませんで
したけれども、たくさんの方集まっていただきまして、貴重なご意
見いただきました。本当にどうもありがとうございました。

「ボランティア座談会」にたくさんの懐かしい方々にご参加
いただきありがとうございました。この記事をご覧になられ
て久しぶりに同窓会を、なんてことになると嬉しく思います。
ご参加いただいた方へのご連絡は、賀川記念館までお問い合
わせください。

写真（左から）二宮英喜、光田豊茂

写真（左から）馬場一郎、杉原陽一

最後に全員で記念撮影をしました。
写真（前列左から）祐村明、田中美和、二宮英喜、有川善雄、元公子（後列左から）
杉原陽一、大和田健夫、光田豊茂、加藤鉄三郎、小池茂晴、上内鏡子、馬場一郎

賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
青谷四丁目町内会　朝霧コープ委員会　柏原コープ委員会　京都
生協　京都生協機関組織運営部　神戸中央法律事務所　㈱コープ
エイシス　全労済本部　祖師谷教会　㈱チャイルド社神戸営業所

賛助（個人）
Ｓtig Lindberg　英賀康子　赤本公孝　明松善一　荒内直子　池本
正人　石丸鐵太郎　磯前則光　市本利恵子　井上淳信　井上耕作
上野みづほ　梅宮弘光　太田明　大谷美和子　大野秀彰　粕谷典
小川直子　　柏原佳子　加藤鉄三郎　上井香代　上内英子　上内
鏡子　加山久夫　川井ふみ子　川上民雄　川口昭次　川倉千代子
川﨑圭子　河谷里美　河谷保　久保恵三郎　桑野友子　桑原民　
越牟田愛子　小西孝蔵　小林ひさ　先﨑伍郎　桜井利枝　佐々木
正夫　佐藤秀男　佐藤悦子　佐藤英美　佐藤誠　島田恒　高村勣
関紀美子　泰井綏子　高梨佳子　武井博子　谷垣わきゑ　佃一廣
谷脇清助　玉置良子　千田明美　冨岡恭子　永田千種　中井福美
中川原芳紀　中村澄江　中村三郎　南波陽子　西脇美代子　西内
芳子　西海弘子　西岡栄子　西垣光代　西川俊子　林孝　原利治
原田照子　東村元嗣　檜山秋彦　平木是　平野治子　博田一成　
藤野裕子　冨士本利子　堀俊朗　本城智子　宮崎操　松村武男　
松元節子　三島浩昭　光田豊茂　三好長栄　村岡敏子　森文子　
村上敬三　森下美代子　森田弘子　保野恵子　山口政紀　山口　
洋子　山口則子　山田達造　大和慎吾　山本常雄　山本裕子　　
吉岡正勝　吉本浩三　吉山修平　米満弘　李善恵　渡部美津江　
渡辺賢次　

寄付金（団体）：
あゆみ幼児園　エルフィドイツ語アカデミー 　大阪北地区コープ
委員会　カレント　京都生活協同組合西ブロック　近畿労金　　
甲南土建労働組合中央支部　神戸東部教会　全労済東日本事業部
全労済福島県本部　東海コープ事業連合　鳥舟　西東京ユニオン
教会　西宮ワイズメンズクラブ　民児協八雲地区　明治学院同窓
会兵庫県支部

寄付金（個人）：
糸原由美子　伊吹　岡﨑寿子　梶野恵美　金丸裕一　上内鏡子　
川上伸枝　グルーベル・ルース　近藤良子　島田恒　高田敏尚　
徳弘圭子　二河照子　西義人　秦正雄　馬場一郎　日和佐信子　
原田芳子　松田喜久子　宮本修男　山本容子　祐村明　吉岡正勝
渡辺国士　匿名

フィリピン訪問団諸経費補助（団体）： 一般財団法人ｳｴｽﾚｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

書籍他寄贈（個人）：
遠藤浩　小野勅鉱　木村寛　谷紳一　牧田稔　山本俊正

　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 6月 1日から 11 月 30 日までの報告をさせていただきます。
 賛助会費 558,000 円
　　　　　　　　寄付金　 3,342,494 円
　フェスティバル寄付金　    183,500 円
　　　　　　　　総合計　 4,083,994 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。

2012 年 6月 1日～ 2012 年 11 月 30 日現在（敬称略 順不同）

　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

写真（左から）田中美和、祐村明、元公子、小池茂晴
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手当てしたんです。6000 坪の土地に特養を持ってつくられとうわけ
です。もともとはですね、ここで一緒に働いていた人たちが働けん
ようになった時に、そこで住んでもらうという事で特養を建てられた。
特養を建てられた時、自分はそこに行かなかった。この先生の偉い
のはね、ここだけやなくて、箕面でしょ、釜ヶ崎にも持ってるわけです。
釜ヶ崎でもね、共同生活している人たち、10 人ぐらいの青年がまだ
おるんです。それと同時に保育園をもっておる、そういう活動をし
ておるんですがね、ここは今実際の活動と言いますのは、バラード
先生の当時から婦人たちがたくさんサポートされていて、もうその
方もほとんど高齢になっているんですが、それでも月 2回ミニバザー
をやってまして、その収益金でもって、ホームレスの支援とかアジ
アに貧しい人たちがいっぱいいるもんですから、毎年特にカンボジ
アを中心に、フィリピンにも送金されておるんですよ。

祐村：実はですね、賀川記念館においてボランティアの発行の時に
必ずね、ニード一覧表というのを作っていたんですよ。各ボランティ
アの人たちに、今何が欲しいかというのを聞いたらね、これこれこれ、
少年野球やったらグランドが欲しい、ユニフォームが欲しいとか、
科学クラブやったら無線機が欲しいとか。それもライオンズなんか
くれたんですよ、グランドはさすがにくれなかったけれど、賀川記
念館の子ども会の少年野球だけはね、チームのユニフォームがなかっ
たんです。それもライオンズに言ったらくれたんですね。始めて賀
川イーグルスというのをつけたんですね。そういう意味ではほんま
に思い切って出していけば、かなえられるものもあると思います。
それでもやっぱり、今の社会的なニーズの中で言えば、ホームレス
の方々の対応をどうすかということは非常に大きな問題だと思いま
す。そういう意味で賀川記念館もそこをこれから視野に入れながら
歩んでいければいいかなと思うんですけれども、最後にこれだけは
もう少し言いたいというのがありましたら、どうぞ。

大事にしないといけない事、それは居場所があるん
やっていう感じ

二宮：私学生時代、賀川記念館につながって、なぜ続いたか。私は
四国の片田舎から出てきて、バレーボールやってたんですけれども、
中高と。県で中学、高校と準優勝までした、今背はちっこいですけ
れどもアスリートだったんですけれども、関学入ってから、伝統あ
るクラブに入った。運動部は駄目やから、文化部でグリークラブに
入った。これに音楽好きだったんで、先輩が何人か、寮の先輩がいらっ
しゃって、それで勧誘されてそれに入って非常に感銘を受けて、一
生懸命練習してたんですね。毎日あるんです、練習がね。ところが、
竹内愛二先生から賀川記念館手伝えという事で、こっち来た。学習
教室でしょ、4 時には出ないと間に合わない。結局ね、僕はこっち選
んだんです。グリーはやめちゃったんです。けつ割ったんです。何故か。
僕はやっぱりね、賀川記念館の魅力というかすばらしさ。私とあな
たの関係だったんです。偉い人、組織の偉いとか下っ端とかそうい
うこと関係なくてね、二宮は二宮として学童教室の講師とかボラン
ティアもしとれば、一人の人間として扱ってくれたんですよ。認め
てくれたんですね。お前のやってることはそのままお前にまかすから、
やんなさい。何のチェックも受けないかわり、本当に一対一、アイ

とユー、私とあなたという関係で、ボランティアとしてそのような
熱意があって、賀川先生の建てられたこの所に来た人は、全て、私
とあなたという信頼関係の中に始まってたんですね。僕はそこに非
常に魅力を感じて、片田舎でそれこそ方言で、寮はあれですけれども、
みんなから、あいつ変わったやつやな、とこう言ったことで。今ま
で田舎では優秀とまではいきませんけれども、ある程度認められて
いた者が、物凄く劣等意識に陥ってた時に、ここに来て生き返った
んですね。すばらしいところだなと思った。僕、やっぱりこれは大
事にしたいですね。賀川先生、或いはクリスチャンでなくても、こ
こに出会った人は、あなたと私という関係の中で、自分がここで何
をしたいか、何をさしていただけるか、そこでつながったら、もう
上下関係とかそんなもん無くて、仲間としてここで自分の居場所が
与えられる、これがここにつながっている唯一魅力だと思うんですよ。
これをこれからも大事にしていって欲しいですね。

祐村：今、宿題をいただきました。他に何かもう一言ないですか。

光田：二宮さんがどうして今まで続いているのかという事から、私
も同じような事思ったんですよ。大学の 2 年生か 3 年生ぐらいから
今まで、たぶん 40数年なんですけれども、それを考えると、思い切っ
て門をたたいて鉄ちゃんとか宮本さんとか祐さんとか、そんなにグ
ループワークの力なんか全然無いのに、「よう来たな」というふうに
歓迎されてるという感じがあったんですよ。「おってええよ」「続け
て来てもええよ」という形で。何年も経って、たまたま仕事関係で
ちょっと寄ってみようかなって思った時に、宮本さんがいつもおって、
「何しに来たの」じゃないんですよ。ちょっと寄ってみて、「最近ど
うしてんの」とか言う形で、特に用事も無くて来ても、「どうしてんの」
とか言う形で受け入れてくれている、「来てもいいよ」って言う。2回目、
3 回目になると敷居がすごく低くなって、来ても受け入れてくれる、
何の用事も無くても、ちょっと一服っていう形でお茶をいれてくれ
たりして、お相手してくれて、「おってもいいよ」っていう。この感じが、
自分の中でいつ行っても受け入れてくれている、居場所があるんやっ
ていう感じが、何年も途切れててもいけてるっていうのは、これは
大きいなって、私は自分の中ではこれは大きいなっていう思いがある。
居場所があるとか、いつ来ても、何の用事も無くても ok 受け入れて
くれてるっていう感じ、その感じっていうのは、大事にしたいなって。
人によったらどっかに所属があっても十分そこに所属感が無い人も
いると思うんですけれども、ここに来たら、何かこう、何の能力も
仕事も無くても所属があるっていう、そういう受け入れ方みたいな
んはやっぱり、何年離れててもここにちょっと寄ってみようかなっ
ていうて、その中で自分が何か役に立つことがあれば提供してみた
いなという、そいういうものが出てくるんじゃないかなって、私は
思ったんで、そんな感じのものは、人とのつながりの中で、大事じゃ
ないかなって私は思います。

祐村：ありがとうございます。宗教的に言えば、覚えられてるって
言うか、いつもあなたは覚えられている、ということかと思うんで
すけれども、旧の建物の場合でも、その主旨としては、いわゆる展
示物はしないで事業を通して賀川精神を伝える、いろんなプログラ
ムを通して賀川精神を伝える。それはその、賀川の言う人格交流運
動だと。ここへ来て、人と出会って、ボランティアと出会って、そ
して何であんなことまでやってくれるんやろな、僕の為に、ってい
うことでつながる、そういうことが旧の建物だった。新しい建物に
なった時には、ミュージアムという形の中で、賀川精神はこうですよ、
賀川はこういう仕事をしましたよ、そして皆さん、賀川精神持って
どういうふうに行きますか、っていうのがこのミュージアムだと思
うんですけれども、ただ、それで終わらずにもう一度僕たち、今ま
でボランティアしたみんながですね、ここでボランティアの人たち
を募集し、そしてここでその人たちが働いてですね、もう一度現場
にまた、いろんな地域で頑張っていけるような出会いの場にしてい
ければいいかなというふうに思います。同時に旧の建物の中でいろ
んなボランティアの人たちが育っていった、というと怒られますけ
れども、看護師になったり、学校の先生になったり、或いは保育士
になったり、今も現場で働いておられる方はたくさんおられる。そ
れはやっぱりここで、職員に出会い、ボランティアに出会って、そ
ういういい働きをされているんかなと思います。そう言った意味では、
もう一度命を吹き込んで、派遣できるような事を、この新しい記念
館の中にもできたらいいかな、そういうプログラムがじゃあ何なの
かな、ということについては、そう簡単には答えでないと思うんで
すけれども、また皆さん方の今までの経験を生かしながら、お知恵
をいただいて、また、記念館の方にご提案いただいていけば、また
新しいものが生まれていくかなというふうに思うんですけれども、
ということで馬場先生、最後にひとこと。

馬場：大事にしないといけない部分を言葉ではっきりと確認できた
ことは、すごい有意義やったなあと思いますんで、100 号にふさわ
しい内容を作っていただいて、今日の事を教訓にこれからも計画し
ていきたいと思います。ありがとうございます。

加藤：もう少しいいですか。こっち来るまでに「賀川記念館 10 年の
歩み」というのを見てたんです。そしたらいろんな行事があって、
僕らも楽み、ボランティアの人たちも楽しんでやってきた中に、い

ろんなクリスマス行事があったんです。クリスマス会は、館内でやっ
たこともあるし、吾妻小学校でも出かけて行ってね、地域の子ども
たちを対象に集めてやったことをおぼえてます。その事を考えた時に、
教会はもちろんクリスマスは本筋ですから。でも、賀川記念館とし
ていわゆる宗教一色じゃなくっても、やっぱり賀川先生の精神を継
ぐというふうなことで、一番とっかかりが近い行事ではないかなと。
そういう意味でクリスマス行事等をきっかけにして、何か共同で、
合同で、ここにいる館内の利用者だけじゃなくって、もうちょっと
地域の人たちが何かできる、一緒になってできるような、そういう
プログラムをここでリーダーシップをとって考えてもらえたらどう
かなと思います。

祐村：今の話で言えば、例えばキャンプでもね、スタッフは泊まり
込みなんですよ。子どもたちは繰り返し繰り返しバスで来る、例え
ば学童保育が来る、子ども会が来る、教会学校が来る。スタッフはずっ
と向こうにおる。クリスマス会も学童保育のクリスマス会があり、
クラブ活動のクリスマス会があり、教会学校のクリスマス会があり、
それぞれがやりながら、同じ場所でやったりすると、一体となって
やっていったということで、とってもいいものができたかなと思う
んです。そういう意味で今加藤さんがおっしゃったように、クリス
マスが一番入り易いんで、地域の方々にクリスマスを通して何かサー
ビスできたらいいかな、まさに礼拝サービスだと思うんですけれども。
教会にもちょっとこの前言ったんですけれども、地域にもっとサー
ビスできるものがあったらいいなあと。昔は演芸で落語家呼んでき
たりね、或いはシンセタリョン（身世打鈴）と言って、韓国の一人
芝居をしてもらったりとかいうことで、文化的なサービスを教会が
提供するということもあると思うんですが、そういうことも含めて
記念館も教会も一体的になりながらこの地域のために、建物あって
も意味ないんで、賀川先生は建物はどうでもいい、中身だってこと
をおっしゃったと思うんですけれども、そういった意味で。

祐村：今日は突然に日時を設定しまして、大変申し訳ありませんで
したけれども、たくさんの方集まっていただきまして、貴重なご意
見いただきました。本当にどうもありがとうございました。

「ボランティア座談会」にたくさんの懐かしい方々にご参加
いただきありがとうございました。この記事をご覧になられ
て久しぶりに同窓会を、なんてことになると嬉しく思います。
ご参加いただいた方へのご連絡は、賀川記念館までお問い合
わせください。

写真（左から）二宮英喜、光田豊茂

写真（左から）馬場一郎、杉原陽一

最後に全員で記念撮影をしました。
写真（前列左から）祐村明、田中美和、二宮英喜、有川善雄、元公子（後列左から）
杉原陽一、大和田健夫、光田豊茂、加藤鉄三郎、小池茂晴、上内鏡子、馬場一郎

賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
青谷四丁目町内会　朝霧コープ委員会　柏原コープ委員会　京都
生協　京都生協機関組織運営部　神戸中央法律事務所　㈱コープ
エイシス　全労済本部　祖師谷教会　㈱チャイルド社神戸営業所

賛助（個人）
Ｓtig Lindberg　英賀康子　赤本公孝　明松善一　荒内直子　池本
正人　石丸鐵太郎　磯前則光　市本利恵子　井上淳信　井上耕作
上野みづほ　梅宮弘光　太田明　大谷美和子　大野秀彰　粕谷典
小川直子　　柏原佳子　加藤鉄三郎　上井香代　上内英子　上内
鏡子　加山久夫　川井ふみ子　川上民雄　川口昭次　川倉千代子
川﨑圭子　河谷里美　河谷保　久保恵三郎　桑野友子　桑原民　
越牟田愛子　小西孝蔵　小林ひさ　先﨑伍郎　桜井利枝　佐々木
正夫　佐藤秀男　佐藤悦子　佐藤英美　佐藤誠　島田恒　高村勣
関紀美子　泰井綏子　高梨佳子　武井博子　谷垣わきゑ　佃一廣
谷脇清助　玉置良子　千田明美　冨岡恭子　永田千種　中井福美
中川原芳紀　中村澄江　中村三郎　南波陽子　西脇美代子　西内
芳子　西海弘子　西岡栄子　西垣光代　西川俊子　林孝　原利治
原田照子　東村元嗣　檜山秋彦　平木是　平野治子　博田一成　
藤野裕子　冨士本利子　堀俊朗　本城智子　宮崎操　松村武男　
松元節子　三島浩昭　光田豊茂　三好長栄　村岡敏子　森文子　
村上敬三　森下美代子　森田弘子　保野恵子　山口政紀　山口　
洋子　山口則子　山田達造　大和慎吾　山本常雄　山本裕子　　
吉岡正勝　吉本浩三　吉山修平　米満弘　李善恵　渡部美津江　
渡辺賢次　

寄付金（団体）：
あゆみ幼児園　エルフィドイツ語アカデミー 　大阪北地区コープ
委員会　カレント　京都生活協同組合西ブロック　近畿労金　　
甲南土建労働組合中央支部　神戸東部教会　全労済東日本事業部
全労済福島県本部　東海コープ事業連合　鳥舟　西東京ユニオン
教会　西宮ワイズメンズクラブ　民児協八雲地区　明治学院同窓
会兵庫県支部

寄付金（個人）：
糸原由美子　伊吹　岡﨑寿子　梶野恵美　金丸裕一　上内鏡子　
川上伸枝　グルーベル・ルース　近藤良子　島田恒　高田敏尚　
徳弘圭子　二河照子　西義人　秦正雄　馬場一郎　日和佐信子　
原田芳子　松田喜久子　宮本修男　山本容子　祐村明　吉岡正勝
渡辺国士　匿名

フィリピン訪問団諸経費補助（団体）： 一般財団法人ｳｴｽﾚｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

書籍他寄贈（個人）：
遠藤浩　小野勅鉱　木村寛　谷紳一　牧田稔　山本俊正

　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 6月 1日から 11 月 30 日までの報告をさせていただきます。
 賛助会費 558,000 円
　　　　　　　　寄付金　 3,342,494 円
　フェスティバル寄付金　    183,500 円
　　　　　　　　総合計　 4,083,994 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。

2012 年 6月 1日～ 2012 年 11 月 30 日現在（敬称略 順不同）

　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

写真（左から）田中美和、祐村明、元公子、小池茂晴
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　11月 4日、さわやかな秋晴れの中、第 46回賀川記念館フェスティ
バル（バザー）を楽しく、また事故なく終えることができました。
今年は例年の「友愛食堂」「天国屋カフェ」「のみの市」に加え、ステー
ジに多彩なゲスト（布引中学校ブラスバンド部、神戸大学ジャグリ
ングクラブ、友愛幼児園卒園生の三線、プロのマジックショー）を迎え、
にぎやかに楽しく行うことができました。入場者も 530 名を数え、
多くのボランティアの皆様、地域の皆様に支えられて、開催するこ
とができました。
　旧賀川記念館の時代、1965 年から始まったバザーは今年で 46 回
を迎えました。途中建て替えで2年お休みをしましたが、この46回は、
みなさまのご支援、ご協力に支えられて、この地域とともに歩んで
きた歴史でもあります。またその開催の目的にも地域福祉事業の資
金協力とともに、当初から「地域との交流」が掲げられていました。
「賀川記念館フェスティバル実行委員会」でも、その歴史を踏まえ、
趣旨・目的をしっかり捉えて開催していくことが確認され、進めて
まいりました。
　今年も趣旨にご賛同いただき、たくさんの皆様にご支援・ご協力
をいただきました。本当にありがとうございました。フェスティバ
ルで得た収益につきましては、その趣旨・目的に沿い、「賀川記念館
の働きのために」使わせていただきます。　今後ともご理解・ご支
援いただきますように、どうぞよろしくお願いしいたします。

賀川記念館フェスティバル実行委員会

第46回 賀川記念館フェスティバル

 ご協力 感謝です !!
ありがとうございました

賛助広告：
吾妻ときわ会　吾妻婦人会　新井組　市川　市川歯科医院　伊藤
荒物店　メガネの一木　イナハラ　魚徳　小倉商店　小﨑整骨院
かたぐるま　カレント　きむらクリニック　九州　共栄火災海上
保険　業務スーパー　寿司清たつ　近畿ろうきん　神戸凮月堂　
神戸キリスト教書店　　悟空　コープエイシス　しゅん平　嶋田
商店　東雲診療所　多い夢　武田商店　チャイルド社　司商会　
中央むつみ会　　ディ・オー　テン　テンポス　トータルロジシ
ステム　虎屋宝飾　鳥舟商店　どりーむ　ながお　中野歯科　　
早川　ひかりのくに　ヒューマン　ファイン　深澤鍼灸接骨院　
富士ゼロックス兵庫　フレーベル館　ヘルシースペースサカタ　
松石・後藤事務所　まつもと　マリーンハート薬局　三木屋　　
味正堂　本山クリニック　モリシタ精肉店　山路歯科医院　山倉
精肉店　ゆりの根　吉野建設　菱三印刷

寄付金：
青谷愛児園職員一同、父母の会　株式会社ディ・オー　民児協　
八雲地区　有川善雄　梅村貞造　河谷保　河谷里美　川端紀子　
河本一彦　児島隆介　近藤孝子　近藤良子　篠原幸子　髙田幸子
田中寛　田中道子　谷紳一　辻秀治郎　南波陽子　福井香代子　
西内芳子　春名義広　真部マリ子　深山和江　山口あい子　好田
豊子　米満弘　和又逸也

寄贈品提供（団体）：
吾妻婦人会 青谷４丁目町内会（木下宏）　インテリア秋保　　　
コープ伊丹おりづる会（坂雅子）　ディー・オー　ドリーム美容室
布引中学校（森脇毅）　ほたる

寄贈品提供（個人）：
朝田美智子　阿部眞理子　磯部浩二　伊藤颯真　井上敬子　糸原
由美子　　井原咲希　岩本岳士　上田柚良　臼井遼太　衛藤愛美
大里昌子　太田庵　大塚洋子　大野ルリ子　翁睿オン　小倉文子
小田航世　織金瑛大　加藤清波　加藤勝馬　加藤鉄三郎　上内　
鏡子　上内展子　神野蔵之輔　神谷理香　木村正英　河谷里美　
河谷保　光真央　上月三代司　河野洋子　項安美菜萌　児島隆介
権藤久喜　斎藤啓翔　貞永慶子　佐藤悦子　関紀美子　関祐輝　
滝澤風悟　武市常雄　竹氏吟子　竹氏里美　竹谷俊彦　谷紳一　
筒井トシエ　徳田陽仁　中﨑真衣　長澤光子　中谷響　中村彩乃
中谷日菜汐　中畑多美子　南波陽子　西義人　西内芳子　西川栄
西村風胡　橋本泰行　橋本直子　蓮田真央　日笠洋貴　久武瑞希
平野誠也　藤井良治　藤森蒼真　堀内貞子　本城智子　水谷優芽
宮﨑操　深山和江　宮本修男　森下美代子　森田弘子　八戸博隆
八代　安永大和　山口あい子　山口則子　山路洋子　山下晏裕美
山田雅子　山元羚渚　横山葉子　好崎志保　吉田敦子　和田琉来
渡邉玲愛　　　　　　　　　　　　　　　　　 （敬称略　順不同）

ステージでの様子　左上：布引中学校ブラスバンド部の演奏
　　　　　　　　　右上：マジックED
　　　　　　　　　右下：秋山姉妹の三線演奏
のみの市の様子　　左下
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と感じました。この建物で同じものができるかというと、構造上の
問題とかセキュリティの問題、保育園など特にですけれども、二宮
の時は上内先生にも手伝ってもらって、日本語教室をやったり、高
齢者の方との喫茶店なんかも、今でもあるんですけれども、やったり、
これはこれからの隣保館の一つのあり方ちゃうかなと感じました。

元：子どもたちの出入りは今でもあるんですか？

杉原：ここは、学童、或いは保育園などの、登録した子どもたち。
あるとしたら教会学校の子どもたち、少しですけれども。

元：地域によって違うと思うんですけれども、私の教会の方はね、
子どもたちの話を聞いたら、びっくりするくらい子どもたち忙しい
んですよ。月曜日はピアノで、バレーで、英会話でって言って、まあ、
忙しいんだねって言って、子どもたちが忙しいんです。だけど大人
の方は結構案外皆さん暇で。だからこの地域もやっぱり全体的に少
子化だから同じだと思うんですよね。だから賀川記念館という場所は、
子どもだけじゃなくって、そういう、仕事をリタイアした中高年の人、
そういう人たちの居場所づくりにも役立てられたら結構ユースフル
なんじゃないですかね。大人の方が結構みな時間持て余してるとい
うような現実なんで、何か大人の居場所づくりみたいなものをね、
考えていただいたら結構いいんじゃないかなと思いません？

祐村：上内先生、大人の居場所づくりについて、現在行っている「天
国屋カフェ」についてちょっと説明を。

天国屋カフェ、居場所づくりのこころみ

上内：天国屋カフェをした理由は、生きづらいというか、ちょっと
しんどいなという人が来れるようにと思って、木、金、土と、今日
もありましたけれども、やっています。ちょっと今何人かが出入り
をしてましたけれど、ある人たちもここに来る、いろんなニーズが
あるんですけれども、結構精神的にしんどい人たちがたくさんでは
ないけれども、一人や二人ではない、かといって、20 人や 30 人も
来ませんけれど、両手いっぱいぐらいか、来たりしています。何か
食べるわけでもないし、中に入って作るわけでもないんですけれども、
ここにはなかなか来れない人もいますし、日本の人もいますし国籍
もいろんな人がいらして、宣教師のアメリカの人がいるのでそうい
うつながりでアジア系の人たちとかもいます。今度面接をする人は
南米系の人が働きに来てるけど、寂しい、話し相手のためにお金は
いらないから手伝いにきていいか、とか、そういう形で昔のニーズ
は子どもたちでしたが、少し大人の層の中でも少し今までとは違っ
た人たちが集う事ができればいいなと、まだ 3 年目なんでそんなに
たくさんの人たちはいないけれど確実につながっている人たちは増
えてきていると思いますし、それこそ昔みたいにホームレスの人と
かそのような人たちとは違うかもしれないけれども、今の現代のい
ろんな課題を抱えている人たちが少ないけれどもつながりを持ち始
めているとは思います。子どもの教会も、子どもの教会の礼拝に来
る子どももいるんですけれども、それ以外に、日曜日ここに来たら
絶対に誰かがいてひょっとしたらお昼ぐらいに何か食べれるかなと
いう子が何人かいて、うろうろしています。でもやっぱりさっき杉
原さんが言ったようにどうしても安全の問題とか危機管理とか言わ
れるので、なかなか「居ていいよ」って言えないところが、今現在
の一つの大きな壁になっています。こうしたらどうするんや、安全
面は、怪我したらどうするんや、など何かあった時に責任をとれる
かと考えると、なかなか自分たちが思うように受け止められない、
それをどういうふうにするのかというと、答えられない部分もあり
つつ行っています。

祐村：カフェを通して地域の方々と在日とかあるいはもっと言えば
ニューカマーの人たちとの交流なんかも大きな働きではないけれど
も、ぼつぼつ今ね、地味な形で、また同時にやっぱり精神的に病ん
でいるような方々も来られていますんで、そういったことも受け皿
としてこれからまた、考えていければいいんかなと思います。法人
としては、昔は賀川記念館でプログラムを一杯持ってましたけれども、
今は法人としては、賀川記念館と、高齢の方は真愛ホームという施
設があり、児童については二宮児童館がある、いうふうな形でそれ

ぞれ手分けしている。もう少し言えば、賀川記念館のすぐ横にある、
ふれあいのまちづくり協議会の地域センターを拠点とした地域の
方々の福祉サービスについては、賀川記念館も一緒になってメンバー
に入っていただいて、2代目の委員長は二宮さんですが、初代村山先生、
今僕で 3 代目なんですが、そういった意味でつながりをもちながら
やってますし、同時に神戸市で最初に中央区の社会福祉協議会とタ
イアップしながら、「ちょっとなんでも相談」というシステムを取り
入れて、わざわざ役所行って「どうしたらええんやろ」と言うんや
なくて、「ちょっと困ってんねや」ということを「何でも相談してや」
ということで、こういうコーヒータイムの時であったり、カフェで
あったり、ふれまちの映画会であったりというような所で、そうい
うことをやったりしてるんです。そういう中から子どもの問題、学
校の子どもたちの問題もでてきて、今中央小学校なんかと一緒に、
これからどうしようかと、そういう意味でまた、大和田先生の奥さ
んも一緒にこの前も考えていただいたりしてるんですけれども、結
構そういう意味では、派手ではないんですけれども、今新しい賀川
記念館の動きもぼつぼつ出始めているかなあ、というふうには思っ
ています。そういう中で皆さん専門のところで頑張っていただいて
いるんですが、例えば今言った光田さんにしても小川先生にしても、
精神的なところの受け皿の、例えばボランティアちょっとぐらいで
きるよ、というんであれば、ちょっとそういうこともしていただい
たらありがたいなあ、と。勝手に言うていいですかね。ちょっとし
たことで、今までのことも含めて、我々はある程度年齢いってます
けれども、次の若い人につなぐためのワンステップで、そういう動
機づけと言うか、そういう事していただいたらありがたいかなあと、
私勝手に思うんですけれども。

加藤：大和田先生、光田さんもですけれども、昔困りごと相談ての
がありましたね。今、ふれまちとか、ナイトカフェとかいろんな場
があるから、そこでキャッチする事は勿論ね、それも大事な点です
けれども、何かやっぱり定期的に、或いは常設された場所で、相談
室のような何かそういうのがここで、必ずここへ来て相談できると
いうふうなところがあれば、それはそれで賀川記念館の宣伝にもな
るしまた、地域のニーズや、今だったら貧困の問題や、そういうも
のもいっぱいあるし、住宅の問題もあるし、子育ての問題もあるし、
障がいを抱えている親の問題もあるし、何かもう一つ受け皿を増や
すというか、そういうふうな予定なんかはどうなんですかね。

有川：私今感じているのは、今の記念館のあり方言うのは、今まで
とは違う、それなりの大きな働きをされていると思うんですが、そ
の活動から見て、この場所は広いようでまだ狭いと思うんです、将
来の事考えたら。私はですね、ホームレスの方々へのボランティア
を始めて、初めはインスタントラーメンとお湯ぐらい持って行った
わけですけれども、それ以降は炊き出しせないかんという事で、家
で炊き出ししてやっとったわけです。それでは駄目だと。賀川先生
がここに入られた時に、あの地域で家を借りてされたということを
知ってましたから、私もそういう安い一軒家ぐらいは借りれんもん
かなと、というのは、彼等、風呂を自由に入る事ができないんです。
たまたま中山手の教会ではシャワーもあるゆうことを聞いたんです。
ですが、自由に入ることできんから、この近くに一軒安いのがあっ
たらと思って、いろいろ探したんですが、実際無かったんです。ただ、
分かったんは公立の、磯上荘とか、灘に更生センターというのがあっ
て、それぐらいしかない。ですが、たまたま不思議な事に隣りに 50
年間私知らんかったんですが、立派なカトリックの施設「暁光会」
というのがあったわけですよ。そこで始めて知ったんですが、ロベル・
バラード先生というフランスの司祭が生涯そこで過された。その方
は 50 年前に、三宮に浮浪者がいっぱいおったんですよ。その人たち
と一緒に共同生活をして、青い眼のバタ屋さん言うて当時は有名でね、
本にもでてますよ、それも私知らなかった。ですが、最終的にそこ
を見つけて、もう一年ぐらいかかりましたけれども、そこを借りる
ことになった、それがちょうど先生が亡くなる 5 日ぐらい前やった
んです。たまたま二宮さんと一緒に行きましてね。その先生、最後
は話もできんかったんですけど、何か祝福してくれたような感じで、
それ以降、一応借りれるようになって、炊事場と、シャワーも使っ
てもいいよ、という事で借りて今まできとんですがね、ここは今は
本部が箕面にありまして、箕面ではね、特養、この先生がやっぱり

写真（左から）祐村明、元公子、小池茂晴

写真（左から）有川善雄、加藤鉄三郎
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祐村：ある時三宮へ飲みに行ったんです、若い時に。飲みに行ってね、
座ってさあ飲もか思たら、カウンターの向こうから「祐村先生！」っ
て言われて、いっぺんにさめてしまって、「帰るわ」と言うたりした。
学童保育の時の子が、結構三宮で一生懸命働いておる。それと僕の
思い出は、賀川記念館が前の建物を建てる時に、僕は村山先生から
言われたんです、建物建てる時に子ども会の青年として意見ないか、
と。僕は、子どもたちが自由に入れるようにして欲しい、と。落書
きするかも知れんし、物壊すかも知れんし。せやけど、とにかく靴
を脱いでね、スリッパに履き替えて入る、そういうのは止めて欲し
いと。できたら木造で、と言いますのは、僕は子どもの頃、（戦後の
友愛幼児園復興園舎の）屋根上がってよく怒られたりした、いたず
らの方だったんですよ。今度は、建てるんだから子どもが入りやす
いような事をして欲しいなあと思って言ったんですが、できてしま
うとなかなかそうもいかないんですけども。それから縁があって、
働かしてもらってから今度は管理する側になるとやっぱりどっかで
規制働きますね。ちょっとそんなことも思ったりするんですけれども。
一番良かったのは少年野球、賀川イーグルスは強かったんです。バ
レーボールも強かったんです、子ども会ではね、優勝したりもする、
少年野球も強かったんです。である時、雨が降り出して、もうそろ
そろ止めよかって言ったら、子どもが、あと 1イニングだけしたいっ
て言うから、しょうないから僕は「わかった」言うて、アンパイアで、
もう 1 イニングやから思て、マスクをせんとそのままキャッチャー
の後ろにおったんです。打った瞬間にチップのボールがバーンと来て、
まともに目に当たって、血が出て、子どもたちに、「そのままそこに
おれ」言うて、僕は済生会病院まで行ったら、廊下の長椅子にその
まま座って、「はい、今から」言うて、そのまま手術されて、「あと
数ミリ違うかったら涙腺が切れてたところでした。よかったねえ」
と言われたのが一つと、もう一つは耳が痛くなって、医者に行った
んです。この医者がいいお医者さんで、日本中から患者が来るんで
すけれども、風間カザマさんて言うて、手術した時にその先生が言
わはった、「祐村さん、よかったなあ」「何ですか？」「もうあと少し
ずれたら脳まできてて、あぶなかったよ。やっぱりあんた教会行っ
ててよかったんやなあ」と言われて、「はい、ありがとうございます」
と言いながら守られてきたかと思うんですけれども、記念館ではい
ろんな思い出があるんですが、そういう中で今、皆さんが出会って、
記念館での働きをされていたんですけれども、今新しく建てられた
賀川記念館にですね、これから皆さん方、何か先輩として、こうい
う出会いとか、こういうプログラムとか、こういうプロジェクトが
あったらいいなあ、というのがもしあれば紹介していただいたりご
提案いただいたらいいと思うんです、その前にちょっと今の、馬場
副館長さん、「くっく」の事とか、学童保育の事とか、説明していた
だいたら参考になるかなと思うんです。新しい事業として。

現在のこころみ、児童発達支援事業「くっく」

馬場：賀川記念館から神戸市第 1 号の学童保育が始まったという事
がありますけれども、学童保育から今度は障がい児の一時保育も始
まって、今学童保育は、「ひまわり」で一時支援の方が「くじらぐも」
と言うんですが、それを賀川記念館のプログラムとしてやったんです。
今、友愛幼児園と一緒に、「保育」という中身で共同でやってるんで
すね。その中で、友愛の子どもたちの中にもちょっとしんどい子が
いたりすると、どうしたらええんやろ、という話の中で、就学前の
発達障がいの子どもたちのケアをしていこうかという事で、児童発
達支援事業というのをこの 8 月から開始したんです。1 日 10 人で延
べ 50 人の定員なんですが、8 月からの開始なんですけど、もうほと
んど 50 人になってて、子どもというところを友愛幼児園との関係の
中でいろんなケアをしていくような形で進めているところがありま
す。ただ、やっぱり賀川記念館が今までやってきた地域福祉を、働
きの中で、なかなか地域のニーズを拾えてなくって、やっぱり友愛
幼児園に来ている子どもとか、「ひまわり」に来ている子どもみたい
なところからしか始まらない、そういう部分と賀川記念館としての
地域福祉を具体的にどういうふうに進めていったらいいかを、いろ
いろな方と話をしながら進めているんですけれども、昔のようにク
ラブ活動とか教室ものとかいう話もあるし、いろんな形があると思
うんですけれども、そのへんちょっと、ご意見いただけたらうれし
いなあと思います。

祐村：何かないですかね？現在子ども会がね、区内では本当にほと
んど無くなってしまっているんで。

これからの賀川記念館に期待することは？

小池：そうですね、子ども会でいくとなかなかどこのとこでも地域
でも、北区でもそうなんですがかなりやっぱり減っている。これは
代表者、大人の都合でどんどん潰していくということが多いですね。
実際には子どもたちはたくさんいるんですけれども、世話する人間
がいない、ということで潰れているのがほとんどで、できてもまた、
志のある人が最初はしてるんですけど、だんだん世代が変わっていく、
特に新しい団地なんかにいくと当番制にしちゃうんですよね、何で
もかんでも。それが悪い所で、最初の内は志のある人間が何人かおっ
て続いて行くんやけれども、1年で切られる、次になっていくと、段々
段々志の無い方に移行していくとそこでポーンと止めてしまう、と
いうのが多いんでね。そんなんでいくと、記念館がそういうことで
はないと思うので、そういうような形で子どもたちと接する子ども会、
僕自身、子ども会はここが初めてだったんですが、ここの子ども会
というのは、普通ある子ども会というのは、自治会とかそう言う子
ども会が多いんですね。特に神戸はそんな子ども会ばっかしで。こ
こはそうじゃなくて、校区子ども会、校区全体が子ども会の中の、
子どもたちは校区だけではないですけれども、広く子ども会の会員
としておれるというところで、普通の子ども会というのはそうじゃ
なくて、自治会なり何なり、その地域の、小さい地域の中でする子
ども会が多いので、そういうことからいくと、今は、私も子ども会
続けれているんですけれども、もともとは自治会の子ども会だった
んですけれども、だんだん、最初にやり出した頃は校区の中にも子
ども会がたくさんあったんですけれども、それがだんだん無くなっ
ちゃって、今は私のやっている子ども会しか無くなったので、その
時私、ふれまちの委員長してたので、それを権力を傘に着てというか、
ふれまちで区の校区子ども会としてやりたいんですけれども、とい
うことで、一応誰も反対する者もいなく、それでやるようになって、
それでももう 10 年以上なるんかな。だから、それでいくとまあまあ
そこそこの子ども会の会員がいる。もともと自治会でしてる時は、
自治会の会費でするから会費ていうのをとっていなかったんですね。
そうすると会員数は多いねんけれども実質的な来る人間は少ない。
やっぱり、今の子ども会でも年間 1,000 円ということではとってい
るんですけれども、これは 1 家族 1,000 円なんで、2 人おっても
1,000 円、3 人おっても 1,000 円。そうすると子どもたちの出席率は
かなりいいんですよね。来ようと思って来る子どもたち、記念館だ
とそういうようなことが十分可能というか、もともとしてたことな
んで、今小学校の校区めちゃめちゃ広なったんで、そん中でそうい
うような形でしていくと、かなり子ども会としても成立していくん
じゃないかなあというふうな、中央区もかなり子ども会の数が減っ
てると思うんですけれども、そんなんでいくと、もともとあった子
ども会の形なんでね、それをまた再現していただければ子どもたち
もいろんな所から集まって来れるんではないか。

祐村：子どものニーズにどう対応するか。ユニークなふれまちで子
ども会やってるんはここぐらいだと思うんです。普通は自治会から
会費出せるから運営できるんやけど、ふれまちだけではなかなか出
せない。

加藤：たとえば児童館は、地域の子どもたち誰が来てもそこで自由
に過ごして遊んで帰れるという。それを考えた時に、例えばこの館
をね、児童館的な機能って言うか、そういうのを持たせるためには、
どんなことが難しいんかな、さっき言った管理面の事もあるけれども。
指導者についてもボランティアの人が本当に居心地が良くて楽しみ
ながら活動できるという、そういう募集したらおそらくここだった
ら集まってくるんじゃないか、と思うんですね。ただそうするため
に場所の問題とか、実際にプログラムとか、そういうものがここで
可能なのかな。杉原さんなんかは、どうですか？例えばここでそん
な活動をね、もし考えるとしたら、そんな可能性は無いですか？

杉原：しばらく二宮児童館に異動してたんですけれども、児童館と
いうのは隣保館に近い部分の可能性をいっぱい秘めている施設やな

写真（左から）田中美和、祐村明、元公子、小池茂晴

写真（左から）有川善雄、加藤鉄三郎、大和田健夫、二宮英喜
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　今年は国連が定めた「国際協同組合年」です。協同組合は、環境
問題に関する役割についても期待されています。今の社会の中で協
同組合や生協が環境に対して、どのような役割が果たせるのかを考
えようと、9月 8日 ( 土 ) に「環境・エネルギー問題と協同組合」をテー
マに生活文化センターで講演会を行いました。
　講師は、(米 ) バークレ一生協 (1988 年解散 )の「コープ・ニュース」
の元編集者で、1988 年の賀川豊彦生誕 100 年を記念して出版された
「賀川豊彦 愛と社会正義の使徒」の著作者でもある口パート・シル
ジェン氏で、当日は、総代、コープ委員や役員・職員、兵庫県のそ
の他の協同組合関係者を含む 155人が参加しました。

1. 講演内容 (披粋 )
①協同組合が協同してエネルギーの使用量を減らし、エネルギーコ
　ストを削減できれば節約分を組合員に還元できる。最も優先すべ
　きは「資源の利用を削減する」こと、二番目は「再使用」、三番目は「リ
　サイクル」である。容器の洗浄と再使用はリサイクルするよりは
　るかに効率が良い。
②個人における省エネルギーを支援しどうすれば個人レベルのエネ
　ルギー使用量を削減できるかを協同組合は考えなければならない。
③エネルギー計測器の販売強化とエネルギー監査サービス、CO2 の
　削減に貢献する商品を購入する「カーボンオフセットショッピン
　ク」も検討すべきだ。
④電気協同組合は化石燃料や原子力に替わるエネルギーを積極的に
　開発しており、世界は風力発電と太陽光発電に向かっている。ク

7 月 10 日は賀川先生の誕生日です。この日を記念して毎年有志が兵
庫区島上町にある「生誕の碑」に集まり、碑の清掃をして、その後、
記念講演会を持つことにしています。
今年は、賀川先生が創設した「国際平和協会」を継承している会長

2012年 賀川豊彦生誕祭

「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
リー　ンエネルギー会社は協同組合が担うべきだ。
⑤エネルギーには、水力、原子力、天然ガス、風力や太陽光などの再
　生可能エネルギーに加えて、第 5 のエネルギーとして、協同組合が
　取り組むエネルギーの節約運動がある。節電はエネルギーを作り出
　すことと同じ効果がある。
⑥環境・エネルギー問題に対して組合員とともに取り組むことが協同
　組合の役割だ。
2. 会場参加者からの質問に対するコメント (抜粋 )
①長期に渡る節電が必要だ。日本の原子力発電の割合は 26% 。東京
　での講演会のときに個人で 24% も昨年より節電できたという方も
　いた。原発をなくすことは可能だ。
②第 5 のエネルギーといわれる「節電」を、楽しくワクワクして取り
　組める仕掛けが重要だ。節電に挑戦するコンペや節電の競争などの
　工夫が必要だ。
③よりシンプルな生活こそ楽しく、豊かさを得ることになる。
④便利さを追求すると余計なコストがかかるので、よりシンプルなも
　のの追求が大切だ。
⑤コープは他の人と一緒に働き、ともにアイデアを作り上げるところ
　だ。そのことを通じて自分自身が恩恵を得ることができる。
⑥人々に精神的に豊かになったと感じてもらうことが重要だ。例えば
　栄養士による教育は楽しい。受講した人はよりヘルシーな生活が出
　来るようになるので、ハッピーになれる。（コープこうべ提供）

の伴武澄氏をお招きして「賀川豊彦の協同組合と国際平和」と題し
て講演を頂きました。大変有意義な内容でしたので、参加者は賀川
先生の活動を少しでも引き継がなければと決意を新たにしました。

国際平和協会会長　伴武澄氏 生誕の碑の前で、伴夫妻とコア 100 賀川（賀川記念館を支援する団体で組
織する実行委員会）のメンバーと共に

写真：  ロバート・シルジェン氏と通訳

100年シンポジウム

写真：  講演会の様子
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　去る、9 月 29 日に本田哲郎神父を招いて、「愛することよりも大
切にすることを求めたい」とのタイトルで講演会が行われました。
　本田哲郎神父は、カトリックフランシスコ会の日本管区長であっ
た時に、日雇い労働者の街・釜ヶ崎を訪問し、一人の野宿労働者と
の出会いから、自らのこれまでの歩みを問い直し、解放へと導かれ
る機会が与えられました。それは、クリスチャンであり、神父であり、
聖書学者であった自分が、果たして今まで、誰かの解放につながる
ような、本当の意味での、心の根本の救いにつながる働きができて
いたのだろうか。日雇い労働者に限らず、生きていく中で、本当に

　8 月 25 日（土）、静岡県の日本基督教団松崎教会より星野正興先生
をお招きし「農山村の現状と農村伝道」についてご講演いただきました。
　星野先生はご自身自ら「星の野原農園」で営農にも従事されており、
農業とキリスト教の 2 つの視点から、農村伝道の歴史、戦後の農業
政策の問題点、農村の現状についてお話くださいました。特に私ど
ものイエス団創設者である賀川豊彦が 1927 年より西宮市の自宅を開
放して行った「日本農民福音学校」や賀川の協働者である藤崎盛一
が開校した「豊島農民福音学校」で推奨した立体農業については、
非常に興味深いものでした。立体農業は賀川豊彦が奨め、藤崎盛一
が実際化した農法であり、星野先生はその藤崎を農業の師と仰いで
おられます。 「儲ける農業ではなく、恵まれる農業を」との藤崎の教
えに、恵まれた農業を星野先生自身実践されておられます。
　それには、1. 先ず中心になる品目を定める。しかも小規模で。 2. そし
てその回りに１で残滓を用いることが出来、1 への還元が出来るもの
である。3. そして果樹を植える。果樹が根を張ることによって微生
物を呼ぶ。また果樹は斜面でも石地でも成長する。4. そして、生活
に還元できるものを生み出して行く。たとえば農畜産加工や剰余生
産物をそのように用い、それがお土産にもなる。そして 5. 10 分の１
の儲けをたとえば読書などにあてるというものです。
　最後に先生は霊的農業、霊的農村、霊的食糧をと訴えておられます。
霊的農業とは「いのち」を大切にする農業です。霊的農村とは、共
に生きることを目指す村作りです。霊的食糧とは分配が正しく行われ、
感謝をもっていただける食糧です。それらの姿はかつての村の中に
あったのです。それと反対なものが、より広くより大きくより高く
なのです。それが先述の農基法農政の目指したものであります。そ
れは聖書が語る人間の貪欲であります。

　6月 30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１日開設予定の児童発達支援「くっく」の第二回開設記念
講座として、「発達に課題のある子どもへの子育てのヒント」という
テーマで大阪医科大学 LD センターの西岡有香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。
　～発達障害の子どもたちは、いつもの生活に、大人がそれぞれの
特性に合わせた配慮と工夫を少し心がけることで出来ることが増え
る子どもたちです。成功させる工夫により失敗を減らしたり、大人
がつい出来て当然と思ってしまうこともほめるよう心がけることで
達成感や自信を持たせること、約束は事前にしておくこと、お手伝
いや遊び方の工夫などを具体的に丁寧にお話いただきました。日常
生活に子どもたちも一緒に参加することでいろいろな力を身につけ
られることや家族間での叱るポイントやほめるポイントなど価値観
を統一することで物事の善悪を明確に示す、一人でできないことも
一緒にできる工夫をする、同じことばかけも否定的な表現ではなく
肯定的な表現を心がけるなど発達に課題がある子どもだけでなく、
子育て全体のヒントになり、将来を見すえて幼児の間にできること
の大切さを改めて学ぶことが出来ました。～
　私たちも子どもたちやその保護者とそれぞれの気持ちに寄り添い
ながら、より一層の配慮と工夫を心がけ一緒によりよい育ちを支え
ていきたいと考えています。

総合研究所プログラムの報告 (6 月～11月 )
「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
「農山村の現状と農村伝道」
講師 星野 正興 日本基督教団松崎教会 牧師

「地域を知る」
講師 和又逸也 生田川協議会 顧問

「愛することより大切にすることを求めたい」
講師 本田 哲郎 釜ヶ崎ふるさとの家・フランシスコ会神父

　7月 24日（火）生田川協議会顧問であります和又逸也先生を招いて、
「地域を知る」というテーマで講演会を行いました。先生は、1933
年生まれで、この地域にとてもながく住まわれており、郷土史に詳
しく、葺合の歴史の事からから、様々な地名の由来、町名のおこり、
神戸の交通機関や教育機関、産業の移り変わりなども話されました。
また神戸発展の歴史として、神戸港の開港や居留地の重要性なども
述べられ、兵庫県の社会福祉事業の歴史では、賀川豊彦がスラムで
の活動を始めるに至る前の葺合地区の状況なども詳しく話していた
だきました。その他、当時の口入所（現在のハローワーク）や改良
住宅の様子も話され、また、資料として昭和初めからの物の値段表
など興味深いものも説明いただきました。今回の講演会は、「地域を
知る」というテーマにふさわしく、この地域の歴史を学ぶ事ができ
ました。
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と運営されていくという場合に、どうしても欠かせないのがボラン
ティア。そのボランティアの人たちが本当に当初たくさん来て、そ
して今までずっとつながってきてくれたって言うか、例えばさっき
田中さんが言ったように、ボランティアの人が当初住んでた地域、
そこの地域を放り出してこっちの賀川記念館の方へ駆けつけて、そ
して手伝ってくれる、そういう人たちがものすごく青年の中に多かっ
たですね。子ども会のリーダー活動、市の社会福祉協議会の人もす
ごくこちらを注目してくれて、神戸市のリーダーが賀川記念館に全
部集まってきて何か行事をするというような事も多かったですね。
ボランティアの人たちに物凄く助けられたという印象があります。

祐村：何なんでしょうね？何がそうさせたんやろ？のめり込めると
いうか、とり込まれるというか、何なんでしょうね？

加藤：光田さんが言ってはった宮本さんの存在、物凄く大きいと思
います。ひょっとしたら今日ね、この場にいてはったかもわからへ
んね。本当に残念でしょうがないんですけれども、もちろん彼女以
前の職員の方もいましたけれど、宮本さんがいてボランティアとの
つながりとか、交流とか、そういうものを物凄く緻密にやってきて
くれたんだなと今もそれは凄く感じてます。

小池：僕ら高校の時、ずっとバイトさせてもらってたんやけども、3
バカトリオでバイトしてて、だから週に 2 日、実際に来るのは 2 日
なんですけれども、ほとんど毎日ここに来て、学校が終わってここ
に来て、それからずっとここにいて、ご飯もたぶんその頃ここでバ
イトしてたから、それでご飯も食べ、ほとんど居場所、ここに来る
と誰かがおる、その 3 人以外にも中学生の子とか小学生の子とか夜
になっても家で暇なもんやからやってくる。そういうのがすごく大
きくて、ここ来たら宮本さんおるんかな、というんでちょっと寄っ
てみる、とかいうのが結構してたんでね、やっぱり大きな所では居
場所がずっとあって、こういう尾を引いているというのは変な言い
方かもしれへんけど、それがあるんかな、と思う。田中さんなんかでも、
今デイサービスしとるけど、ほとんどじいちゃん、ばあちゃんの居
場所になってしまってるもんな。なかなか終わっても帰ってくれな
いという。

田中：輪みたいな、人の輪みたいな、排他的じゃなかったですよね。
僕ね、今実際デイサービスやってて、近所の人も覗きはるんですよね。
他のスタッフというのは、ごく一般的な施設は経験してるけれど、
地域というような事を対象にするような施設にはいなかった。入所
している人たち、来はる人にサービスをどう提供するかという事を
してきているから、関係ないけど覗いた人にちょっと冷たいんです。
僕はこっちの仕事とめても覗いた人と相手するんですよ。何でてよ
く言うんですね、スタッフに。こっちがおろそかになる、でもこの
人たちもこんなでっかい地域の中で暮らしているねんから、そうい
う意味ではつながってんねんからというけど、もう一つちょっと理
解ができない。サービスの対象というか、それが誰って、物凄くはっ
きりしてはるんです。僕は何となく誰でもいいと、来たら。今日ね、
一人おばあちゃんがね、「ここはマッサージしてくれるとこです
か？」って気がついたらもう入ってるんですよ。みな、「ちゃうよー」っ
て言うたんやけど、「まあ座る？」とか言うて、たまに、「喫茶店で
すか？」って言うて来はる人もおってね、でもその人らもこの地域
の中に住んでて、ある程度お年なんですよ。ええんか悪いんかわか
らへんけれど、来るもの拒まずって言うか、そこでまた違う輪がで
きて、どんどん広がればええやんか、っていうのが記念館やったん
かなという気がしますね。僕はそやから全然地域の事も知らないし、
記念館の存在すら知らんかったけれど、小池さんとか箱崎さんに連
れて来られて紹介してもうたら、次の瞬間からもう用事が待ってま
した。別にお客さんじゃなかったですわ。それと宮本さんが、「田中
くん、ちょっとそこの」とか言うたら物運ばなあかんかったり、「俺、
何しに来たんかな」って言う、そんなんが人を巻き込んでいけるあ
れやったんかな。お客さんでもし僕が最初の時におらされてたら、
きっとそれで終わっとったんかなという気がしました。

祐村：僕が一番大事にしたのは、職員は給料もろてるから当たり前
の話やけれど、ボランティアの人は大事な時間を割いて来てくれは
るから、まず来ていただいたらお茶をだそうと。お茶を飲んでもら
おうと。宮本さんにもお茶出してくれというふうなことで。中学生
ぐらいから子ども会にずっと来てると、目を付けた子は全部バイト
をしてもらう。そのままずっと成長につながっていくという、そう
いう戦略がありましたし、田中さんなんかはとうとうのめり込んで
しまって、家までこちらにかわってきて、脇の浜海岸通、当時まだ
海も陸もわからん、満潮なって波がたつとわからへん、海やから。
そういう所にずっと住みながらでも、特に保護者との関係がすごい
うまい。田中さんと言うたら親も皆安心して相談するという、そう
いう事が今もつながっているのかなと思う。もう一つは元さん、当
時前さんですけれども、40 何年前に学童保育、当時学童保育という
のはまだ制度化されてないし、記念館の職員としては採用できない
けれども、その中で昼から来てもらってお仕事してもらう。それで
したんですけれども、彼女は、それではあかんと、いい仕事をしよ
う思たら朝から来なあかんねんと。あの当時から学童保育ときちっ
と体系づけるというか、そういう意識の中でやってもらって、すご

いいい学童保育の仕事をしていただいて。
元：祐村さんに引っ張られて頑張ってきました。本当にそんな立派
な事していないので。

加藤：何年ぐらいいてはったんかな？

元：8 年はいてました。本当に経済的には半ボランティア、半職員み
たいな感じだって、ずっと親に仕送りしてもらってたんで、いよい
よ親も年寄りで駄目だなあという事で賀川記念館を辞めたんですけ
れど、でもやっぱり賀川記念館でのそういう仕事が、CS（教会学校）
の続きみたいなそういう仕事が好きで、そういうことから牧師の家
内になったんじゃないかなと、主人がノンクリスチャンだったんで
すけど、牧師になったんです。そういうつながりがあるんじゃない
かな、神さまって本当すごいなってつくづく思います。あと、教会
の方にいらしていた山田正子さんという人が、キャンプも一緒に行っ
たりしたんですけれども、私の主人の長田高校の同級生だったりして、
その人も一緒にキャンプに行ったり、とにかくここでの思い出はキャ
ンプですね。本当にみんな地域の子がキャンプに参加してくれて、
楽しいキャンプをして、やっぱりキャンプと言ったら昼間だけじゃ
なくて夜も一緒に泊まってみんなでワイワイやる、これからの賀川
記念館のボランティア活動うんぬんてあるんですけれども、やっぱ
りボランティアによるキャンプ、あれはすごく子どもたちに思い出
になると思います。

祐村：賀川先生がこの地域の子どもたちをキャンプに連れて行った
ことを言えば、それがずっと続いていたのかなと思うんですけれども、
その中で、賀川記念館というセツルメントの部分と教会が一緒にあっ
たと思うんですけれども、その中で、特に有川先生なんかは教会の
中から、教会学校、日曜学校、子ども会をしながら青年会活動をし
ていただいたりして、そして英語を子どもたちに教えていただいたり、
バックランドさんも連れて来ていただいて、英語を子どもたちに教
えていただいたり、何か、そのへんのことを。

有川：実はですね、これは奇遇というか、イギリス人でケンブリッ
ジでた方なんですが、その奥さんがたまたま聖ミカエルの先生に呼
ばれて職員として英国から派遣されてきたんです。それについてそ
の主人が来たんですが、その主人は戦前から賀川先生の本を読んで
いて、絶対非戦論者のクエーカー教徒なんです。自分は軍隊には絶
対行かないということで、日本に来た時には賀川先生に絶対お会い
したいということで来たんですが、ちょうど亡くなった後だったん
です。ですからこの教会訪ねて来まして、何か教会のためにしたい
という事を言われて、一時、その先生の居られる間、教会でバイブ
ルクラスを朝に持ったことがあるんです。そんなつながりで、新し
く世界が広がったというか。娘は一応聖和出て保母しとったんですが、
関東の方にいまして、2、3 年勤めたのかな、その後もう少し勉強し
たくないか、と言ったら、してもいいと。イギリス行くかと言うと、
その先生を頼りに紹介して貰ってイギリスの本当に田舎だったんで
すが、本当の田舎の田舎で、トウルーローの更に南のペンザンス、
最南端です。私らもそこに娘が行く時に一緒についていったんですが、
これは世界の果てだと思うようなとこだったんですよ。そこで一応
語学の研修をしまして、その後ですね、彼女は、障がい者の施設で
働きたいという事で、3 年間ぐらい働いたんです。それは、チェッ
シャーホーム、たまたまね、日本にもチェッシャーホームがあって、
そこの理事長を今井先生がされていたんです。ある時、職員とかそ
の人たちを連れていった時に、娘も一緒に同行して、いろんなチェッ
シャーホームとか、いろいろ案内させてもらったこともあったんです。
そういうつながりができたことは非常にありがたかったなあと思っ
てます。もう一つ、私は英語教室をさせてもらったんですが、これはね、
英語を上達してもらうというよりも子ども会の延長のようなもので
すね、お互いに子どもたちとよく接して一緒に遊ぼうということで、
英語の勉強はそこそこで、アイススケート行ったり、ボーリング連
れて行ったり、ある時にはその教室でいろいろ物を食べさせたり。
宮本さんに怒られましたよ、ここで物を食べてもらったら困る、と
言って。それ以降はストップしましたけれども、子どものそういう
遊びのつきあい、そういうつながりを通して、教会ともできたらつ
ながってほしいな、ということでよかったんやないかなと思ってます。

写真　有川善雄
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武内勝氏の肖像画寄贈される

　10月20日（土）、今回のゲストは「仙台キリスト教連合被災支援ネッ
トワーク（東北ヘルプ）」の事務局長、そして牧師でもある川上直哉
氏でした。仙台を拠点にし、青森から福島にいたるまで、教会のネッ
トワークを通して、「教会再開支援」、「被災者の自立支援」、「外国人
被災支援」、「放射能被害への対応」、「心の相談室」と「臨床宗教師
の設立」等の活動を震災当初からされてきました。東北ヘルプは、
緊急措置的に設置された団体でしたが、支援ネットワークに「連帯」
が生まれる過程で、各方面の活動の継続を余儀なくされているとの
ことです。
　フィリピンでは「水害被害による移民問題」、ニュージーランドで
は「クライストチャーチ大震災」、長崎では「第三の被爆地」、沖縄
では「鉄の雨と称された 67 年前の大規模破壊」になぞらえ、「私た
ちもその苦しみを乗り越えてきたのだ」と、励ましを受けたそうです。
しかし、被災地には今もなお、とてつもない「厳しい現実」がある
ことを教えていただきました。
　被災地の都市部では大規模仮設住宅には支援物資が溢れ、イベン
トが目白押しなのと反面、諍いや反目といった「日常」の苦しみが、
閉じた生活空間の中でむきだしにされているそうです。一方、山間
部にある中小規模仮設住宅には、おむつやトイレットペーパーといっ
たに日用品に事欠く現実があります。
　福島の現実も複雑で深刻です。福島県以外の地域に住む人々との
間に、認識の激しい差がみられ、被災前であれば考えられない放射
線量の中に子どもも老人も「日常」を過ごされています。様々な情
報には深刻な健康被害を予感させるものに少なくなく、これからど
れほど深刻な問題が現れてくるのか不安の中に生活をされています。
　仮設住宅をはじめとする被災地の現実は刻々と変化していく中で、
その変化に対応するために変わらぬ目標として「被災者の自立」を
課題とされてきました。しかし、深く考えずに「自立させる」とい
う視線をもつとき、そこには「傲慢の誹りを免れない態度が生まれ
てくる」ことに警戒を発していらっしゃいました。
　「私たちに何ができるのか」という問いを発して、来ていただいた
講演会でしたが、紙面に記しきれない現実の重さにたじろぎました。
しかし、私たちのできることを一つ一つ現場に寄り添いながら、被
災地全域に連帯を生み出していけるよう支援を継続していく必要性
を強く感じられずにはおれませんでした。

　去る 9月 11 日の午前、イエス団本部において、武内勝氏の肖像画

がご子息武内祐一氏よりイエス団へ寄贈されました。武内勝氏は賀

川豊彦の初期の働きの時から歩みを共にされ、地元神戸においてイ

エス団の重責を担い、職業紹介事業などを開拓していかれた方とし

て広く知られています。

　この日は、黒田道郎理事長ほかイエス団本部のみなさんと神戸イ

エス団教会の上内鏡子牧師ほか教会員の方々が集われ、武内祐一氏

のイエス団への熱い期待などお聞きでき、理事長からの深い謝意が

伝えられました。

　武内氏のことは、2009 年の賀川献身 100 年記念事業のひとつとし

て口述記録『賀川豊彦とボランティア』（新版）が出版され、その口

述録音のテープも発見されるなどして話題となり、広く回想の機会

がありました。

　また武内勝・雪ご夫妻が大切に遺され、祐一氏が長く保管してこ

られた「お宝」――賀川豊彦夫妻から武内氏宛に届けられた 120 通

に及ぶ大量の書簡を含む写真や資料類など――の閲読が可能になり、

それらは番町出合いの家の鳥飼慶陽氏の手によって、献身 100 年の

年のオフィシャルサイトで「賀川豊彦のお宝発見」と題して 94 回に

わたり長期連載されました。この大量のお宝は、賀川記念館（ミュー

ジアム）はもちろん、 http://k100.yorozubp.com/  でも閲覧可能になっ

ています。

「東北ヘルプの活動からみた被災地の現状と課題」
講師 川上 直哉 日本キリスト教団仙台市民教会 牧師　東北ヘルプ事務局長

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
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賀川豊彦とハンセン病
―＜遺産＞の解釈と、実践― 
講師 小林 洋司 　兵庫大学 短期大学部 講師

2013年1月26日（土）15時より

賀川豊彦（たち）がハンセン病問題、あるいは「ハンセン病者」
に対して行ってきた「かかわり」と、その「かかわり」に対し
てなされてきた評価を整理しながら、今日的にどのような実践
がなされてきているのか、また求められてきているのかを考え
てみたい。

辛い思いを日常的に強いられている人たちこそが、人を解放するパ
ワーを持っているのではないだろうか、との問いでした。そこから、
本田哲郎神父は聖書を改めて読み直し、聖書においては、イスラエ
ルの民が選ばれたのは最も貧しく小さくされている民であったから
であり、アブラハムにしろ、モーセにしろ、ダビデにしろ、小さく
された者であった時に、神の働きの担い手としての役割を果たして
きた。神の力は貧しく小さくされている仲間たちを通して働き、そ
ういう仲間たちを選ばれると気づかされます。また、イエス・キリ
スト自身も石切り大工の息子として、貧しく小さくされていた者で
あったために、その当時の虐げられていた民衆の痛みを共感するこ
とができたのだと、語られました。
　私たちも「痛みを共感する」ところから突き動かされる働きを推
し進めていかなければとの思いを改めて感ずることができた集会で
した。

写真：武内祐一氏（左から 5 人目）を囲んで、鳥飼慶陽氏（左から 3 人目）
とイエス団職員、神戸イエス団教会メンバーと共に。

特養立ち上げたいんやけど手伝ってくれへんかって言われて、立ち
あげて、とりあえず満床にしたんで、児童がやっぱりやりたかった
のと、今虐待とかいろいろ言われていますけれども、もうちょっと
自分たちがしっかりしてたら子どもを預けずに一緒に暮らせたのに、
とか。子どももね、「僕、いい子になるから家に帰りたい」とか、そ
んなんをずーっと見てきたんで、もうちょっと地域でね、生活を、
子どももお年寄りも支えるところができないかな、ということで、
何人かで話をして、僕はお金を出してないんですけれども、お金を
出しおうて、今、西鈴蘭台でデイサービス、デイサービスの横で子
どもたちも集まれるようなスペースは確保したんですけれども、い
かんせん、ボランティアとか子どもたちが親子が来るんですよ。来
てもやっぱりお年寄りが今はメインなんで、あっち行ったりこっち
行ったりほったらかしになるんで、それでいいんかなあと思いながら、
ちょっと今、電気つけずにほったらかしの状態なんですけれども、
できたらボランティアであったり、専従職員を雇えたらいいんです
けれど。誰かがいて、いらっしゃいと言えるようなそういう場所に
したいなあと。電気を消してても、使わしてもらってもいいですか
という親子がいるんですよ。同じ人なんですけれどね、2組ほどいて、
月に 1 回ぐらいホッとしに気はるんですけれども、やっぱり子ども
が来ると年寄りは子どもに物凄い興味あるから、「おいで、おいで」
と言うて抱っこして、本当にまだ赤ちゃんやったら、みんなで抱っ
こしておしめも交換したるで、言うて。お母ちゃんその間ぼぉ～と
横で見てホッとしてる。今誰にも頼れないからね。上手に育てとん
な言うて、うちの婆さん割と口うまいんですよ。嬉しくなるんですよ、
親も。子どももいっぱいの人に抱いてもらってね、あんまり泣く子
はいないですね。そないしたら年寄りの目も輝いてくるしね。子ど
もかってお母ちゃんかってホットできてね、間違ってはないんやろな、
と思う。でも安心して来れる場所の提供いうのは、ただ場所があっ
たらええだけではないような気がするんで、まだ胸張って開けては
無いんですけれども、将来的にはそういう事していきたいなと。で
もそんな気になったんはやっぱり記念館でいろんなことをやってき
て、地域の人たちが安心してとか、楽しくとか、頼れる場所があるとか、
そんなふうなのを実感してきたから、今地域にそういう所がいるん
違うかなというのが、自分の中にあるんやろなあと思う。できるだ
けそういうのを充実させ、やっと今年の 4 月からの赤字が解消され
る目途が立ちそうなんでホッとしてるんですけれど、そんなふうな
活動を今しています。

祐村：彼も結局、法律とか枠を越えてでもやりたい、やらなあかん
という思いがあったのはここが原点だというふうに感じてくれて
とっても嬉しいですね。

光田：光田です。まず記念館の出会いの事なんですけれども、私も
関学の社会学部の卒業生なんですけれども、2 年生の後半ぐらいだっ
たと思うんですけれども。大学メチャ暇なんですよ、あんまり勉強
する方じゃなかったんで、時間もてあまし取ったんです。若いので
この時間の持て余しをどうするかという時に、たまたま社会学部の
掲示板に「賀川記念館ボランティア募集」があった。これは家から
近いということでとりあえず行ったんです。ちょうど、鉄ちゃんやっ
たと思いますが、鉄ちゃんが私の先輩だったという事で、そこで歓
迎してくれたという感じで、ここが居場所かな、自分の時間をエネ
ルギーを潰す居場所かな、という事で、スポーツクラブか、子ども
相手をしてくれと言う事で、子どもは比較的好きな方だったんで、
子ども相手をしようと。なかなかうまいこと相手ができなかったん
です。大学では今井鎮雄先生のグループワークを習っていて、今井
先生の話は面白かったんで、グループワーク面白いなと思ったんや
けれど、いざ実際の子ども相手では、なかなかうまいこと体が動か
ない。その中で試行錯誤、鉄ちゃんとかね、当時 3 バカの小池くん
とか徳君とか箱崎さんがいたんで、そういうのを見ながら何か動い
ているうちに、まあそこそこ子ども相手にでき出した、という事が
一つです。要するに、実際が大事やと、頭で入った知識だけではあかん、
実際が大事やというのが一番初めに入った部分です。今私、兵庫大
学と言う大学で精神保健福祉士養成の教員をしているんですけれど
も、こういう福祉職に入るきっかけなんですけれども、これもね賀
川記念館との出会いからなんです。というのは、記念館に出入りし
ているうちに、柴田晃先生がここにボランティアで来てはって、当
時の県の精神衛生センターの「試験受けへんか」と言うから「ある

んですか」「あるらしいで」言うからね、受けたんです。それで受け
て何とか通ったんですが、どうも柴田先生が自分が辞めて、当時の
大阪社会事業大学（現大阪府立大学）に行くから当然自分でわかる
わね、欠員1というのが。その柴田先生の欠員1のおかげで滑り込んで、
これも柴田先生のご縁で滑り込んだ。そういうことで県の福祉職に
なって 56 ぐらいまで県で働いてました。そのぐらいになって管理職
になって事務的な事が多くなったんで、あと何年かをこんな事務的
な事で時間を潰すはちょっと自分の中では、という思いがあったと
ころ、たまたまある民間の病院が若いワーカーばっかりなんで室長
で来てくれへんか、ということで、ちょうどいい、現場でまだまだ
やりたいことなんで行きました。そこで 3 年ぐらい相談室づくりを
してちょっと飽きがきたんですよ。そしたらたまたま今度は国の方
から、法務省の方から来てくれへんかということで、何か目移りが
してたんで、法務省の更生保護で、大阪の刑務所、少年院、ちょっ
と目新しい、滅多に行けない所で仕事をしました。それが一応任期
が 3 年という事で、この 3 月で任期が切れたんですけれども。これ
もご縁で、たまたま非常勤で行ってた今の兵庫大学が精神保健に専
門家がいないという事で、この 4 月から常勤でということで。この
仕事に就いたり、またこの仕事から次の仕事という、全部人とのご
縁でいったという、私の中ではやっぱり人とのつながりとかご縁と
か出会いというのはすごい意味があるなということを感じてます。
もう 1点ご縁の事では、宮本さん（故宮本牧子さん）に感謝なんです。
と言うのは、私が記念館へ行くたんびに嫁さんが宮本さんどうして
るやろな、という感じなんですけれども、私が精神衛生センターに
勤めている時に、ちょうどデイケアという事で精神障がい者を対象
のプログラムを立ち上げるという時に、宮本さんに何か楽しい遊び
をしてくれるそういうボランティアはいないですか、と言ったら、
宮本さんが、「いるよ」という事で、紹介してくれたのがうちの嫁さ
んなんですよ。その嫁さんが、嫁さんになるとは全然思っていなかっ
た。たまたま彼女は、その当時聖和です、聖和の幼児教育科かな。
卒業論文か何かの事で私にちょっと相談があって、私はその事につ
いて持っている知識を提供したということがきっかけでつながって、
ここまでいったということです。結構相性が合うので、これも宮本
さんのすごいおかげやと思っております。嫁さんも今回のバザーに
も来たみたいです。友愛で働いている先生とどっかでつながりがあっ
て、その先生とも会いたいという事でした。時々記念館の話とかボ
ランティアの会報がきたら、嫁さんと昔の話をしたりしてます。去年、
兵庫大学の非常勤で 3 コマもっとったんですね、その中の一人が川
崎さんという社会人入学の女性、年配の女性なんですけれども、彼
女と話してるうちに彼女が以前ここで宮本さんとかとつながりがあ
るということがわかったんですけれども、去年でしたか、ツアーじゃ
ないわ、あちこち賀川豊彦先生の足跡をめぐる事に行ったりして、
その学生とも記念館の事を話したり、宮本さんの話をしたり、これ
もどこでどんなご縁があるかな、と思わぬご縁でした。そういう事
で私の中では、キーワードは人とのつがりとかご縁というのはやっ
ぱり大事にしていたら一つ一つが大きくつながっていくなあ、とい
う事で、これは記念館との一番初めの出会いから感じさしてもらっ
た事なんで、ちょっと私の中では記念館の存在はちょっと古巣とい
う感じで感謝しています。

祐村：それぞれお話をいただきまして、記念館の場所を通じて人と
出会って、いろんな所で皆さんご活躍をいただいているわけですけ
れども、当時、ここは 1963 年、昭和 38 年に開館いたしまして、民
間のセツルメントとしてユニークな働きをしてきたわけですけれど
も、その中心となるのは、職員は僅か数人しかいないんで、すべて
ボランティアの方々、特に最初は竹内愛二先生なんかの関学からの
つながりがすごく多かったと思うんですけれども、そういう中で皆
さんがボランティア活動をされている中でいろんな楽しかった事と
か、しんどかった事とかいろいろあったかなと。特にこう、面白かっ
たな、あんな子と出会って、今どうしてるんやろな、とか、そんな
事があれば教えてもらえたらなと思うんですが、どうでしょうかね。
加藤さんはね、記念館で出会ったんですかね、お連れ合いさんは。

ボランティアにのめり込む、何がそうさせたんやろ？

加藤：当時は賀川記念館というのは、セツルメントで隣保事業、す
ごく注目されていましたね。やっぱりセツルメントでそのままずっ写真（左から）光田豊茂、杉原陽一

写真（左から）大和田健夫、二宮英喜、光田豊茂、杉原陽一
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賀川記念館では、様々な人々の集いがあります。4階の天国屋
カフェに集まったり、教会で集まったり、研修室で集まったりと、
多種多様な人々がこの館を利用して互いの交流を行っています。
今回の紹介は、ドイツ、アメリカ、日本などの国の人たちが集
まりましたのでご紹介致します。
ドイツ人の先生を囲んで、楽しいクッキー作り。勿論ドイツの
クッキーですよ。時々集まって、クッキーを作りながら、楽し
いお喋りです。

Teachers: Elfie and Myriam from Germany teach 
international and Japanese ladies how to bake delicious 
German Christmas cookies at the Kagawa Memorial 
Center  on November 29, Thursday, from 1 - 4 p.m.

二宮児童館恒例のダンボール迷路を１１月８日、９日の２日間開催
しました。トライやるに来ていた中学生の協力も得て、今年度は「森
のぼうけん」をテーマに迷路を作成。たった２日間ですが、今年も
地域の保育園の子ども達、親子、一般来館児童、学童・・と総勢３
１０名とたくさんの方に御参加頂きました。中には、校区外の小学
生が親子で参加して下さった方もあり、大盛況に終える事が出来ま
した。「毎年楽しみにしていて・・」「やったー！迷路やー！」等の
声に力をもらい、毎年取り組んでいる行事のひとつです。

二宮児童館

インターナショナル 
　　　　　　クッキング グループ

天国屋カフェ

　天国屋カフェでは、9月より新しいマネージャーを迎えました。
糸原由美子さんです。賀川記念館内の友愛幼児園の職員でした
が、この度、カフェを手伝ってくださることになりました。今
後ともよろしくお願いします。（写真 下）
　また、ブログができました。http://tengokuya.blog.fc2.com/　
か、または、「天国屋カフェ　ブログ」で検索して見てください。
月に数度はアップデートします。これもボランティアの渡辺　

三千代さんが担当して
くださっています。
　秋はイベントがたく
さんあり、多くの方々
にご利用いただきまし
た。10月は、住吉中学
校と魚崎中学校の生徒
さんが「ブルースの夕
べ」を企画し、ギター
とトランペットでタッ

プリと楽しませてくれました。また、11月は、「ハワイアンナ
イト」！東灘区御影の「ジーンズ・アロハスタジオ」が、華や
かな衣装とウクレレの音色で、ゆったりと南国の旅へと誘って
くれました。食事もハワイアン！どれもみんなボランティアの
方々の協力により可能になったものばかりです。みなさんもど
うぞ、参加してください。

今後の予定
1月 11日　カナダ人ご夫妻のポップミュージック演奏
2月 08日　マジックEDの手品Show
3月 22日～23日　神戸大学学生による
　　　　　　　　　　　フェアトレードカフェ「PEPUP Café」

新しいマネージャーを迎えて、
　　　  スペシャルイベント続々と !!!

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

写真　上：ハワイアンナイト　下：ブルースの夕べ
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集められて、今年の 10 月で 4 年間になるんですが、その活動を続け
られたことが非常にありがたいなと思っておるんです。この年です
からいつまでどうなるかわかりませんけれども、助っ人として二宮
さんも当初からいろいろ協力してくれてますし、教会内外の方もい
ろいろサポートしてくれてますし、生きている間は頑張ってさせて
いただきたいなと思っておるんです。実はですね、私はその前に神
戸で生まれて神戸で育ったんですけれども、賀川先生の事近くにお
りながら、葺合区におったんですがね、全然知らんかったんですよね。
大学に入って本を読んでる時に、ここで賀川先生がこういう活動を
したという事を初めて知って、この教会に来るようになったんです。
それも55年前です。ちょうど大学の2年の時でした。そして来てびっ
くりしたんですね。来たら、高校時代の恩師がおり、祐村さんのお
姉さんも、私と高校時代同級やったんですが、おられたわけです。
それ以降ずっと教会に一応つながって、もう何にもできないんですが、
先輩たちや同僚たちの後ろ姿を見て、今日までこさせてもらったと
いう状況なんです。大学 2 年の時に賀川先生から受洗しまして、こ
こにつながっているんですが、その当時はですね、我々若かったわ
けですから、教会学校も木造のバラックやったんですが、すごく人
も集まったんです。夜、幻燈会なんかしたりね、それでもいっぱい来て、
ここの子どもたちは非常にフランクですから、言いたいことも言っ
て楽しい時を過ごしました。そんなこんなしながらきたんですが、
その間に記念館もできて、いろんな学童保育とか、いろんか教室が
当初ありました、生け花教室とか、英語教室とか、習字の教室とか。
その一つとして、たまたま英語だけは少しやったもんですから、教
室を持たしてもらうようになったんですが、私一人だけじゃなくて、
会社に同僚がいまして、松本君という同僚と一緒に会社終わった後
に来て、子どもたちといろいろ学んだという事が非常によかったな
と思っています。その中でもですね、本当によく勉強する子がたく
さんいまして、教会につながった人でね、金好美さん、金泰子さん
なんか今は、甲南大とか聖和を出られて、関東の方に居られるんで
すが、立派な生活をされている方がたくさんおるんです。それ以外
にも子どもたちの思い出はいろいろあるんですが、やっぱりこういう、
教会とつながり、記念館とつながる事によって、いろんな子どもたち、
同僚に会えた事は幸せだったなあと、今思っています。これからど
うなるかわかりませんけど、またよろしく。

小池：小池と申します。小学校 5 年の時から来るようになりました。
加藤忍先生のしている科学クラブに入っておりまして、それでこの
ボランティアの8号の表紙を飾っているのが、私と徳と言うのと、箱崎、
この 3 人でいつもいました。箱崎だけは学年がちょっと上だったん
ですが、その 3 人でいつも一緒だったんで 3 バカトリオとか言われ
てました。私は一人っ子なもんで、内気で、昔はあんまり喋らずに
してたんですけれども、科学クラブに入ることによって子ども会に
も入り、と言うかむしろ強制的にさせられていた状態でずっと続け
ていきまして、だんだんと性格の方も変わってきたように思ってい
ます。学校の方も高校は工業高校へ行きまして、それから神戸電鉄
の電気部署の方にずっと勤めていたんですが、子ども会も今だにま
だ続けておるんですが、その関係で地元の方でもいろんな役をおお
せつかるようになって、今では何個しとんかなあ、という、最近は
ちょっと減らしたんですけれども、各種団体のとかやらされて、今
からちょっと忙しくなるんですけれども、12 月になりますと。餅つ
きが、毎土曜、日曜日ぐらいをあっちやこっちや、まあ田中とこも
行かなあかんし、だいたい土日ほとんど、12 月、1 月ぐらいはもう
予定が入っているのに、小学校とかも行くし、児童館も行く。これ
も賀川記念館へ来ることがきっかけになってこういう事をするよう
になって、たぶんそれが無ければ、なかなかそういう事もなかった
んかなあというふうに思っております。

祐村：地元で育って、賀川記念館に出会って、科学クラブ、電気、
工業高校行って、就職して、子ども会活動も北区なんかで、それに
ふれあいのまちづくり協議会の委員長もしたり、PTAやったり、やっ
ぱり今言ったように、記念館の中から今のようにつながっているの
はすばらしいなあ、と思います。

元：元公子です。賀川記念館の方は、学童保育と夜間の電話の受け
付けのアルバイトみたいな感じでお付き合いさせていただきました。
一番最初のきっかけは、私の母教会の神戸再度筋教会の吉野先生の

ご紹介で賀川記念館にお世話になるようになりました。今は祐村さ
んの子分みたいな感じで、祐村さん、と言ったらハイハイといく、
そういう感じでいます。今私は、何と不思議、私の主人が高年になっ
てから大学に行き直しましてね、関西学院の神学部に行きまして、
それで牧師になりまして、今甲子園二葉教会の牧師の女房です。でも、
主人が 43 歳になってから大学院に行くって言い出したんで、私はそ
れまで子どもが卒業するまでっていう事で、物凄く頑張って第一勧
銀に勤めていましたけれども、あと 3 年みずほ銀行になるまで、銀
行に勤めました。日曜日には教会学校もお手伝いして、あの頃賀川
記念館の時代に楽しくキャンプをした事を思い出して、今でも教会
学校の子どもたちと一緒にキャンプをしたりしています。だから何
というか賀川記念館であの頃本当にみんなでキャンプしたり、そう
いう事が今も役立っているのは、神様の、何ていうのかそういうのっ
てすごいなあとつくづく感じています。以上です。

祐村：ご主人が関学出て最初に行ったところが曽根教会で、曽根教
会は賀川先生の弟子の河合義一先生が農村の指導されたその教会で、
それが最初の赴任地でした。だからいろんな形でつながっている。
今はイエス団の甲子園二葉教会でつながっている。それでは 2 代目
のOB会会長。

田中：田中です。この会をされると僕も電話をいただいて、何年前
なんやろと思って。皆さんから比べたらまだまだ若いんで、最近の
話なんですけど、40 年前。自分の人生で 40 年前の事を思い出す、
そんなんすごいなあ、って思う。もともと僕は葺合区って言われて
いた時に子ども会を宮本小学校でしてたんですけれども、区の集ま
りでたまたま小池さんとか箱崎さんに会いまして、今度こんなんあ
るから手伝ってくれへんか、みたいなんで出入りしたんが記念館の
初めてでした。どんなことかも知らなかったし、中学 3年ぐらいから。
高校ではクラブ活動があったんで、そのスポーツをしてみないかと、
スポーツクラブでリーダーとして。もともとしてた子ども会は活動
しなくなって、地元では非国民と言われて。同じ区でしょう、だか
ら区の集まりでは前の代表者と会うんですよね。ぼろかすに言われ
ながら。要は子どもたちと関わって楽しかったんで、高校 3 年間は
ボランティアとして。高校3年生の夏ぐらいやったと思うんですけど、
館長が呼よんどる、と祐村さんが。スポーツクラブの途中ですから
汗だくで村山先生とこ行って、「田中君はこれからどうする気や」と
言われて、一応、工業高校やったんで、工業関係、電気関係に進み
たいなあ、とはちょっとは思とったんですけど、「特に決めてないで
す」と話をしたら、「記念館で働けけへんか」と言われて、
そんなん言われるとも思ってなかったんで、驚いた。それで家でも
相談したら「ええん違うか」と言われて。工業高校の先生があわて
ましたね。電気科でてね、福祉施設で、先生も福祉の事など知らんし、
来ましたよね、ここまで。定かでないんですけど、僕ね「田中美和」
と書いて「ヨシカズ」と読むんですけれども、ここの教会に出入り
されてた方が、どうもつけてくださったらしいんです、名前を。

祐村：崎元さんね、お父さんとはつながっている。

田中：というのをちらっと聞きました。へーって思って。まんざら
関係が無かったわけでもないんやなあ、と。最近聞いたんですよ、
この話は。何か、そういうのを聞いて、関係が無かったわけではな
いんだなと。高校卒業して記念館で学童保育させてもらって、あと、
地域で、そこの中で障がいを持った子どもたちと出会う事で、そう
いう方面もちょっと興味が湧いてきて、神戸で親の会が始めて作る
授産施設で職員を募集しているという。あの時もいろいろみんなか
ら言われながら記念館を退職しました。障がい、授産施設。そのあ
とちょっと疲れまして、福祉に。ちょっとだけね、エレベーターを
動かす仕事に行ったんですけれども、やっぱり、合わんなと思って。
兵庫県の子ども会の先輩がいてはったんで、そっちへけえへんかっ
て言われて、そこで子どもたちと山切り開いて、村作ってやったん
ですけれども、やっぱり場面場面でしか子どもと接してないのは、
何となく欲求不満があって、神戸少年の町という児童養護施設が、
子どもたちの生活を改善したいという事で、塩屋ですね、神戸少年
の町で子どもたちといろいろやらせてもらって、ちょっとわけあっ
て出ることになって、ボランティアの仲間、記念館とは関係ないん
ですが、西宮でボランティアしてた仲間が癌でお見舞いに行ったら、写真（左から）田中美和、祐村明、元公子、小池茂晴

写真（左から）田中美和、祐村明
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賀川記念館の歩み
2012年
 06月
01（金）京都生協北行政区委員会（講演見学） 
02（土）近畿労金講演会（会場使用） 
05（火）柏原コープ委員会・京都生協組織政策部・朝霧コープ
　　　　委員会（講演見学） 
08（金）ナイトカフェ（ジャズライブ）
09（土）大学生協研修会（京都）で講演（賀川館長）
13（水）神大生と語り部の懇談会
14（木）葺合警察にて講演（西参事）
19（火）全労済（東京）で講演（西参事）
20（水）全労済（東京）で講演（西参事）　コープ野間（講演見学）
21（木）全労済（東京）で講演（西参事）
23（土）明治学院同窓会（会場使用）　コア 100 賀川例会（兵協連）
24（日）ウエルビーイング（来館見学） 
27（水）韓国松内（ソンネ）長老教会（講演見学） 
30（土）総合研究所講演会（西岡有香先生）　
　　　　全労済（長野）で講演（西参事） 
 07 月
03（火）全労済（講演見学） 
04（水）全労済（講演見学）
　　　　吾妻地域福祉ネットワーク会議（会場使用） 
06（金）神戸大学 ESDグループ（来館研修）　
　　　　神戸東部教会（来館見学）
07（土）全労済（講演見学） 
08（日）全労済（講演見学） 
10（火）長崎県生活協同組合連合会で講演（賀川館長） 
12（木）全労済（講演見学）　京都府生協連で講演（賀川館長）
13（金）全労済（講演見学）　ナイトカフェ 
14（土）全労済・関学榎本ゼミ・パルシステム東京労組（講演見学）
　　　　明治学院同窓会（会場使用） 
16（月）アガテファミリーチャーチ・ひまわりリーダー（講演見学）
　　　　生誕祭碑巡り　生誕祭講演会（伴武澄氏）
18（水）大阪北地区コープ委員会（講演見学） 
22（日）全労済（講演見学） 
24（火）神戸女学院留学生（講演見学）　
　　　　総合研究所講演会（和又逸也氏） 
27（金）韓国・世光（セガン）長老教会（講演見学） 
 08 月
08（水）京都生協西ブロック（講演見学） 
10（金）JA兵庫中央会で講演（西参事） 
22（水）JA長崎中央会（講演見学）　
24（金）JA兵庫中央会で講演（西参事） 
25（土）総合研究所講演会（星野正興氏） 
28（火）同志社大学で講演（賀川館長）  
 09 月
01（土）鳥取信連（来館見学）　JA兵庫南・稲美で講演（西参事）
06（木）全労済（講演見学） 
08（土）100 年シンポジウム（ロバート・シェルジェン氏講演会）
14（金）ナイトカフェ 
19（水）神戸婦人大学OB（講演見学）
　　　　九州地連組合員理事研修で講演（賀川館長） 
20（木）あかねが丘学園で講演（賀川館長） 
22（土）西宮ワイズメンズクラブ（会場使用） 
25（火）全労済（会津若松市）で講演（西参事） 
26（水）全労済（岩本市）で講演（西参事）  
29（土）全労済兵庫職員研修（講演見学）
　　　　総合研究所講演会（本田哲郎先生）
　　　　協同組合学会（同志社大学）で講演（賀川館長） 
30（日）富山県生協連で講演（賀川館長）
 10 月
01（月）コープこうべイロハ塾・上郡コープ委員会（講演見学）
03（水）JA中央会で講演（西参事） 
09（火）京都生協左京行政区委員会・コープ滋賀（講演見学）
10（水）全労済大阪（講演見学） 
11（木）全労済大阪（講演見学） 
12（金）ナイトカフェ（ブルースの夕べ）
13（土）阿南市人権教育課（講演見学） 
14（日）大学生協京滋・奈良ブロック（講演見学）
　　　　大学生協・京滋奈良で講演（賀川館長）

16（火）全労済（郡山市）で講演（西参事）
17（水）全労済（白河市）で講演（西参事）　
　　　　韓国原州高齢者生協（来館見学）
19（金）あかねが丘学園で講演（賀川館長）
20（土）総合研究所講演会（川上直哉氏） 
21（日）三菱電機労組・伊賀市柘植町自治会（講演見学） 
22（月）コープこうべ新人研修（講演見学） 
23（火）ならコープ組織運営部（講演見学） 
24（水）全労済（相双市）で講演（西参事）
25（木）全労済（福島市）で講演（西参事）
　　　　沖縄県生協連で講演（賀川館長）
26（金）　語り部の会 
29（月）コープこうべ新人研修（講演見学） 
30（火）第 4地区総代研修（講演見学） 
31（水）京都生協西ブロックで講演（西参事）
 11 月
01（木）京都生協両丹ブロック（講演見学） 
02（金）近畿労金・大阪（講演見学）　
04（日）賀川記念館フェスティバル
　　　　山梨パルシステムで講演（賀川館長） 
05（月）5館連絡協議会（鳴門） 
06（火）5館連絡協議会（鳴門） 
07（水）JAみどり塾・協同学苑で講演（西参事） 
09（金）塩瀬コープ委員会（講演見学）
　　　　ナイトカフェ（ハワイアンナイト） 
10（土）朝鮮大學校消費者生活協同組合（講演見学）
　　　　静岡県労働者福祉基金協会で講演（賀川館長）
13（火）コア 100 賀川例会（神戸 YMCA） 
14（水）鹿児島県連で講演（賀川館長）
15（木）鹿児島県連で講演（賀川館長）　全労済・神戸（講演見学）
16（金）鹿児島県連で講演（賀川館長）
17（土）千葉淑徳大学（講演見学） 
19（月）熊本県生協連で講演（賀川館長）
20（火）協同総合研究所で講演（賀川館長） 
24（土）総合研究所講演会（大谷隆夫氏） 
25（日）和歌山市民生協（講演見学） 
28（水）静岡生協連（講演見学）

　記念館ミュージアム入場者数

 06 月　一般33名　 団体 095名　行事388名　合計 516名

07月　一般48名　 団体 639名　行事178名　合計 865名

08月　一般39名　 団体 018名　 行事 091名　合計 148名

09月　一般62名　 団体 164名　 行事 116名　合計 342名

10月　一般54名　 団体 250名　 行事 088名　合計 392名

11月　一般43名　 団体 195名　 行事 131名　合計 369名

10 月から、週に 1、2日のペースで、主にミュージアムの
受付をしたり、各種研修会の準備をお手伝いしたりしてい
ます。併せて、賀川豊彦先生について本を読んだりして『勉
強』しています。どうぞよろしくお願いします。

賀川記念館の新しいスタッフ、

恵 丈一郎 （めぐみ じょういちろう）です。

出席者：有川善雄、大和田健夫、加藤鉄三郎、小池茂晴、田中美和、
二宮英喜、元公子、光田豊茂

陪席者：上内鏡子（神戸イエス団教会）、杉原陽一（友愛幼児園）、
馬場一郎（賀川記念館 副館長）、山田洋一（賀川記念館）

司会：祐村明

（順不同・敬称略 話されたことばを大切に掲載させていただきました）

祐村：定刻になりました。皆さん今日はお越しいただきありがとう
ございます。今日は久しぶりに再会致しまして、ボランティアの座
談会というのを只今から始めさせていただきたいと思います。それ
では今日お集まりいただいた、何でやねん、というところを事務局
の方から説明をいただきます。

山田：本日は、お忙しい中、お集りいただきありがとうございます。
賀川記念館の機関紙「ボランティア」が、創刊 100 号を迎えます。
その中で、それぞれの時代に賀川記念館にボランティアとして関わっ
ていただいた方々に、当時のボランティア活動がどうだったか、当
時の様子や、大変だった事、楽しかった事など、何でも結構ですので、
当時のエピソードなどをざっくばらんにお話いただければ、と思っ
ています。それから、これからの賀川記念館のボランティア活動に
期待することなどもご意見いただければと思っています。どうぞよ
ろしくお願い致します。

祐村：それでは、まず今日の出席の方々の自己紹介をしたいと思い
ますんで、まず、二宮先生からこう回りましょうか。

まずは、自己紹介と賀川記念館でのボランティア活動
について

二宮：こんばんは、お久しゅうございます。二宮英喜と申します。
祐村先生から電話をいただきまして、100 号とは知りませんで、ボ
ランティアの足跡についてみんなで語り合いたいので出てきてほし
い、ということなんで出てまいりました。本当は古山君も連れて来
たかったんですが、彼と二人で、村山先生から誘われまして。楽し
い会になりますように、よろしくお願いいたします。

祐村：今何をしていますか？

二宮：神戸 YMCA に 30 年、神戸と姫路ですね、それからその後、
イエス団に戻りまして、真愛ホームで 12 年間ですね、施設長をさせ
ていただきました、立ち上げから。だから 42 年の社会人生活を送り
ました。最初は青少年、最後は高齢者のお手伝いということになり
ます。大変恵まれた社会人生活を送らせていただきました。その後
は退職をいたしまして、6 年ぐらいになりますかね、現在は、同じ仲
間でありました特養の顧問という事で、週 2回行ってましたけれども、
もうしんどいので、月 2 回行っておりますのと、それから友人が親
和女子大の教授でありまして、彼が社会福祉士の国家試験の福祉施
設の組織と経営ということで教えに来てほしいということで、週 1
回行っております。木曜日が特養で、金曜日が女子大なので、今、
元さんが、「二宮、年取って全く昔の面影なくてびっくりした」とおっ
しゃっていました。少しでも若さを保つために女子大に出かけて、
こういった生活をしております。よろしくお願いします。

大和田：大和田と申します。関学の学生寮におりました時に、二宮

さんが 1 年先輩でおられました。竹内愛二先生の下でこういうこと
をやってるので、まあ来てみんか、ということで記念館にお誘いを
いただきました。それからというものは、学童保育の方をお手伝い
させていただいていたんですが、その頃は僕は心理学の方をやって
ましたから、実験、実験で追われて、よく教授から、「夜な夜などこ行っ
てんねん」と怒られながらしてましたけれども、その当時、カウン
セリングを加藤忍先生とか、柴田晃先生がおられて、「あなたがやっ
てる事は・・」と、さんざん皮肉られたものでした。カウンセラー
には絶対ならんぞ、と思ってたのが、関学を出てある企業の健康管理、
精神衛生管理をやったりしておりましたが、どうも誰のためにやっ
ているかという事がもうひとつわからんようになってしまって、兵
庫医大というのがその頃出来上がることになって、出来上がった後 2
年ぐらい経ってから兵庫医大の方へ行きまして、臨床心理部という
部門があったもんですから、そこで35年ぐらい仕事をしておりました。
その後定年退職をしまして、なるべく気楽に行こうと思っておった
んですけれども、兵庫医大が作った兵庫医療大学という、看護とか
リハビリとか薬学という、そういう学部のある学校があって、そこ
にちょこっと学生相談がてらに行ったり、それから大阪の方の精神
科の病院に週 2日ほど行ったりして、現在も忙しいと言えば忙しいし、
暇だと言えば暇だし、そういう日常を送っております。

加藤：加藤鉄三郎です。大和田先生と同じように忙しいと言えば忙
しいし、時間があり暇やと言えば暇でもあるのかなと思います。祐
村さんからボランティアの座談会で来てくれということで、何人ぐ
らい、どんな人が来るの、と話を聞いたら、何か 3、4人ぐらいの名前で、
そしたら今日こうして蓋開けて見たら、たくさんの人やから、自分
の話も 10分の 1か 20分の 1ぐらいで済みそうですね。というのは、
この頃、もう現役退いているので、考えることがあんまり無く話し
言葉も少しずつ遠のいていっているような。
それで、僕はボランティアというよりも元賀川記念館の職員で、開
館当初からアルバイトをさせてもらって、その後正式に職員になって、
だいたい 10 年ぐらいですかね、勤めさせてもらって。その後、教育
の方の分野に関心を持ちまして、教育といっても福祉と教育の関連
というか、関係のある学校、保育専門学校の方に行きまして、その
後短期大学の方に行って、やはり福祉、或いは幼児教育というそう
いう分野で教育の仕事を中心にしてきました。今は、神戸イエス団
教会の教会員ですので、そちらの方と賀川記念館との関係の中で、
不定期的にボランティア活動をしています。そして今 200 名山を目
指して頑張ろうと山歩きを続けています。有川さんに 200 名山の立
派な冊子を貰って、それで勧められているような感じを受けて今
ちょっと頑張ろうと思っているところです。

有川：有川善雄です。よろしくお願いします。私は 50 年前は紅顔の
美青年だった。後期高齢者になったとたんに体もがたがたとちょっ
となっておるんですが、幸いにいい友人とか同志に恵まれて、ちょ
うど賀川献身 100年が始まる 2008 年にですね、何か自分にできるこ
とはないかという事で、というのは三宮の市役所の周辺に事務所が
ずっとありまして、日曜毎に花時計の所を自転車で教会に来ていた
んですが。月に 2 回位ですね、ホームレスの兄弟たちがいっぱい並
ぶんです、200 名ぐらい、多い時は。それどこの団体がやっている
かといろいろ調べたらインドの団体だったんです。今は私はですね、
年末年始は教会が集まって、東遊園地で炊き出しとか餅つきをやっ
ている事を知っていたんですが、普段からそういう活動をやってい
ると。私はその団体に入るわけにはいかんので、個人として何かで
きることはないかと思って、2008 年から市役所の周囲に段ボールで
住んでいる兄弟たちがたくさんいたんです、それと遊園地の中にテ
ントを張って住んでいる人たち、その人たちに何とかできないかと
いうことでスタートしたんですが、おかげで幸いにいろんな同志が

ボランティア座談会 開催！
11月8日（木）賀川記念館にて、それぞれの時代にボランティ
アとして賀川記念館に関わっていただいた懐かしい方々にお集
りいただき、当時のボランティア活動がどうだったかを語って

いただきました。賀川記念館のボランティア活動の歴史を振
り返ると共に、これからの賀川記念館へ期待する貴重なご意
見をいただきました。

『ボランティア創刊100号』記念

写真（左から）有川善雄、加藤鉄三郎、大和田健夫、二宮英喜

写真（左から）大和田健夫、二宮英喜



16 1

2012年 12月 vol. 100

社会福祉法人・学校法人 イエス団

Volunteer

社会福祉法人・学校法人 イエス団

発行日　2012 年 12 月 15 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　　fax：078-221-0810

ホームページ　http://core100.net

お問い合わせE-mail　office@core100.net

vol. 100

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　271,950 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：約 31 坪・D区画：約 25.9 坪

築 年 月：2009 年 11 月

管理費等：B区画 32,550 円・D区画 27,195 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

　教会では、今年11月の収穫感謝礼拝で「フードドライブ」

という企画をしました。これは、社会的に食事の恵みにあ

ずかれない方々を覚えて、さまざまな食材（お米や缶詰な

ど）や農作物を神さまに捧げる企画です。今年は、ホーム

レス支援を行なう新生田川共生会とフードバンク関西の　

2 団体に捧げました。神さまの恵みを感謝するだけではな

く、その恵みを必要な所に届けることは、食べ物を通した

温かい交わりを深めるよい機会になります。

クリスマス礼拝 ＆ クリスマスイブ礼拝のご案内
12 月 23日 ( 日 )　10:45～　クリスマス礼拝＆祝会
12月 24日 ( 祝 )　16:00～　クリスマスイブ礼拝
　　　　　　　　インドネシア竹打楽器アンクルン演奏「竹和」

日本基督教団　神戸イエス団教会
tel　078（251）4870　または　078（221）3627

　「クリスマスおめでとうございます」そして「新年明け

ましておめでとうございます」。

　と本当にご挨拶できるのだろうか。

 沖縄愛楽園、奄美和光園、鹿児島の星塚敬愛園、熊本の

菊池恵楓園と、国立ハンセン病療養所の各自治会を、先月

お尋ねしてきたことを思い出しながら、そう思う。岡山は

長島にある邑久光明園の元看護師寮の居室で、原稿を書く

パソコンを目の前にして、そう思った。

　社会から抑圧されている人、差別を受けている人、津波

で大切なものを奪われた人、その人たちのためにイエスは

お生まれになった。そして、差別する心を持っている私の

ためにも。「メリークリスマス」。

　今年１年、国連の国際年「国際協同組合年」に賀川記念

館はブレイクした。「国際協同組合年」に賀川豊彦たちの

活動、すなわち日本の協同組合運動の原点を話してほしい

というオファーはゆうに 100 本を越えた。嬉しい悲鳴の余

波は年が明けても続き、既にいくつかのオファーをいただ

いている。

　数ある講義や講演の中で訴えてきたことは、『痛みのシェ

アー』を強めてください、ということである。賀川記念館

のキャッチフレーズ『一人は万人のために　万人は一人の

ために』の後半にあるように、痛みある『一人』に『万人』

がどのようにともに生きるのかを、一緒に考え、実践して

いきましょうと呼びかけてきた。

　イエス団のミッションステートメントは、一番にいのち

が大切にされることを挙げている。いのちを支え、大切に

するには、いのちを取り巻く環境を整えなければならない。

資本主義産業社会が日本の営みを変えてしまうまでは、い

のちを支えるために、水と向き合うこと、食料を生産する

こと、そしてエネルギーを確保すること、この３つが協同

で行なわれていた。そして豊彦たちの時代から福祉と医療

と産業が、いのちを支える大きな柱となった。そして現代、

格差や差別といった問題を解決することなしには、いのち

を支えることにはならないと課題に向き合うようになって

きた。らい予防法に関して小泉首相が談話を発表したのは、

つい 11年前、2001年のことである。水、食料、エネルギー、

医療、福祉、産業の協同に加えて、ノーマライゼイション

という意識は、今まさに形成されなければならない。

　しかし、当たり前のこととしてきた、水、食料、エネルギー

の協同が大きく崩れていることにも同時に目を向けなけれ

ばならない。水防団の活動は衰退し、水対策のインフラは

気候変動についていけずにある。3.11を体験し、エネルギー

政策は大きくシフトせざるを得ない状況だ。食料も、米以

外の農産物のほとんどの種は外国で生産され、自給率計算

を見直さなくてはならなくなっている。ちなみに京都の伝

統野菜である聖護院大根の種でさえイタリアでつくられて

いる。水、食料、エネルギーは最早、協同で取り組むもの

ではなく、お金で解決する存在となってしまった。江戸時

代まで９割の人たちが第一次産業に従事して日本の食卓を

支えていたが、今は 0.5 割まで落ち込んでいる。第二次産

業就業者も下降傾向にある。日本全体が、ものをつくるこ

とをやめて「買う人」になろうとしているのだ。

　これは誰かがつくって供給してくれることを前提として

いる。そしてその前提は揺らいでいる。国の借金が 1000

兆円を越え、私たちの蓄えを越えていくことは、ものを「買

う人」としての力を失っていくこと。そしてつくる側の地

域でも、経済発達や人口爆発で供給することができなく

なってきている。この崩れようとしているバランスの中で、

私たちは生きている。水と食料とエネルギーのバランスが

崩れていくときに、そのしわ寄せが一番弱いところに集中

してしまう。だからこそ『痛みのシェアー』が求められ、『い

のちの持続性』に向き合っていく必要があるように思う。

　消費者の協同組合と生産者の協同組合を中心に、すべて

の協同組合がともに連携してこのアンバランスに立ち向か

うときがきている。ポスト国際協同組合年の取り組みに向

けて、「クリスマスおめでとうございます」と互いに挨拶

しましょう。

天国屋ナイトカフェ=27弾＝　2013年 1月 11日（金）17:30～

年末年始のお知らせ
賀川記念館ミュージアムは、12月 28 日（金）～1月 3日（木）休館いたします。
天国屋カフェは、12月 22 日（土）～1月 9日（水）休業いたします。

日本基督教団 神戸イエス団教会




