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医療モールのご紹介

　今年の大雪は日本海側だけではなく、東日本大
震災の地震で被災した内陸部にも及んでいます。
東日本大震災はとてつもなく大きい。地震、津波、
そして人災である原発崩壊。観測史上最大のマグ
ニチュード 9.0 の揺れは、今も尚、私たちを揺さ
ぶり続けています。
　ロシアを直撃した隕石は衝撃的でした。隕石が
原発を直撃する可能性はゼロではありません。ラッ
キーでした。というより天からの警告ではなかっ
たのではないでしょうか。火力発電所を持つ石油
コンビナートが隕石によって破壊され、手のつけ
ようのない状況になったとしても、ほっておけば、
やがては鎮火し、例え重油が海に流れ出したとし
ても、時代を超えるようなダメージにはなりません。
しかし、原子力発電所はそうはいきません。子ど
もに火遊びをさせないのは、子どもが自分で責任
を持って最後まで火をコントロールする力を持っ
ていないからです。何かあったときに、それを最
後まで始末することができないことには手を出し
てはならない、というのが大人のルールです。ま
して、原子力発電所は何もなくても、廃棄物を始
末することができないシステムです。私たちの暮
らしは、その最後まで始末することができないシ
ステムの上に成り立っているのです。そして、原
発は津波に襲われてしまいました。私たちが善し
としたことによって、多くの人たちが住んでいた
環境を失い、生業を奪われ、希望を持つことがで
きなくなっています。

2023年関東大震災100年
　10 年後の 2023 年は、関東大震災 100 年を迎え
ます。この 100 年の間に起こった関東と阪神淡路
と東日本と３つの大震災は、私たちに何を問いか
けているのでしょうか。日本の９割以上の人たち
が農林業や漁業に従事していた時代から、全く逆に、
第一次産業従事者が 0.5 割を切り、それも超高齢
化している今へ、この 100 年、暮らしは劇的に変
化してきました。食料をつくることも、エネルギー
をつくることも、水を得ることも、また、水の害
から身を守ることも、すべて人任せにして私たち
は暮らしています。このものをつくる現場から遠
いところに身を置いていることに今の問題がある
かもしれません。
　賀川記念館はこの先の 10 年をかけて、震災、そ
して復興という切り口から私たちの暮らしを見つ
め直すことを始めます。昨年は「国際協同組合年」
でした。同時に「すべての人のための持続可能エ
ネルギーの国際年」でもありました。今年は「国
際水協力年」であるとともに「国際キヌア年」で
もあります。協同組合間連携のもとに、「水」、「食」、
「火（エネルギー）」、私たちの暮らしの根幹を支え
る３つの柱を建て直すことを目指します。先ずは
「食」を「種」から問い直す公開講座の開催から始
めていきたいと思います。
　被災に加え、豪雪の重みに耐えている家に暮ら
す方々がおられることを忘れずに、私たちが自ら
の暮らしを変えることによって、震災に寄り添う
ことができるようにしたいと願います。

　2013 年５月から賀川記念館 1F 医療モールにおきまして（神
戸ハーバー歯科クリニック）を開院予定の「まつもと歯科医院」
を紹介させていただきます。
　現在加古川市で開院されておられ、診療科目は、インプラン
ト・矯正歯科・審美歯科・予防歯科・小児歯科・一般歯科（虫歯、
歯周病治療）です。
　「人にやさしい診療」を求めて、
　　　 1. できるだけ削らない、抜かない、痛くない治療
　　　 2. 悪くなる原因を取り除く総合治療へのアプローチ
　　　 3. かぎりなくクリーンで安全な診療所づくり
をテーマに診療をされています。また、神戸では、訪問歯科も
充実されておられます。歯の治療はもちろん、気になることが
ありましたら、何でもご相談ください。今後ともどうぞよろし
くお願い致します。
連絡先
住所：〒657-0063 加古川市加古川町平野 223-6
電話：079-425-9200
ホームページ：http://www.matsumoto-dent.jp/

　こんにちは、きむらクリニック院長の木村将秀と申します。
本年 5 月で、賀川記念館 1F クリニックモールにてクリニックを開院
しまして 3 年となります。これまでの病院勤務の経験を生かし、ま
た近隣の医院さん病院さんとも連携をとりながら、今まで以上に地
域に密着した医療を提供したいと考えております。
　診療科目は内科一般・消化器内科・外科です。当院では、生活習
慣病や風邪など日常の内科的病気の診療に加え、苦痛の少ない鼻か
らの胃カメラ、レントゲン、超音波 ( エコー ) 検査もおこなっており
ます。中でも胃カメラは最新の経鼻内視鏡にて、消化器内視鏡専門
医として胃の病気を中心に早期発見・早期治療をモットーに、予防
医学にも力を入れております。
　また腰痛・関節痛・冷え性などに対しまして、温熱リハビリ超短
波療法も引き続きおこなっております。深部の血行を改善し、リン
パの流れを改善することにより、免疫力のアップにも効果があると
言われております。
　その他、美肌・アンチエイジング効果に加え、肝機能改善、ホル
モンのバランス調節や疲労改善など多種多様に効果を有しますプラ
センタ注射やニンニク注射、ダイエット治療、タバコをやめたい方
の禁煙外来もおこなっております。
　何か身体に気になることがありましたら、何でも相談していただき、
「今日診察を受けてよかったな」 と思っていただけるクリニックを目
指しております。
　今後ともどうぞよろしくお願い致します。

診療時間：午前 9：00 - 12：30 午後 4：00 - 7：00
休診日　：木・土曜日午後　日曜日／祝祭日
科　目　：消化器内科・外科
TEL　　：078-271-6340
ホームページ：http://www.kimuraclinic-kobe.com/

　2012 年 6 月、前薬局より継承し、新しくリニューアルした
薬局です。まわりに薬局があまりなく、地域に根ざした薬局を
目指してまいります。お薬、健康に関してお気軽にご相談下さい。

神戸ハーバー歯科クリニック きむらクリニック

マリーンハート薬局

開局時間：月・火・水・金 9:00 ～ 19:00　木・土 9:00 ～ 13:00
休日　　：木・土午後、日祝祭日
TEL　　：078-265-1355　FAX　　：078-265-1350
ホームページ：http://www.marinegroup.jp/

医療モール
私たちの先輩たちがセツルメント活動していた時代には、健康
を支える医療が地域福祉と一体となって、そこに生きる人たち
のために活動をしてきました。そこで、賀川記念館を再建する
にあたり、私たちもまた医療と福祉が共に歩むことを願って、
１階を医療モールとしました。ひとつは消化器内科・外科、も
うひとつは薬局、そしてこの5月から歯科医院がはいられます。
現在、あと 1店舗の募集継続中ですので、詳しくは事務局ま
でご連絡ください。

お問合せは　Tel：078 - 221 - 3627

5 月開院予定 !!
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フィリピンからの協同組合研修団受け入れ
2012年 11月 19日から30日迄の間、7名の協同組合研修団の
受け入れを行いました。
　昨年は国連の定めた「国際協同組合年」でした。国連は、こ
れまでの約150年間の協同組合の働きを大きく評価し，これか
らも協同組合が大いに社会的、経済的に貢献出来る事を確信し
て、昨年を「協同組合年」としました。そして、国連は、1）
協同組合を世界に知らせ、2）協同組合を作り、3）その支援を
各国の政府や団体に要請する。と総会で決定していました。日
本は協同組合の先進国です。協同組合の父である賀川豊彦の精
神を継承している賀川記念館は、この国連の主旨に賛同してい
ます。
　ちょうど3年前、賀川記念館の共通の友人であるフィリッピ
ンのアランさんからフィリッピンで協同組合を立ち上げたいと
努力している人たちがいるので，是非日本の協同組合を学ぶ機
会を作れないかと依頼がありました。そこで、農協や、漁協や
生協、神戸大学のご協力を得て賀川記念館挙げてこの研修団を
受け入れました。2週間という短い研修でしたが，大変充実し
た内容の収穫があり、「愛と協同」という賀川豊彦先生の精神を
受け継いだ7人は、フィリッピンでの新たな協同組合作りに希
望と目標を持って帰国しました。
フィリピン研修団メンバー
① サン・フェリペ協同組合　(San Felipe Cooperative-SAFECO)
フェリシート　ベリゾン　リブナ
Mr. Felicito Bellizon LIBUNA
② サント・ニーニョ多目的協同組合
(Kooperatiba-Sto. Nino Multipurpose Cooperative)
マエル・ジェセル・フアレス・カプーナン
Mr. Mael Jethel Juarez KAPUNAN
③ 南コタバト総合財団　(Sout Cotabato Foundation Integrated )
ベレン・フェクンド
Ms.Belen FECUNDO
④ 統合的サービスに向けての総合的協同組合
(Integrated Cooperative Towards Unified Services-ICTUS Primier 
Cooperative)
セルジオ・R・アギーレ
Mr. Sergio R. AGUIRRE
⑤ 南コタバト社会開発連合
Coalition of Social Development Organizations in South Cotabato
(SCDO-SC)
ジミー・D・ウンソイ
Mr. Jimmy D. UNSOY
Provincial Coordinator
⑥ 南コタバト社会開発連合
アナルー・ドラド・マイパ
Mr. Analou Dorado MAYPA
フィリピン側コーディネーター
アラン・ヴォランテ・クレデラ（Mr. Allan Volante Cledera, Manila）

写真上：要冷センター深江　写真下：協同購入センター甲南

11月 20日 ( 火 )

コープこうべでコープこうべの流通の仕組みを学ぶ

11月 21日 ( 水 )

JA 兵庫南営農総合支援センターで JAの概要を学ぶ
いなみマイマイ工房で女性の自立のプログラムを学ぶ
ふぁーみんサポート東はりまで農業法人の概要と圃場説明を受ける

11月 18日 ( 日 )フィリピンより到着
11月 19日 ( 月 )賀川記念館にて
  1．オリエンテーション
  2. 日本の協同組合の概要を学ぶ

日本でのスケジュール

写真上：JA兵庫南営農総合支援センター　
写真下：いなみマイマイ工房で女性の起業を見学
　　　　（おはぎを作っている様子）

賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
神視保育園　日本食研ホールディングス㈱

賛助（個人）
英賀康子　阿部眞理子　嵐倉良子　池本正人　磯部卓三　磯前　
則光　今井牧夫　大沼智得　大平久司　小笠原浩一　小川澄三　
小田桐温子　川井ふみ子　河谷里美　河谷保　川那辺康一　島津
陽子　関紀美子　田中寛　谷垣わきゑ　寺沢京子　豊島博　友田
洋子　永田千種　鍋谷由美子　西内芳子　西垣光代　早川富美子
元公子　久川正博　冨士本利子　宮崎和恵　宮﨑操　村岡敏子　
村田光恵　森文子　山口あい子　山下洋美　山田明子　吉森弘子
吉田多佳子　吉山修平　李善惠　脇浜浩

寄付金（団体）：
愛隣館研修センター　青谷コープ委員会　芦屋ワイズメンズクラブ
ウエスト東京ユニオン・チャーチ　学校法人関西学院　苦楽園　
コープ委員会　神戸新聞厚生事業団　空の鳥幼児園　野の百合保育園
葺合地区更生保護女性会　ぶどうの木保育園　民児協八雲地区　
One Village One Earth

寄付金（個人）：
磯部卓三　遠藤宏子　大塚善彦　大平久司　小川佐和子　小海光
上内鏡子　川上伸枝　　小林よし美　所崎旦　二河照子　西義人
真ハナ和弘　山田達造　祐村明　匿名

クリスマス献金（団体）：
愛之園保育園職員一同　あゆみ幼児園　イースター式典社　一麦
保育園　関西学院宗教活動委員会　京都 YMCA　甲子園二葉幼稚園
親隣館保育園　日本イエスキリスト教団垂水教会婦人会　日本キリスト
教団浪花教会　日本キリスト教団西宮一麦教会　日本キリスト教団　
松沢教会　友愛幼児園

クリスマス献金（個人）：
荒内直子　井塚栄子　糸原由美子　上内鏡子　小宮山盛昭　近藤
孝子　近藤良子　新野三四子　田中道子　谷口治道　都倉康之　
西垣光代　橋詰啓子　本城智子　宮原亨　山口則子　匿名

真愛ホーム寄付（個人）：
大平良子　小澤幸次郎　白杉謙一良　竹谷俊彦

友愛幼児園寄付（個人）：
橋本真也　松原辰宣

書籍寄贈：
倉橋悦子　二村摂三　中央経済社　甲南学園　寺沢京子　仲宗根
迪子　クラウディア・ジュノン・山本

物品寄贈：
北田合名会社北田和彦

　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 12 月から 2013 年 2月までの報告をさせていただきます。

 　　　　　　賛助会費　 136,000 円

　　　　　　　寄付金　 402,717 円

　　　クリスマス献金　　　232,469 円

真愛ホーム・友愛幼児園寄付金　35,0000 円

　　　　　　　総合計　 806,186 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 12 月 1日～ 2013 年 2月 28 日現在（敬称略・順不同）

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

賛助会
　賀川記念館の働きを支援することを目的としています。
賛助会会費
　年額は下記の通りとし、一口以上、上限はありません。
　個人：一口   1,000 円
　団体：一口 10,000 円
　会費は年度ごとの更新とします。
賛助会員入会と退会
　「賀川記念館賛助会 入会申込書」に必要事項をご記入いただ
　き、会費を納入ください。
　退会される場合は事務局までご連絡ください。
賛助会費の使途
　賀川記念館の諸事業に活用いたします。
賛助会費の税控除
　個人の方は、所得税にかかわる寄付金控除の対象になります。
　団体の方は、法人税法により「損金算入」することができま
　す。領収書をご希望の方はお申し出ください。
賛助会費のお振り込み方法
郵便局：01140－8－3721　社会福祉法人イエス団 賀川記念館
　銀行：三井住友　三宮支店　普通　3253938

賀川記念館賛助会ご継続のお願い

賛助（団体）：
青谷４丁目町内会　朝霧コープ委員会　（有）エムケーテック　
大阪よどがわ市民生協　柏原コープ委員会　京都生協機関組織運
営部　京都生協北行政区コープ委員会　京都生協左京行政区委員
会　神戸中央法律事務所　（社福）こころの家族　（株）コープ　
エイシス　シバノ設備株式会社　神視保育園　全労済本部　祖師
谷教会　（株）チャイルド社神戸営業所　日本食研ホールディング
ス（株）　明治学院同窓会兵庫県支部　レインボー福祉グループ

賛助（個人）：
Stig Lindberg　青木覚　英賀康子　赤本公孝　阿部眞理子　明松
善一　阿部志郎　荒内直子　荒木郁子　嵐倉良子　石丸鐵太郎　
池本正人　石田朋子　磯部卓三　磯前則光　市本利恵子　井上　
淳信　井上耕作　今井牧夫　岩切幸子　岩橋恵子　上野みづほ　
梅宮弘光　梅村貞造　大里昌子　太田明子　大野秀彰　大沼智得
大谷美和子　大平久司　岡崎寿子　小笠原浩一　小川澄三　小川
直子　岡田三枝子　奥平譲治　小田桐温子　粕谷典　柏原佳子　
片山郁子　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　河上民雄　川口昭次　川倉千代子　川﨑圭子
河谷里美　河谷保　川那辺康一　河原克美　北川太一　桑野友子
久保惠三郎　黒田絢　桑原民　上月三代司　児島隆介　児島若菜
越牟田愛子　小西孝蔵　小林郁雄　小林ひさ　小宮山盛昭　斉藤
勉　佐川英美　先﨑伍郎　桜井利枝　佐々木正夫　佐藤誠　佐藤
悦子　佐藤秀男　重元勝　嶋田輝男　島田恒　島津陽子　泰井　
綏子　関紀美子　高梨佳子　高橋正　高橋正博　高村勣　武井　
博子　武市常雄　竹田契一　谷垣わきゑ　谷脇清助　玉置良子　
近松文子　千田明美　佃一廣　豊島博　寺沢京子　寺島茂　徳弘
圭子　冨岡恭子　友田洋子　中井福美　中川原芳紀　永田千種　
中村三郎　中村澄江　中村昌宏　中村光夫　中山秀美　名越信次
鍋谷由美子　成生治一　南波陽子　西内芳子　西海弘子　西岡　
栄子　西垣光代　西川俊子　西村風胡　西脇美代子　博田一成　
元公子　秦正雄　羽根田博正　馬場一郎　早川富美子　原利治　
林孝　原田照子　春名義広　東村元嗣　久川正博　平木是　檜山
秋彦　平野治子　平林善博　廣田重行　福井香代子　藤野裕子　
冨士本利子　船本牧彦　細見ユキ子　堀俊朗　本城智子　松永　
美明　松村武男　松元節子　三島浩昭　水島文子　宮﨑操　光田
豊茂　宮崎和恵　三好長栄　村岡敏子　村上敬三　村田光恵　森
文子　森下美代子　森田弘子　八木憲一郎　保野恵子　山口則子
山口あい子　山口政紀　山口洋子　山下洋美　山田達造　大和　
慎吾　山本常雄　山本裕子　山本有希子　横山直美　横山葉子　
吉岡正勝　吉田多佳子　吉本浩三　吉森弘子　吉山修平　米満弘
李善惠　脇浜浩　渡辺賢次　渡部美津江（敬称略・順不同）
※2012年4月1日～2013年2月28日の間に賛助会費をお納めいただいた方々です。
十分確認しておりますが、誤り等ございましたらお知らせいただきたくお願い申
し上げます。

2012年度賀川記念館 賛助会名簿

ボランティア 100 号で以下の誤字がありましたことをお詫び致します。
9ページ　22 行目　佐藤英美（誤）→佐川英美（正）

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
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賀川記念館の歩み

2013年
01月     
09（水）中央小学校（講演見学） 
10（木）中央小学校（講演見学） 
11（金）ナイトカフェ 
15（火）神戸西ワイズメンズクラブで講演（西参事）
17（木）1.17 ウォーク（見学）　語り部の会 
21（月）ヘイスティング氏来館
22（火）京都生協（講演見学）
23（水）コア 100 賀川例会 
24（木）全労済中日本本部（講演見学） 
26（土）講演会（小林洋司氏）　JAたじまで講演（西参事）
27（日）ライフ・サポート（見学）
28（月）兵隣協研修会で講演（賀川館長）
　　　　JA丹波・山南地域で講演（西参事）
02月     
02（土）賀川豊彦とハンセン病鼎談 
05（火）全労済仙台で講演（西参事）
08（金）ナイトカフェ 
09（土）JA鳥取信連（見学） 
10（日）ウエルビーイング（見学）
13（水）祈祷会 
14（木）全労済札幌で講演（西参事）沖縄で講演（賀川館長）
19（火）ESD推進ネットひょうご神戸（来館）
26（火）講演会（地域を知る）

2012年
 12月
02（日）佐賀県生協連で講演（賀川館長）
04（火）パルシステム東京労働組合（講演見学）
06（木）合同平和祈祷会
08（土）語り部クリスマス会　関学栗林ゼミ（講演見学）
　　　　兵庫女性未来会議で講演（賀川館長）
09（日）富士通アドバンスドエンジニアリング労働組合（講演見学）
11（火）神大附属明石小学校 5年生（調査・研究）
12（水）京都生協（講演見学）　フェスティバル評価会 
14（金）賀川賞授与（新生田川共生会）　ナイトカフェ 
16（日）賀川賞授与（楽友会）
17（月）関学で講演（賀川館長）
19（水）神戸大学（賀川館長）
21（金）PHD研修生（講演見学）

　記念館ミュージアム入場者数

 12 月　一般43名　 団体 129名　行事120名　合計292名

01月　一般66名　 団体 205名　行事158名　合計  429名

02月　一般40名　 団体   13名　 行事 219名　合計  272名

この度、賀川記念館の元職員で神戸イエス団教

会会員でもあられた故宮本牧子姉より、賀

川記念館へ多額の寄付をいただきました。

昨年（2012 年）４月１６日天に召された

宮本姉は、賀川記念館で行っていました高

齢者への給食活動、老人クラブ、自治会支

援活動などの地域福祉の仕事に積極的に関

わっていただくと共に、また一方では、「オモニ

ハッキョ」（在日韓国、朝鮮人のお母さんたちの識字教室）など、

地域に住む外国をルーツにされた方々の支援を熱心に続けられ

ていました。

　この度のご厚意に対し、宮本姉の想いを大切に考え、この地

域で社会的に弱くされた方々の支援のために使わせていただこ

うと思います。感謝を持ってご報告とさせていただきます。

感謝：故宮本牧子さんより寄附

　2013 年の初めより、神戸イエス団教会では、ハワイアンダ
ンスを始めました。毎月第 1 と第３の日曜日、礼拝が終わった
あとに、行います。指導は、クラウディア・ジュノン山本宣教師。
高校生の頃から初めて◯十年！？　フラダンスのステップにも
一つひとつ名称がついていて、覚えるのが大変ですし、習得す
るとなったら、もっとたいへん。
　手の仕草にも、深い意味があることを学び、踊りそのものが
祈りのようです。
　教会員は全く初めての経験ですが、とても有意義な時間を過
ごしています。

またまた感謝です !!
ビンに一杯の寄附金を喫茶「カレント」さんからまたいただき

ました。いつも、近所の皆様に入れていただいているとのこと

です。また、大塚善彦さんから、また牛乳パックをいただきま

した。お家で財布の中のおつりを牛乳ケースにためておられた

物をお持ちくださいました。皆様の御心に感謝致します。大事

に使わせて頂きます。有難う御座いました。

日本基督教団 神戸イエス団教会

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

ALOHA! ハワイアンで、気持ちウキウキ！　

11月 29日 ( 木 ) 研修の振り返り質問会  

11月 30日 ( 金 ) まとめの発表会　

  ２週間の学びから今後の計画を作成

11月 22日 ( 木 )

・JA兵庫南営農総合支援センターで JA施設について学ぶ
・ふぁーみん shop 八幡で直売所の仕組みについて学ぶ
・八幡営農組合で農家設立の営農組合運営について学ぶ

11月 23日 ( 金 )

・ふぁーみん shop かんきで直売所と店内加工所運営見学
・FS出荷農家見学　  小規模農家の生産現場を学ぶ
・畜産農家を見学し、和牛生産実態を学ぶ
・養鶏農家を見学し、地元米を使った資料で清算した鶏卵の
   ブランド化について学ぶ

11月 24日 ( 土 ) やすみ  

11月 25日 ( 日 ) 教会の日曜礼拝

  神戸大学でフェアトレードについて学ぶ

11月 26日 ( 月 )

神戸大学農学部で講義（神戸大学 伊藤教授 ) と農場見学

11月 27日 ( 火 )　兵庫県漁連を見学

写真上：渋谷農場にて

写真上：FS出荷農場見学

写真上：講義の様子（神戸大学 伊藤教授 )　
写真下：有機農業を実践されている渋谷農場で囲炉裏を囲んで
　　　  （渋谷さん・本野さんから講義を受ける） 写真下：賀川記念館でのまとめの会の様子

11月 28日 ( 水 ) ICA-Asia-Pacific オープンフォーラムに参加 
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　1 月 26 日より「ハンセン病問題」について講演会や入所者の
方などによる鼎談、及び特別展を実施いたしました。
　1 月 26 日には兵庫大学短期大学部の小林洋司先生をお招きし
「賀川豊彦とハンセン病 ―＜遺産＞の解釈と、実践―」と題し
てご講演いただきました。2 月 2 日には、国立療養所長島愛生
園のご協力のもと、入所者自治会長の中尾伸治様と長島愛生園
歴史館で学芸員のお仕事を担われている田村朋久様、そして兵
庫大学短期大学部の小林洋司先生による鼎談を実施。また、1
月 26日から3月 2日までの間、長島愛生園と「ESD ボランティ
ア育成プログラム推進ネット『ぼらばん』」のご協力で「ハンセ
ン病特別展『ハンセン病療養所の記憶―長島愛生園―』」の特別
展示をいたしました。
　2 月 2 日に行われました鼎談では、ハンセン病の元患者で長
島愛生園入所者自治会長の中尾さんのご自身の体験を通し、14
歳でご自身が発症されたことで、ご家族も患者以上に差別に苦
しまれ、また入所者の高齢化がすすみ安心できる療養生活をと
語っておられました。学芸員の田村さんからは、ハンセン病差
別のみならず、日常で起こりうる様々な差別と向き合う姿勢こそ、
社会から差別なくすには大切であると、力強いメッセージをい
ただきました。この企画に携わっていただきました方々及び、
多数のご参加いただき感謝申し上げます。
　また、1月 26日の講演会は以下の通りです。

「賀川豊彦とハンセン病」

＜講演の要約＞
　今回のプログラムでは、賀川豊彦とハンセン病をメインテーマに、
副題として＜遺産＞の解釈と、実践と題して報告を行った。賀川豊彦は、
貧困の問題にはじまり、多くの社会問題に対して重要な功績を残し
てきた人物である。その活動は、幅広くハンセン病問題の歴史にお
いてもまた重要な「役割」を果たしてきたといわれている。しかし、
その「役割」に対する評価は、必ずしも肯定的なものばかりではなく、
否定的にもなされている。私たちが今日という時間軸から「先人に
学ぶ」とは果たしてどのような態度であり、行為なのだろうか。本
報告では、ハンセン病の医学的な知識や、歴史的なことがらの素描
というよりはむしろ賀川豊彦（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すること、そして今日的にどのよ
うな実践がなされてきているのか、また求められているのかを報告
した。
◆ハンセン病のこと
　まず、簡単に医学的な側面からハンセン病を紹介する。ハンセン
病は「らい菌」による慢性の細菌感染症である。かつては、遺伝説
が唱えられていたが狭義の遺伝病ではないことは医学的に自明のこ
ととなっている。ハンセン病（らい菌）の特徴を挙げると次のよう
になる。①非常に弱い感染力しか持っていない。②感染しても感染者全
員が発病することは無く、今日の日本の環境ではほぼ発病しない。③
多彩な症状と経過をとる。④発病すると末梢神経（主に運動神経　知
覚神経）に病変を生じる。そして、⑤現在は治療薬（現在は多剤併用
療法（MDT）が用いられている）によって完治する。
　次に、歴史的な経緯について法律をメルクマールにしながら報告
した。ハンセン病が日本において行政のコントロールを受けるよう
になったのは 1907 年の「癩予防に関する件」だといわれている。こ
の法律では放浪する患者の隔離が目的であったが、1931 年「癩予防法」
の成立によって隔離の対象が拡大され、全患者が強制隔離の対象に
なった。戦後 1953 年「らい予防法」への改正等が試みられたが内容
は刷新されることはなく 1996 年まで廃止されることなく残った。
　ハンセン病と診断された人は、多くの人が家族や地域社会から引
き離されハンセン病療養所で生活することになった。療養所内では、
断種、強制労働がおこなわれ、基本的人権が侵されてきた。現在も

総合研究所プログラムの報告

写真：賀川豊彦とハンセン病 講演会の様子

写真：鼎談の様子

全国 13 の国立療養所と 1 か所の私立療養所で入所者約 2100 人が生
活し、退所者（社会復帰者）約 1600 人と療養所に入所したことのな
い非入所者約 700 人が、地域で生活している。これらの人々は完全
に治癒しているが、社会関係の疎外が阻害されてきたことから社会
復帰を試みても地域で孤立するなどの大きな問題を依然として抱え
ている。
◆賀川豊彦とハンセン病
　賀川豊彦は、主に 1925～1960 の期間、ハンセン病問題と関わりを
もっていた。賀川は、およそ 1925 年までは、ハンセン病にそれほど
強い関心をもっていなかった。しかし、それが 1927 年には「社会問
題としてみたる癩病根絶運動」と題されるような文章をのこしている。
当時の発言や文章には、時代を超えてわたしたちが直面している今
日的な社会問題にも通底する考え方がみられる。すなわち、社会問
題には複雑な問題が絡み合っており、一つの問題に対し、経済的な
側面の充実のみならず複数のアプローチを必要とする場合が少なく
ないといったことはこのころから賀川がいちはやく指摘している。
しかし、である。賀川は一方で、多分に優生思想（生まれてきてほ
しいいのちとそうでないものを区別し、そうでないものを排除する
思想）にもとづく発言もまたのこしている。このことはどのように
考えても肯定的に解釈できないところがある。
　賀川たちは、ハンセン病療養所とそこに住まない人々の関わりが
希薄な時代から関係を築こうとしていたのもまた事実である。1925
年の民間団体である日本MTL（Mission To Lepers）の設立にはじまり、
兵庫県の明石市にあった楽生病院への支援、具体的に言えば、当該
病院で働く職員の大野悦子をモデルに、楽生病院を舞台にした小説『東
雲は瞬く』を発表し、寄付している。さらに 1928 年には、賀川らが
運営していた大阪四貫島セツルメントのメンバーが外島保養院を訪
れ、官舎と患者地帯の境界線に売店を開いていたという記録まで存
在している。　　　　　　　　　　　　　　　
◆わたしたちはどう実践を解釈すればよいか
　賀川豊彦たちは上記のような活動を積み、重ねていた。後世にい
きる私たちはそうした「はたらきかけの記録」に対してその意義と
問題点を整理しようと解釈を加える。賀川たちの取り組みについては、
大きく分けて「あの時代によく療養所を訪れ、よく関わった」とい
う肯定的な解釈と、「優生思想に根ざした患者の隔離を支持・支援した」
という批判的な解釈がなされてきているといえる。つまり、賀川豊
彦（たち）の意思やその意志にもとづいた活動を＜遺産＞とするならば、
＜生の遺産＞と＜負の遺産＞が共存している。わたしたちはこうし
た実践をどのように解釈すればよいのだろうか。賀川（たち）の考
えや活動が正しかったか否かという評価もさることながら、私は大
切なことは、今日に生きる私たちの問題として捉える姿勢であり、
賀川もまた人であるということであり、そしてハンセン病問題に対
する関わりとそれ以外の賀川の功績と比較という方法をもって考え
ることではないということではないかと考えている。
　残された文書にある発言やことばから解釈すれば、確かに豊彦が
隔離政策を後押しうる考え方をもっていたという指摘や評価は的を
得ている。しかし、一方で、当時の社会に生きる人々の中で上記の
ようにハンセン病者に対してその存在を認識し、その人々に働きか
けようという意思のもと行動した人は極めて少数であるのも事実で
ある。わたしたちが現代に生きながら賀川の実践を解釈するとき気
をつけなければならないのは、こうした事実を多角的にとらえるこ
とであり、この手の問題を後世の人間がどう語るかというその「語
り口」である。

◆さいごに
　実践の解釈は、両義的である。時代や立場によってその評価は多
様である。しかし、実践とは動きだすことであり、その動きをひろ
げていくことが状況をかえていく。これはいかなる時代においても
同じである。今日行っているわれわれの活動も後世の人がどのよう
に意味づけすることになるかは定かではない。実践をおこなうこと
はよいことばかりではない。お金、人間関係、責任・・・いろいろ
と新たな課題を生み出すことがある。わたしが賀川豊彦の実践から
学んだこと。それは、端的に言えば「出会い、近づく」ことであり、
より多くの人とその問題を考え行動しようとする姿勢である。そして、
覚悟をもち、常に省察を繰り返しながら実践に関わる人々とともに
実践方法や意義について問い続ける構えにほかならない。

2012 年度は、以上のように、プロや素人を問わず、多くの個
人やグループの協力を得て、おかげさまで、楽しく有意義な時
間を過ごすことができました。これらのプログラムを通して、
ナイトカフェへの参加者同士でのつながりが広がり、交わりが
深まっています。ナイトカフェのブログも以下のようにありま
す。ボランティアの渡邊三千代さんが月に一度更新してくだ
さっています。どうぞご覧ください。
　　　　http://tengokuya.blog.fc2.com/blog-date-201302.html

　また、このナイトカフェの会場では、フェアトレードの
「OneVillageOneEarth」が、商品を展示販売しています。こち
らもどうぞご覧ください。
　ナイトカフェのステージは、誰でも参加可能です。もし、ご
興味があれば、賀川記念館まで、お申し出ください。来年度の
ナイトカフェに予定を組みます。
ナイトカフェの厨房やフロアーのボランティアも募集中です。

天国屋ナイトカフェ
2012年度を振り返って
06 月 08 日　ジャズライブ　　　　　 　　竹中　真
09 月 14 日　東日本被災地報告 ＆ 三線 　　杉本健吉
10 月 12 日　ブルースの夕べ  　　渡邊隆生
11 月 09 日　ハワイアン　ナイト　　　Jeans Aloha Hula
12 月 14 日   クリスマスセレナーデ
　　　　　　Donna 立木 ( ソプラノ ) ＆脇山幹士 ( ピアノ )
01 月 11 日　ポップミュージックRod＆Debbie Olson
02 月 08 日　ラブ・ストーリー　マジック 
　　　　　　MAGIC ED (Ed Rapoza)

4 12

天国屋ナイトカフェ=30弾＝

2013年 4月 12日（金）17:30～
地域のつながりを考え、「生きづらさ」を感じている人
の集まる場を提供する。とにかく、楽しく食卓を囲んで、
一緒に「場」を作り上げよう。
～収益の一部を東日本大震災支援に献げます～
4月 12（金）に会いましょう！ 余興もあります !!

メニュー

ビール、焼酎など 全品 300 円　グラスワイン (赤・白 ) 

400円（ボトルは2 ,000 円）　ソフトドリンク100～

250円　コーヒー 150円　総菜一皿 100～200円　

　(日によって内容・金額など多少変動します。ご了承く

ださい。)
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児童発達支援「くっく」1年間の報告
　児童発達支援　くっくは、2012 年 8 月 1 日よりサービスを
開始いたしました。就学前の発達にアンバランスがあったり、
保護者や保育者などが何らかの気かがりなことがあるこどもた
ちが対象です。現在は毎週月曜日から金曜日まで1歳～6歳まで、
のべ 50人のこどもが利用しています。
　ひとりひとりの能力やニーズに応じてできることを増やし、
集団生活にうまく適応できるようになることを目標にしていま
す。プログラムは、コミュニケーション指導を中心に体を使っ
た運動遊びやリズム遊び、製作活動等を取り入れ、個別と１ク
ラス５人程度の集団でのプログラムを組み合わせて行っています。
　午前中は｢親子クラス｣として未就園のこどもを対象に親子で

賀川記念館のある中央区は外国にルーツをお持ちの方が多数お

住まいです。学齢期に来日した子どもや日本で生まれ育った子

どもの中にも、母語の確立や日本語理解が十分でない子どもも

少なくありません。その上で日本語の習得や学校の教科学習を

行う状況にあります。

また、保護者の方の中には日本語が十分に理解できない方も多

く、子どもへの学習への関わり方も様々であり、子どもにとっ

てハンデとなっている場合も見受けられます。

　このような子どもたちのために、NPO 法人 神戸定住外国人

支援センター（KFC）、吾妻地域福祉ネットワーク会議と協働し、

また神戸市中央区社会福祉協議会協力のもと下記の通り活動を

開始いたしました。

外国にルーツを持つ子どもの学習支援教室

「はいず」オープンのお知らせ

参加していただいています。親子クラスでは、保護者と一緒に
楽しめる活動を増やし、こどもだけでなく保護者の方々にこど
もとのかかわりについて学んでいただきたいと考えています。
　午後からは｢幼児クラス｣として幼稚園・保育所に在籍してい
るこどもが対象です。幼児クラスではこども同士でのかかわり
の場面を増やし、他者とのコミュニケーションについての学び
が大きな目標になっています。
　今年度はもちつきや節分の集い、給食体験など友愛幼児園の
行事にも参加させていただいて、こどもたちも大喜びでいろい
ろな経験をすることができました。

※はいず（孩子）とは、中国語で子どもの意味です。

１．外国にルーツを持つこどものためのプレスクール
（小学校入学前の 5歳児対象）
「こうべプレスクール　はいず　in　神戸東」
日 時 ：  3月2日（土）～23日（土）毎週土曜日 14:00～15:30 
全4回
場　所：賀川記念館　3F
参加費：無料

２．外国にルーツを持つ子どもの日本語学習支援教室（小学生対象）
「はいず　in　神戸東」
日　 時 ： 4月19日（金）～毎週金曜日 16:00～18:00 うち1時間半
場　所：賀川記念館　4F
参加費：1000 円／月（週 1回）

３．ボランティア募集　～外国にルーツを持つ子どもたちへの学習支援～
上記の学習教室での補助的な役割を担い、子ども達の立場
に立って、相手の文化や生活習慣を尊重でき、無理なく　

自然に日本語を学習する子どもたちへサポートしていただ
けるボランティアの方を募集いたします。

お申込み、お問い合わせは真下 (マシモ )・馬場まで
　　TEL：078-221-3627

　※下の写真は 3月 2日の学習風景です。

「尊厳を伴った平和」

「地域を知る」

「合同平和祈祷会」
～賀川豊彦とS. ジョーンズの平和祈祷を記念して～

総合研究所公開プログラムの予告総合研究所公開プログラムの予告
賀川記念館総合研究所では、イエス団理念委員会の協力のもと、
2012 年度は、さまざまな公開講演会を行ってきました。引き
続き 2013 年度も次のテーマを中心に、より充実した内容で公
開講演会を行って行く予定にしております。皆さま方のご参加
をお待ちしております。

①福祉・子ども・保育　②地域　③いのち・差別・人権　
④キリスト教　⑤賀川が問いかけるもの　⑥暮らしと火水木風土

4 6

外国にルーツを持つ子どもを育む地域の力
講師 小島祥美 愛知淑徳大学准教授

4月6（土）14時より

　多様な背景を持つ子どもが増加する今日、教育現場や地域で
はこれまでにない視点が求められています。こうした子どもた
ちが日本の学校に通い、地域で育っていく中で、私たちに何が
できるのでしょうか。今回、小島祥美さんから外国にルーツを
持つ子どもの抱える課題、教育環境の実態、そして、これまで
岐阜県可児市などで行ってこられた地域での実践や全国各地の
プレスクールや学習教室などの地域の取り組みをご紹介いただ
きます。子どもの教育環境を整備することは大人の責務です。
すべての子どもが将来に夢や希望を描ける社会になるよう、外
国にルーツを持つ子どもに地域でできることを一緒に考えます。

4 13
発達障がい児支援ボランティア養成講習

講師 竹田契一 大阪教育大学名誉教授

4月13日（土）10時より

5 25

発達障がいの理解、子どもたちへの関わりを学び、実践に結び
付けていくことを目的とします。全４回の講習を受講し、修了
証を授与し、児童発達支援事業で実際にボランティアスタッフ
として、子どもと関わり、実践の学びの場も提供します。

第2回　5月 11日　松本恵美子
第3回　6月 15日　西岡　有香
第4回　7月 6日　石田　朋子

ハープ演奏とお話 

キャロル・サック
5月25日（土）14時より

現代社会とキリスト教
「死に逝く人に寄り添って 祈りの音楽にのせて、
リラ・プレカリア (祈りのたて琴 )の働き」

キャロル・サックさんは、2006 年、日本福音ルーテル社団
(JELA) が主催し、音楽死生学に独自の要素を加えて発展させた
2年間の研修講座「リラ・プレカリア (祈りのたて琴 )」を立ち
上げ、終末期にある人だけではなく、心身の苦難にある人びと
にもハープと歌による生きた祈りを届けるボランティアの養成
に励んでおられます。現在第 4期を開講中。修了生は、病院や
ホスピス、老人ホーム等で活動しています。

　2012 年 11 月 24 日 ( 土 )、大谷隆夫先生をお招きし、「尊厳
を伴った平和」というテーマで講演をいただきました。釜ヶ崎
キリスト教協友会共同代表であり、日本基督教団 摂津富田教
会牧師である大谷先生は、1982 年から約 30 年間、釜ヶ崎と関
わって来られました。その中で、釜ヶ崎労働者の方々の生活保
護裁判の支援を行なわれたり、また、大阪市による釜ヶ崎の方々
の住民票強制削除の問題では現在も裁判を続けておられます。
もめ事はさけられないけれども、どうして釜ヶ崎の人々がこう
いう状況におかれているのか、そのような状況がある限り活動
を続けられるという、力強い言葉をうかがいました。その一方で、
私たちに何ができるのかを考えさせられる講演会でした。

　2013 年 2 月 26 日 ( 火 )、NPO 法人中央むつみ会 坂井宗月
理事長と「障がいがあって生きる」体験談を語る事業の副代表 
大屋根芳夫さん、自立センターあづま 藤原敏洋施設長をお招
きし、「地域を知る」というテーマで、ご講演をいただきました。
　坂井先生からは中央むつみ会設立の歴史的背景から現在の
様々な活動内容をご説明いただき、特に障がいのある人が地域
の中で活動をする場合反対運動が起こる事があるが、この地は
賀川さんの素地があり地域の皆さんが大変協力的であったこと、
また障がいのある方とつきあうには、特別な気遣いはなくつき
あって欲しいことなどを語られました。また、「障がいがあっ
て生きる」体験談を語る事業の副代表 大屋根芳夫さんからは、
19 才の時から入退院を繰り返し、全てをあきらめていた状態
から生きていてよかったと思えるようになったご自身の体験談
をうかがいました。
　自立センターあづまの藤原先生からは、運営する「社会福祉
法人えんぴつの家」の設立から自立センターあづまの設立、現
在の活動内容にいたるまでを紹介いただきました。障がい者に
とってやさしい社会は皆にとってもやさしい社会であるので、
誰もが生きやすい社会をつくっていくための、その先駆を担っ
ているのが障がいを持っている方々であると述べられました。
　私たちの地域にこのような施設があることにあらためて理解
して、またそこを利用されている方々と共に、地域をつくって
いくことが大切であると考えさせられる講演会でした。

　2012 年 12月 6日 ( 木 )、真珠湾攻撃による太平洋戦争勃発
から 71年目をおぼえて、第 2回合同平和祈祷会を開催し、約
30名が参加し平和の祈りを行った。
　これは、1941 年の真珠湾攻撃前夜、賀川豊彦とS. ジョーン
ズが平和を求めて太平洋を挟んだ両国で徹夜祈祷を持ったこと
を覚えて始められた祈祷会である。毎年、平和に取り組むキリ
スト者を招いて福音的メッセージを語っていただいている。
　メッセージは、日本キリスト教会宜野湾告白教会の島田善次
牧師にお願いした。島田牧師は、普天間爆音訴訟団団長をはじ
め、長年沖縄の基地問題に深く関わり続けておられる。沖縄の
状況を激しく訴える厳しさを持つ島田牧師は、今回の平和祈祷
で、キリストが示された平和と福音をご自身の半生を振り返り
ながら、静かに述べられた。普段は、沖縄の平和運動や基地問
題について招かれることが多いが、今回のような平和の祈りと
福音について純粋に語ることを求められたことは今回が初めて
だそうだ。島田善次牧師を通し、沖縄を覚えて祈ることができ
たことは祈祷会の目的に相応しく、恵まれた会となった。

写真：坂井宗月理事長（左）　　　藤原敏洋施設長（右）
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写真：受賞者 有川さん（左から 2人目）と伊吹さん（左から 3人目） 

＜2012年度（2012年 4月～ 2013年 3月）販売実績＞

06月 09日（土）2011年度ワイズメンズクラブ西日本区大会 73,490円

06月 14日（木）コープこうべ大阪北地区イベント 44,290円

07月 20日（金）のぞみ保育園バザー 19,940円

09月 17日（祝）第5回ふれあいネットワークフェスティバル 44,700 円

10月 21日（日）西宮YMCAカーニバル 36,390 円

10月 28日（日）西神戸YMCAワイワイまつり 10,450 円

11月 03日（祝）甲子園二葉幼稚園バザー 46,100円

11月 03日（祝）一麦保育園バザー 29,300 円

11月 04日（日）賀川記念館フェスティバル 25,760 円

11月 10日（土）宇山光の子保育園バザー 52,060円

11月 10日（土）東北応援市（ガリレオクラブインターナショナル） 12,480円

11月 18日（日）神戸雲内教会バザー 5,210 円

11月 23日（祝）須磨教会バザー 44,200 円

11月 25日（日）堺福音教会バザー 19,550 円

03月 02日（土）春咲縁日（one village one earth） 15,960円

03月 10日（日）ユニセフのつどい（兵庫県ユニセフ協会）　　  23,740円 

 販売合計 503,620円

　みなさまの施設やバザーで、

そのほかのイベントなどで、ぜ

ひ、「宮古ショップ」を開いて

いただけませんか？　ご注文、

お問い合わせは賀川記念館まで

ご連絡ください。 tel  ：078-221-3627
fax：078-221-0810

4  20

賀川豊彦召天53周年記念墓前集会
今年は賀川先生が天に召されて５3周年になります。この時代に賀川精神を如何に継承すべきかを

共に考えたいと思います。どうぞ多数ご参加下さいますようお待ちいたしております。

■と き： 2013 年 4 月 20 日（土） 午後2 時（ 雨天決行）

■ところ： 賀川記念納骨堂 （神戸市舞子墓園内）

■テーマ：「イエスに倣って生きる」

■講 師： 平田義先生（社会福祉法人・学校法人イエス団常務理事）

☆お問い合わせは、賀川記念館事務局まで。

（電話078-221-3627）

賀川記念館は、毎年「賀川賞」という名称で、人知れず善行を行っ
ている人や、団体を推薦して頂き、その対象者に、「賀川賞」という
感謝状と記念品を贈っています。今年度は次の 2 団体の方々に賀川
賞を頂いていただきました。

宮古ショップ
東日本大震災からの復興を支えよう

  協 力：　　西宮ワイズメンズクラブ

1．『楽友会』…楽友会は、香川県小豆島土庄高校の OB6

名で昭和 39 年の物の少ない時代からクリスマスに豊島神

愛館の子どもたちに「クリスマスケーキ」を 48 年間ずっ

とプレゼントをしています。

2．『新生田川共生会』・・・　2008 年より神戸市役所周辺

や東遊園地等で、ホームレスの方々に炊き出しや生活必需

品の調達及び支給、仕事の斡旋等の支援活動をされていま

す。　この活動は賀川豊彦が 100 年前、神戸神学校の学

生であった 21 才の時に、困っている人達のために自分の

命を捧げようと決心して、神戸の貧しい人達が集まってい

た地域に入り、病人の介護、食事の提供、生活の相談、仕

事の紹介等をしました。その活動を現代に引き継ぎ行って

おられる事だと思います。これらは賀川豊彦が後に行った

様々な社会改良の運動（労働組合運動、生活協同組合運動、

農民組合運動、農民共済組合運動など）の原点でした。写真：プレゼントの様子

写真：賀川賞贈呈の様子

賀川賞の記念品『ともしび』　松沢 栄一 作

「賀川賞」をお渡し致しました。感謝です！

西宮ワイズ (Y’s) メンズクラブは西宮ＹＭＣＡに拠点を置き、
ＹＭＣＡと共に社会奉仕活動と親睦を行う社会人の異業種交流
グループです。1948 年、西宮北口にある西宮中央教会にて、
17 名の使命感あふれるメンバーが集まり発足しました。戦後
心身共に満たされない青少年に潤いを与えようと、西宮市の公
民館活動の先駆的役割を担いました。それから 65 年間、一貫
してＹＭＣＡが担う青少年育成事業に共感し、フレンドリーな
雰囲気の中、それぞれの時代において、その課題を共に考え、
私たちができることを実践してきました。現在は 24 名の男女
が和気あいあいと楽しくクラブ活動を展開しています。

　私たちは、岩手県宮古市（ここには盛岡ＹＭＣＡが主催して

いる宮古ボランティアセンターがあります）を訪問し、現地の

障がい者施設が組織する「いきいきフェアー実行委員会」の皆

さんと話をし、宮古市の障がい者施設でつくる製品を神戸、西

宮で販売協力をしています。　

　いくつかの施設を訪問し、施設長と話をさせていただきまし

た。販売経路が絶たれたり、売り上げが落ち込んだりしている

現状をお聞きし、少しでも販売促進に協力できたらと考えまし

た。

　現地の窓口を「いきいきフェアー実行委員会」、神戸の窓口

を社会福祉法人イエス団賀川記念館とし、やり取りをシンプル

にして、事務的な作業や費用を簡素化し、売り上げは全て現地

へお送りしています。

　現地の障がい者施設でつくる実行委員会、賀川記念館、ワイ

ズメンズクラブ、他団体、教会が協働して、息の長い現地との

つながりを持っていきたい。そして小さな取り組みですが、顔

の見える関係を保ちつつ、支援を継続していきたいと思ってい

ますので、ご協力をよろしくお願いします。

　なお、2012 年度のバザー、イベント（賀川記念館の宮古ショッ

プの売り上げは除く）の売り上げを一覧にしました。毎年目標

を持って継続していきたいと思います。

ご協力いただきました皆さま、ありがとうございます。
これからも、ご支援をよろしくお願い致します。
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写真：受賞者 有川さん（左から 2人目）と伊吹さん（左から 3人目） 

＜2012年度（2012年 4月～ 2013年 3月）販売実績＞

06月 09日（土）2011年度ワイズメンズクラブ西日本区大会 73,490円

06月 14日（木）コープこうべ大阪北地区イベント 44,290円

07月 20日（金）のぞみ保育園バザー 19,940円

09月 17日（祝）第5回ふれあいネットワークフェスティバル 44,700 円

10月 21日（日）西宮YMCAカーニバル 36,390 円

10月 28日（日）西神戸YMCAワイワイまつり 10,450 円

11月 03日（祝）甲子園二葉幼稚園バザー 46,100円

11月 03日（祝）一麦保育園バザー 29,300 円

11月 04日（日）賀川記念館フェスティバル 25,760 円

11月 10日（土）宇山光の子保育園バザー 52,060円

11月 10日（土）東北応援市（ガリレオクラブインターナショナル） 12,480円

11月 18日（日）神戸雲内教会バザー 5,210 円

11月 23日（祝）須磨教会バザー 44,200 円

11月 25日（日）堺福音教会バザー 19,550 円

03月 02日（土）春咲縁日（one village one earth） 15,960円

03月 10日（日）ユニセフのつどい（兵庫県ユニセフ協会）　　  23,740円 

 販売合計 503,620円

　みなさまの施設やバザーで、

そのほかのイベントなどで、ぜ

ひ、「宮古ショップ」を開いて

いただけませんか？　ご注文、

お問い合わせは賀川記念館まで

ご連絡ください。 tel  ：078-221-3627
fax：078-221-0810
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賀川豊彦召天53周年記念墓前集会
今年は賀川先生が天に召されて５3周年になります。この時代に賀川精神を如何に継承すべきかを

共に考えたいと思います。どうぞ多数ご参加下さいますようお待ちいたしております。

■と き： 2013 年 4 月 20 日（土） 午後2 時（ 雨天決行）

■ところ： 賀川記念納骨堂 （神戸市舞子墓園内）

■テーマ：「イエスに倣って生きる」

■講 師： 平田義先生（社会福祉法人・学校法人イエス団常務理事）

☆お問い合わせは、賀川記念館事務局まで。

（電話078-221-3627）

賀川記念館は、毎年「賀川賞」という名称で、人知れず善行を行っ
ている人や、団体を推薦して頂き、その対象者に、「賀川賞」という
感謝状と記念品を贈っています。今年度は次の 2 団体の方々に賀川
賞を頂いていただきました。

宮古ショップ
東日本大震災からの復興を支えよう

  協 力：　　西宮ワイズメンズクラブ

1．『楽友会』…楽友会は、香川県小豆島土庄高校の OB6

名で昭和 39 年の物の少ない時代からクリスマスに豊島神

愛館の子どもたちに「クリスマスケーキ」を 48 年間ずっ

とプレゼントをしています。

2．『新生田川共生会』・・・　2008 年より神戸市役所周辺

や東遊園地等で、ホームレスの方々に炊き出しや生活必需

品の調達及び支給、仕事の斡旋等の支援活動をされていま

す。　この活動は賀川豊彦が 100 年前、神戸神学校の学

生であった 21 才の時に、困っている人達のために自分の

命を捧げようと決心して、神戸の貧しい人達が集まってい

た地域に入り、病人の介護、食事の提供、生活の相談、仕

事の紹介等をしました。その活動を現代に引き継ぎ行って

おられる事だと思います。これらは賀川豊彦が後に行った

様々な社会改良の運動（労働組合運動、生活協同組合運動、

農民組合運動、農民共済組合運動など）の原点でした。写真：プレゼントの様子

写真：賀川賞贈呈の様子

賀川賞の記念品『ともしび』　松沢 栄一 作

「賀川賞」をお渡し致しました。感謝です！

西宮ワイズ (Y’s) メンズクラブは西宮ＹＭＣＡに拠点を置き、
ＹＭＣＡと共に社会奉仕活動と親睦を行う社会人の異業種交流
グループです。1948 年、西宮北口にある西宮中央教会にて、
17 名の使命感あふれるメンバーが集まり発足しました。戦後
心身共に満たされない青少年に潤いを与えようと、西宮市の公
民館活動の先駆的役割を担いました。それから 65 年間、一貫
してＹＭＣＡが担う青少年育成事業に共感し、フレンドリーな
雰囲気の中、それぞれの時代において、その課題を共に考え、
私たちができることを実践してきました。現在は 24 名の男女
が和気あいあいと楽しくクラブ活動を展開しています。

　私たちは、岩手県宮古市（ここには盛岡ＹＭＣＡが主催して

いる宮古ボランティアセンターがあります）を訪問し、現地の

障がい者施設が組織する「いきいきフェアー実行委員会」の皆

さんと話をし、宮古市の障がい者施設でつくる製品を神戸、西

宮で販売協力をしています。　

　いくつかの施設を訪問し、施設長と話をさせていただきまし

た。販売経路が絶たれたり、売り上げが落ち込んだりしている

現状をお聞きし、少しでも販売促進に協力できたらと考えまし

た。

　現地の窓口を「いきいきフェアー実行委員会」、神戸の窓口

を社会福祉法人イエス団賀川記念館とし、やり取りをシンプル

にして、事務的な作業や費用を簡素化し、売り上げは全て現地

へお送りしています。

　現地の障がい者施設でつくる実行委員会、賀川記念館、ワイ

ズメンズクラブ、他団体、教会が協働して、息の長い現地との

つながりを持っていきたい。そして小さな取り組みですが、顔

の見える関係を保ちつつ、支援を継続していきたいと思ってい

ますので、ご協力をよろしくお願いします。

　なお、2012 年度のバザー、イベント（賀川記念館の宮古ショッ

プの売り上げは除く）の売り上げを一覧にしました。毎年目標

を持って継続していきたいと思います。

ご協力いただきました皆さま、ありがとうございます。
これからも、ご支援をよろしくお願い致します。
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児童発達支援「くっく」1年間の報告
　児童発達支援　くっくは、2012 年 8 月 1 日よりサービスを
開始いたしました。就学前の発達にアンバランスがあったり、
保護者や保育者などが何らかの気かがりなことがあるこどもた
ちが対象です。現在は毎週月曜日から金曜日まで1歳～6歳まで、
のべ 50人のこどもが利用しています。
　ひとりひとりの能力やニーズに応じてできることを増やし、
集団生活にうまく適応できるようになることを目標にしていま
す。プログラムは、コミュニケーション指導を中心に体を使っ
た運動遊びやリズム遊び、製作活動等を取り入れ、個別と１ク
ラス５人程度の集団でのプログラムを組み合わせて行っています。
　午前中は｢親子クラス｣として未就園のこどもを対象に親子で

賀川記念館のある中央区は外国にルーツをお持ちの方が多数お

住まいです。学齢期に来日した子どもや日本で生まれ育った子

どもの中にも、母語の確立や日本語理解が十分でない子どもも

少なくありません。その上で日本語の習得や学校の教科学習を

行う状況にあります。

また、保護者の方の中には日本語が十分に理解できない方も多

く、子どもへの学習への関わり方も様々であり、子どもにとっ

てハンデとなっている場合も見受けられます。

　このような子どもたちのために、NPO 法人 神戸定住外国人

支援センター（KFC）、吾妻地域福祉ネットワーク会議と協働し、

また神戸市中央区社会福祉協議会協力のもと下記の通り活動を

開始いたしました。

外国にルーツを持つ子どもの学習支援教室

「はいず」オープンのお知らせ

参加していただいています。親子クラスでは、保護者と一緒に
楽しめる活動を増やし、こどもだけでなく保護者の方々にこど
もとのかかわりについて学んでいただきたいと考えています。
　午後からは｢幼児クラス｣として幼稚園・保育所に在籍してい
るこどもが対象です。幼児クラスではこども同士でのかかわり
の場面を増やし、他者とのコミュニケーションについての学び
が大きな目標になっています。
　今年度はもちつきや節分の集い、給食体験など友愛幼児園の
行事にも参加させていただいて、こどもたちも大喜びでいろい
ろな経験をすることができました。

※はいず（孩子）とは、中国語で子どもの意味です。

１．外国にルーツを持つこどものためのプレスクール
（小学校入学前の 5歳児対象）
「こうべプレスクール　はいず　in　神戸東」
日 時 ：  3月2日（土）～23日（土）毎週土曜日 14:00～15:30 
全4回
場　所：賀川記念館　3F
参加費：無料

２．外国にルーツを持つ子どもの日本語学習支援教室（小学生対象）
「はいず　in　神戸東」
日　 時 ： 4月19日（金）～毎週金曜日 16:00～18:00 うち1時間半
場　所：賀川記念館　4F
参加費：1000 円／月（週 1回）

３．ボランティア募集　～外国にルーツを持つ子どもたちへの学習支援～
上記の学習教室での補助的な役割を担い、子ども達の立場
に立って、相手の文化や生活習慣を尊重でき、無理なく　

自然に日本語を学習する子どもたちへサポートしていただ
けるボランティアの方を募集いたします。

お申込み、お問い合わせは真下 (マシモ )・馬場まで
　　TEL：078-221-3627

　※下の写真は 3月 2日の学習風景です。

「尊厳を伴った平和」

「地域を知る」

「合同平和祈祷会」
～賀川豊彦とS. ジョーンズの平和祈祷を記念して～

総合研究所公開プログラムの予告総合研究所公開プログラムの予告
賀川記念館総合研究所では、イエス団理念委員会の協力のもと、
2012 年度は、さまざまな公開講演会を行ってきました。引き
続き 2013 年度も次のテーマを中心に、より充実した内容で公
開講演会を行って行く予定にしております。皆さま方のご参加
をお待ちしております。

①福祉・子ども・保育　②地域　③いのち・差別・人権　
④キリスト教　⑤賀川が問いかけるもの　⑥暮らしと火水木風土
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外国にルーツを持つ子どもを育む地域の力
講師 小島祥美 愛知淑徳大学准教授

4月6（土）14時より

　多様な背景を持つ子どもが増加する今日、教育現場や地域で
はこれまでにない視点が求められています。こうした子どもた
ちが日本の学校に通い、地域で育っていく中で、私たちに何が
できるのでしょうか。今回、小島祥美さんから外国にルーツを
持つ子どもの抱える課題、教育環境の実態、そして、これまで
岐阜県可児市などで行ってこられた地域での実践や全国各地の
プレスクールや学習教室などの地域の取り組みをご紹介いただ
きます。子どもの教育環境を整備することは大人の責務です。
すべての子どもが将来に夢や希望を描ける社会になるよう、外
国にルーツを持つ子どもに地域でできることを一緒に考えます。

4 13
発達障がい児支援ボランティア養成講習

講師 竹田契一 大阪教育大学名誉教授

4月13日（土）10時より
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発達障がいの理解、子どもたちへの関わりを学び、実践に結び
付けていくことを目的とします。全４回の講習を受講し、修了
証を授与し、児童発達支援事業で実際にボランティアスタッフ
として、子どもと関わり、実践の学びの場も提供します。

第2回　5月 11日　松本恵美子
第3回　6月 15日　西岡　有香
第4回　7月 6日　石田　朋子

ハープ演奏とお話 

キャロル・サック
5月25日（土）14時より

現代社会とキリスト教
「死に逝く人に寄り添って 祈りの音楽にのせて、
リラ・プレカリア (祈りのたて琴 )の働き」

キャロル・サックさんは、2006 年、日本福音ルーテル社団
(JELA) が主催し、音楽死生学に独自の要素を加えて発展させた
2年間の研修講座「リラ・プレカリア (祈りのたて琴 )」を立ち
上げ、終末期にある人だけではなく、心身の苦難にある人びと
にもハープと歌による生きた祈りを届けるボランティアの養成
に励んでおられます。現在第 4期を開講中。修了生は、病院や
ホスピス、老人ホーム等で活動しています。

　2012 年 11 月 24 日 ( 土 )、大谷隆夫先生をお招きし、「尊厳
を伴った平和」というテーマで講演をいただきました。釜ヶ崎
キリスト教協友会共同代表であり、日本基督教団 摂津富田教
会牧師である大谷先生は、1982 年から約 30 年間、釜ヶ崎と関
わって来られました。その中で、釜ヶ崎労働者の方々の生活保
護裁判の支援を行なわれたり、また、大阪市による釜ヶ崎の方々
の住民票強制削除の問題では現在も裁判を続けておられます。
もめ事はさけられないけれども、どうして釜ヶ崎の人々がこう
いう状況におかれているのか、そのような状況がある限り活動
を続けられるという、力強い言葉をうかがいました。その一方で、
私たちに何ができるのかを考えさせられる講演会でした。

　2013 年 2 月 26 日 ( 火 )、NPO 法人中央むつみ会 坂井宗月
理事長と「障がいがあって生きる」体験談を語る事業の副代表 
大屋根芳夫さん、自立センターあづま 藤原敏洋施設長をお招
きし、「地域を知る」というテーマで、ご講演をいただきました。
　坂井先生からは中央むつみ会設立の歴史的背景から現在の
様々な活動内容をご説明いただき、特に障がいのある人が地域
の中で活動をする場合反対運動が起こる事があるが、この地は
賀川さんの素地があり地域の皆さんが大変協力的であったこと、
また障がいのある方とつきあうには、特別な気遣いはなくつき
あって欲しいことなどを語られました。また、「障がいがあっ
て生きる」体験談を語る事業の副代表 大屋根芳夫さんからは、
19 才の時から入退院を繰り返し、全てをあきらめていた状態
から生きていてよかったと思えるようになったご自身の体験談
をうかがいました。
　自立センターあづまの藤原先生からは、運営する「社会福祉
法人えんぴつの家」の設立から自立センターあづまの設立、現
在の活動内容にいたるまでを紹介いただきました。障がい者に
とってやさしい社会は皆にとってもやさしい社会であるので、
誰もが生きやすい社会をつくっていくための、その先駆を担っ
ているのが障がいを持っている方々であると述べられました。
　私たちの地域にこのような施設があることにあらためて理解
して、またそこを利用されている方々と共に、地域をつくって
いくことが大切であると考えさせられる講演会でした。

　2012 年 12月 6日 ( 木 )、真珠湾攻撃による太平洋戦争勃発
から 71年目をおぼえて、第 2回合同平和祈祷会を開催し、約
30名が参加し平和の祈りを行った。
　これは、1941 年の真珠湾攻撃前夜、賀川豊彦とS. ジョーン
ズが平和を求めて太平洋を挟んだ両国で徹夜祈祷を持ったこと
を覚えて始められた祈祷会である。毎年、平和に取り組むキリ
スト者を招いて福音的メッセージを語っていただいている。
　メッセージは、日本キリスト教会宜野湾告白教会の島田善次
牧師にお願いした。島田牧師は、普天間爆音訴訟団団長をはじ
め、長年沖縄の基地問題に深く関わり続けておられる。沖縄の
状況を激しく訴える厳しさを持つ島田牧師は、今回の平和祈祷
で、キリストが示された平和と福音をご自身の半生を振り返り
ながら、静かに述べられた。普段は、沖縄の平和運動や基地問
題について招かれることが多いが、今回のような平和の祈りと
福音について純粋に語ることを求められたことは今回が初めて
だそうだ。島田善次牧師を通し、沖縄を覚えて祈ることができ
たことは祈祷会の目的に相応しく、恵まれた会となった。

写真：坂井宗月理事長（左）　　　藤原敏洋施設長（右）
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　1 月 26 日より「ハンセン病問題」について講演会や入所者の
方などによる鼎談、及び特別展を実施いたしました。
　1 月 26 日には兵庫大学短期大学部の小林洋司先生をお招きし
「賀川豊彦とハンセン病 ―＜遺産＞の解釈と、実践―」と題し
てご講演いただきました。2 月 2 日には、国立療養所長島愛生
園のご協力のもと、入所者自治会長の中尾伸治様と長島愛生園
歴史館で学芸員のお仕事を担われている田村朋久様、そして兵
庫大学短期大学部の小林洋司先生による鼎談を実施。また、1
月 26日から3月 2日までの間、長島愛生園と「ESD ボランティ
ア育成プログラム推進ネット『ぼらばん』」のご協力で「ハンセ
ン病特別展『ハンセン病療養所の記憶―長島愛生園―』」の特別
展示をいたしました。
　2 月 2 日に行われました鼎談では、ハンセン病の元患者で長
島愛生園入所者自治会長の中尾さんのご自身の体験を通し、14
歳でご自身が発症されたことで、ご家族も患者以上に差別に苦
しまれ、また入所者の高齢化がすすみ安心できる療養生活をと
語っておられました。学芸員の田村さんからは、ハンセン病差
別のみならず、日常で起こりうる様々な差別と向き合う姿勢こそ、
社会から差別なくすには大切であると、力強いメッセージをい
ただきました。この企画に携わっていただきました方々及び、
多数のご参加いただき感謝申し上げます。
　また、1月 26日の講演会は以下の通りです。

「賀川豊彦とハンセン病」

＜講演の要約＞
　今回のプログラムでは、賀川豊彦とハンセン病をメインテーマに、
副題として＜遺産＞の解釈と、実践と題して報告を行った。賀川豊彦は、
貧困の問題にはじまり、多くの社会問題に対して重要な功績を残し
てきた人物である。その活動は、幅広くハンセン病問題の歴史にお
いてもまた重要な「役割」を果たしてきたといわれている。しかし、
その「役割」に対する評価は、必ずしも肯定的なものばかりではなく、
否定的にもなされている。私たちが今日という時間軸から「先人に
学ぶ」とは果たしてどのような態度であり、行為なのだろうか。本
報告では、ハンセン病の医学的な知識や、歴史的なことがらの素描
というよりはむしろ賀川豊彦（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すること、そして今日的にどのよ
うな実践がなされてきているのか、また求められているのかを報告
した。
◆ハンセン病のこと
　まず、簡単に医学的な側面からハンセン病を紹介する。ハンセン
病は「らい菌」による慢性の細菌感染症である。かつては、遺伝説
が唱えられていたが狭義の遺伝病ではないことは医学的に自明のこ
ととなっている。ハンセン病（らい菌）の特徴を挙げると次のよう
になる。①非常に弱い感染力しか持っていない。②感染しても感染者全
員が発病することは無く、今日の日本の環境ではほぼ発病しない。③
多彩な症状と経過をとる。④発病すると末梢神経（主に運動神経　知
覚神経）に病変を生じる。そして、⑤現在は治療薬（現在は多剤併用
療法（MDT）が用いられている）によって完治する。
　次に、歴史的な経緯について法律をメルクマールにしながら報告
した。ハンセン病が日本において行政のコントロールを受けるよう
になったのは 1907 年の「癩予防に関する件」だといわれている。こ
の法律では放浪する患者の隔離が目的であったが、1931 年「癩予防法」
の成立によって隔離の対象が拡大され、全患者が強制隔離の対象に
なった。戦後 1953 年「らい予防法」への改正等が試みられたが内容
は刷新されることはなく 1996 年まで廃止されることなく残った。
　ハンセン病と診断された人は、多くの人が家族や地域社会から引
き離されハンセン病療養所で生活することになった。療養所内では、
断種、強制労働がおこなわれ、基本的人権が侵されてきた。現在も

総合研究所プログラムの報告

写真：賀川豊彦とハンセン病 講演会の様子

写真：鼎談の様子

全国 13 の国立療養所と 1 か所の私立療養所で入所者約 2100 人が生
活し、退所者（社会復帰者）約 1600 人と療養所に入所したことのな
い非入所者約 700 人が、地域で生活している。これらの人々は完全
に治癒しているが、社会関係の疎外が阻害されてきたことから社会
復帰を試みても地域で孤立するなどの大きな問題を依然として抱え
ている。
◆賀川豊彦とハンセン病
　賀川豊彦は、主に 1925～1960 の期間、ハンセン病問題と関わりを
もっていた。賀川は、およそ 1925 年までは、ハンセン病にそれほど
強い関心をもっていなかった。しかし、それが 1927 年には「社会問
題としてみたる癩病根絶運動」と題されるような文章をのこしている。
当時の発言や文章には、時代を超えてわたしたちが直面している今
日的な社会問題にも通底する考え方がみられる。すなわち、社会問
題には複雑な問題が絡み合っており、一つの問題に対し、経済的な
側面の充実のみならず複数のアプローチを必要とする場合が少なく
ないといったことはこのころから賀川がいちはやく指摘している。
しかし、である。賀川は一方で、多分に優生思想（生まれてきてほ
しいいのちとそうでないものを区別し、そうでないものを排除する
思想）にもとづく発言もまたのこしている。このことはどのように
考えても肯定的に解釈できないところがある。
　賀川たちは、ハンセン病療養所とそこに住まない人々の関わりが
希薄な時代から関係を築こうとしていたのもまた事実である。1925
年の民間団体である日本MTL（Mission To Lepers）の設立にはじまり、
兵庫県の明石市にあった楽生病院への支援、具体的に言えば、当該
病院で働く職員の大野悦子をモデルに、楽生病院を舞台にした小説『東
雲は瞬く』を発表し、寄付している。さらに 1928 年には、賀川らが
運営していた大阪四貫島セツルメントのメンバーが外島保養院を訪
れ、官舎と患者地帯の境界線に売店を開いていたという記録まで存
在している。　　　　　　　　　　　　　　　
◆わたしたちはどう実践を解釈すればよいか
　賀川豊彦たちは上記のような活動を積み、重ねていた。後世にい
きる私たちはそうした「はたらきかけの記録」に対してその意義と
問題点を整理しようと解釈を加える。賀川たちの取り組みについては、
大きく分けて「あの時代によく療養所を訪れ、よく関わった」とい
う肯定的な解釈と、「優生思想に根ざした患者の隔離を支持・支援した」
という批判的な解釈がなされてきているといえる。つまり、賀川豊
彦（たち）の意思やその意志にもとづいた活動を＜遺産＞とするならば、
＜生の遺産＞と＜負の遺産＞が共存している。わたしたちはこうし
た実践をどのように解釈すればよいのだろうか。賀川（たち）の考
えや活動が正しかったか否かという評価もさることながら、私は大
切なことは、今日に生きる私たちの問題として捉える姿勢であり、
賀川もまた人であるということであり、そしてハンセン病問題に対
する関わりとそれ以外の賀川の功績と比較という方法をもって考え
ることではないということではないかと考えている。
　残された文書にある発言やことばから解釈すれば、確かに豊彦が
隔離政策を後押しうる考え方をもっていたという指摘や評価は的を
得ている。しかし、一方で、当時の社会に生きる人々の中で上記の
ようにハンセン病者に対してその存在を認識し、その人々に働きか
けようという意思のもと行動した人は極めて少数であるのも事実で
ある。わたしたちが現代に生きながら賀川の実践を解釈するとき気
をつけなければならないのは、こうした事実を多角的にとらえるこ
とであり、この手の問題を後世の人間がどう語るかというその「語
り口」である。

◆さいごに
　実践の解釈は、両義的である。時代や立場によってその評価は多
様である。しかし、実践とは動きだすことであり、その動きをひろ
げていくことが状況をかえていく。これはいかなる時代においても
同じである。今日行っているわれわれの活動も後世の人がどのよう
に意味づけすることになるかは定かではない。実践をおこなうこと
はよいことばかりではない。お金、人間関係、責任・・・いろいろ
と新たな課題を生み出すことがある。わたしが賀川豊彦の実践から
学んだこと。それは、端的に言えば「出会い、近づく」ことであり、
より多くの人とその問題を考え行動しようとする姿勢である。そして、
覚悟をもち、常に省察を繰り返しながら実践に関わる人々とともに
実践方法や意義について問い続ける構えにほかならない。

2012 年度は、以上のように、プロや素人を問わず、多くの個
人やグループの協力を得て、おかげさまで、楽しく有意義な時
間を過ごすことができました。これらのプログラムを通して、
ナイトカフェへの参加者同士でのつながりが広がり、交わりが
深まっています。ナイトカフェのブログも以下のようにありま
す。ボランティアの渡邊三千代さんが月に一度更新してくだ
さっています。どうぞご覧ください。
　　　　http://tengokuya.blog.fc2.com/blog-date-201302.html

　また、このナイトカフェの会場では、フェアトレードの
「OneVillageOneEarth」が、商品を展示販売しています。こち
らもどうぞご覧ください。
　ナイトカフェのステージは、誰でも参加可能です。もし、ご
興味があれば、賀川記念館まで、お申し出ください。来年度の
ナイトカフェに予定を組みます。
ナイトカフェの厨房やフロアーのボランティアも募集中です。

天国屋ナイトカフェ
2012年度を振り返って
06 月 08 日　ジャズライブ　　　　　 　　竹中　真
09 月 14 日　東日本被災地報告 ＆ 三線 　　杉本健吉
10 月 12 日　ブルースの夕べ  　　渡邊隆生
11 月 09 日　ハワイアン　ナイト　　　Jeans Aloha Hula
12 月 14 日   クリスマスセレナーデ
　　　　　　Donna 立木 ( ソプラノ ) ＆脇山幹士 ( ピアノ )
01 月 11 日　ポップミュージックRod＆Debbie Olson
02 月 08 日　ラブ・ストーリー　マジック 
　　　　　　MAGIC ED (Ed Rapoza)

4 12

天国屋ナイトカフェ=30弾＝

2013年 4月 12日（金）17:30～
地域のつながりを考え、「生きづらさ」を感じている人
の集まる場を提供する。とにかく、楽しく食卓を囲んで、
一緒に「場」を作り上げよう。
～収益の一部を東日本大震災支援に献げます～
4月 12（金）に会いましょう！ 余興もあります !!

メニュー

ビール、焼酎など 全品 300 円　グラスワイン (赤・白 ) 

400円（ボトルは2 ,000 円）　ソフトドリンク100～

250円　コーヒー 150円　総菜一皿 100～200円　

　(日によって内容・金額など多少変動します。ご了承く

ださい。)
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賀川記念館の歩み

2013年
01月     
09（水）中央小学校（講演見学） 
10（木）中央小学校（講演見学） 
11（金）ナイトカフェ 
15（火）神戸西ワイズメンズクラブで講演（西参事）
17（木）1.17 ウォーク（見学）　語り部の会 
21（月）ヘイスティング氏来館
22（火）京都生協（講演見学）
23（水）コア 100 賀川例会 
24（木）全労済中日本本部（講演見学） 
26（土）講演会（小林洋司氏）　JAたじまで講演（西参事）
27（日）ライフ・サポート（見学）
28（月）兵隣協研修会で講演（賀川館長）
　　　　JA丹波・山南地域で講演（西参事）
02月     
02（土）賀川豊彦とハンセン病鼎談 
05（火）全労済仙台で講演（西参事）
08（金）ナイトカフェ 
09（土）JA鳥取信連（見学） 
10（日）ウエルビーイング（見学）
13（水）祈祷会 
14（木）全労済札幌で講演（西参事）沖縄で講演（賀川館長）
19（火）ESD推進ネットひょうご神戸（来館）
26（火）講演会（地域を知る）

2012年
 12月
02（日）佐賀県生協連で講演（賀川館長）
04（火）パルシステム東京労働組合（講演見学）
06（木）合同平和祈祷会
08（土）語り部クリスマス会　関学栗林ゼミ（講演見学）
　　　　兵庫女性未来会議で講演（賀川館長）
09（日）富士通アドバンスドエンジニアリング労働組合（講演見学）
11（火）神大附属明石小学校 5年生（調査・研究）
12（水）京都生協（講演見学）　フェスティバル評価会 
14（金）賀川賞授与（新生田川共生会）　ナイトカフェ 
16（日）賀川賞授与（楽友会）
17（月）関学で講演（賀川館長）
19（水）神戸大学（賀川館長）
21（金）PHD研修生（講演見学）

　記念館ミュージアム入場者数

 12 月　一般43名　 団体 129名　行事120名　合計292名

01月　一般66名　 団体 205名　行事158名　合計  429名

02月　一般40名　 団体   13名　 行事 219名　合計  272名

この度、賀川記念館の元職員で神戸イエス団教

会会員でもあられた故宮本牧子姉より、賀

川記念館へ多額の寄付をいただきました。

昨年（2012 年）４月１６日天に召された

宮本姉は、賀川記念館で行っていました高

齢者への給食活動、老人クラブ、自治会支

援活動などの地域福祉の仕事に積極的に関

わっていただくと共に、また一方では、「オモニ

ハッキョ」（在日韓国、朝鮮人のお母さんたちの識字教室）など、

地域に住む外国をルーツにされた方々の支援を熱心に続けられ

ていました。

　この度のご厚意に対し、宮本姉の想いを大切に考え、この地

域で社会的に弱くされた方々の支援のために使わせていただこ

うと思います。感謝を持ってご報告とさせていただきます。

感謝：故宮本牧子さんより寄附

　2013 年の初めより、神戸イエス団教会では、ハワイアンダ
ンスを始めました。毎月第 1 と第３の日曜日、礼拝が終わった
あとに、行います。指導は、クラウディア・ジュノン山本宣教師。
高校生の頃から初めて◯十年！？　フラダンスのステップにも
一つひとつ名称がついていて、覚えるのが大変ですし、習得す
るとなったら、もっとたいへん。
　手の仕草にも、深い意味があることを学び、踊りそのものが
祈りのようです。
　教会員は全く初めての経験ですが、とても有意義な時間を過
ごしています。

またまた感謝です !!
ビンに一杯の寄附金を喫茶「カレント」さんからまたいただき

ました。いつも、近所の皆様に入れていただいているとのこと

です。また、大塚善彦さんから、また牛乳パックをいただきま

した。お家で財布の中のおつりを牛乳ケースにためておられた

物をお持ちくださいました。皆様の御心に感謝致します。大事

に使わせて頂きます。有難う御座いました。

日本基督教団 神戸イエス団教会

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

ALOHA! ハワイアンで、気持ちウキウキ！　

11月 29日 ( 木 ) 研修の振り返り質問会  

11月 30日 ( 金 ) まとめの発表会　

  ２週間の学びから今後の計画を作成

11月 22日 ( 木 )

・JA兵庫南営農総合支援センターで JA施設について学ぶ
・ふぁーみん shop 八幡で直売所の仕組みについて学ぶ
・八幡営農組合で農家設立の営農組合運営について学ぶ

11月 23日 ( 金 )

・ふぁーみん shop かんきで直売所と店内加工所運営見学
・FS出荷農家見学　  小規模農家の生産現場を学ぶ
・畜産農家を見学し、和牛生産実態を学ぶ
・養鶏農家を見学し、地元米を使った資料で清算した鶏卵の
   ブランド化について学ぶ

11月 24日 ( 土 ) やすみ  

11月 25日 ( 日 ) 教会の日曜礼拝

  神戸大学でフェアトレードについて学ぶ

11月 26日 ( 月 )

神戸大学農学部で講義（神戸大学 伊藤教授 ) と農場見学

11月 27日 ( 火 )　兵庫県漁連を見学

写真上：渋谷農場にて

写真上：FS出荷農場見学

写真上：講義の様子（神戸大学 伊藤教授 )　
写真下：有機農業を実践されている渋谷農場で囲炉裏を囲んで
　　　  （渋谷さん・本野さんから講義を受ける） 写真下：賀川記念館でのまとめの会の様子

11月 28日 ( 水 ) ICA-Asia-Pacific オープンフォーラムに参加 
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医療モールのご紹介

　今年の大雪は日本海側だけではなく、東日本大
震災の地震で被災した内陸部にも及んでいます。
東日本大震災はとてつもなく大きい。地震、津波、
そして人災である原発崩壊。観測史上最大のマグ
ニチュード 9.0 の揺れは、今も尚、私たちを揺さ
ぶり続けています。
　ロシアを直撃した隕石は衝撃的でした。隕石が
原発を直撃する可能性はゼロではありません。ラッ
キーでした。というより天からの警告ではなかっ
たのではないでしょうか。火力発電所を持つ石油
コンビナートが隕石によって破壊され、手のつけ
ようのない状況になったとしても、ほっておけば、
やがては鎮火し、例え重油が海に流れ出したとし
ても、時代を超えるようなダメージにはなりません。
しかし、原子力発電所はそうはいきません。子ど
もに火遊びをさせないのは、子どもが自分で責任
を持って最後まで火をコントロールする力を持っ
ていないからです。何かあったときに、それを最
後まで始末することができないことには手を出し
てはならない、というのが大人のルールです。ま
して、原子力発電所は何もなくても、廃棄物を始
末することができないシステムです。私たちの暮
らしは、その最後まで始末することができないシ
ステムの上に成り立っているのです。そして、原
発は津波に襲われてしまいました。私たちが善し
としたことによって、多くの人たちが住んでいた
環境を失い、生業を奪われ、希望を持つことがで
きなくなっています。

2023年関東大震災100年
　10 年後の 2023 年は、関東大震災 100 年を迎え
ます。この 100 年の間に起こった関東と阪神淡路
と東日本と３つの大震災は、私たちに何を問いか
けているのでしょうか。日本の９割以上の人たち
が農林業や漁業に従事していた時代から、全く逆に、
第一次産業従事者が 0.5 割を切り、それも超高齢
化している今へ、この 100 年、暮らしは劇的に変
化してきました。食料をつくることも、エネルギー
をつくることも、水を得ることも、また、水の害
から身を守ることも、すべて人任せにして私たち
は暮らしています。このものをつくる現場から遠
いところに身を置いていることに今の問題がある
かもしれません。
　賀川記念館はこの先の 10 年をかけて、震災、そ
して復興という切り口から私たちの暮らしを見つ
め直すことを始めます。昨年は「国際協同組合年」
でした。同時に「すべての人のための持続可能エ
ネルギーの国際年」でもありました。今年は「国
際水協力年」であるとともに「国際キヌア年」で
もあります。協同組合間連携のもとに、「水」、「食」、
「火（エネルギー）」、私たちの暮らしの根幹を支え
る３つの柱を建て直すことを目指します。先ずは
「食」を「種」から問い直す公開講座の開催から始
めていきたいと思います。
　被災に加え、豪雪の重みに耐えている家に暮ら
す方々がおられることを忘れずに、私たちが自ら
の暮らしを変えることによって、震災に寄り添う
ことができるようにしたいと願います。

　2013 年５月から賀川記念館 1F 医療モールにおきまして（神
戸ハーバー歯科クリニック）を開院予定の「まつもと歯科医院」
を紹介させていただきます。
　現在加古川市で開院されておられ、診療科目は、インプラン
ト・矯正歯科・審美歯科・予防歯科・小児歯科・一般歯科（虫歯、
歯周病治療）です。
　「人にやさしい診療」を求めて、
　　　 1. できるだけ削らない、抜かない、痛くない治療
　　　 2. 悪くなる原因を取り除く総合治療へのアプローチ
　　　 3. かぎりなくクリーンで安全な診療所づくり
をテーマに診療をされています。また、神戸では、訪問歯科も
充実されておられます。歯の治療はもちろん、気になることが
ありましたら、何でもご相談ください。今後ともどうぞよろし
くお願い致します。
連絡先
住所：〒657-0063 加古川市加古川町平野 223-6
電話：079-425-9200
ホームページ：http://www.matsumoto-dent.jp/

　こんにちは、きむらクリニック院長の木村将秀と申します。
本年 5 月で、賀川記念館 1F クリニックモールにてクリニックを開院
しまして 3 年となります。これまでの病院勤務の経験を生かし、ま
た近隣の医院さん病院さんとも連携をとりながら、今まで以上に地
域に密着した医療を提供したいと考えております。
　診療科目は内科一般・消化器内科・外科です。当院では、生活習
慣病や風邪など日常の内科的病気の診療に加え、苦痛の少ない鼻か
らの胃カメラ、レントゲン、超音波 ( エコー ) 検査もおこなっており
ます。中でも胃カメラは最新の経鼻内視鏡にて、消化器内視鏡専門
医として胃の病気を中心に早期発見・早期治療をモットーに、予防
医学にも力を入れております。
　また腰痛・関節痛・冷え性などに対しまして、温熱リハビリ超短
波療法も引き続きおこなっております。深部の血行を改善し、リン
パの流れを改善することにより、免疫力のアップにも効果があると
言われております。
　その他、美肌・アンチエイジング効果に加え、肝機能改善、ホル
モンのバランス調節や疲労改善など多種多様に効果を有しますプラ
センタ注射やニンニク注射、ダイエット治療、タバコをやめたい方
の禁煙外来もおこなっております。
　何か身体に気になることがありましたら、何でも相談していただき、
「今日診察を受けてよかったな」 と思っていただけるクリニックを目
指しております。
　今後ともどうぞよろしくお願い致します。

診療時間：午前 9：00 - 12：30 午後 4：00 - 7：00
休診日　：木・土曜日午後　日曜日／祝祭日
科　目　：消化器内科・外科
TEL　　：078-271-6340
ホームページ：http://www.kimuraclinic-kobe.com/

　2012 年 6 月、前薬局より継承し、新しくリニューアルした
薬局です。まわりに薬局があまりなく、地域に根ざした薬局を
目指してまいります。お薬、健康に関してお気軽にご相談下さい。

神戸ハーバー歯科クリニック きむらクリニック

マリーンハート薬局

開局時間：月・火・水・金 9:00 ～ 19:00　木・土 9:00 ～ 13:00
休日　　：木・土午後、日祝祭日
TEL　　：078-265-1355　FAX　　：078-265-1350
ホームページ：http://www.marinegroup.jp/

医療モール
私たちの先輩たちがセツルメント活動していた時代には、健康
を支える医療が地域福祉と一体となって、そこに生きる人たち
のために活動をしてきました。そこで、賀川記念館を再建する
にあたり、私たちもまた医療と福祉が共に歩むことを願って、
１階を医療モールとしました。ひとつは消化器内科・外科、も
うひとつは薬局、そしてこの5月から歯科医院がはいられます。
現在、あと 1店舗の募集継続中ですので、詳しくは事務局ま
でご連絡ください。

お問合せは　Tel：078 - 221 - 3627

5 月開院予定 !!




