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神戸イエス団教会

12 月 8 日 ( 日 ) 夕刻。FNH12 によるアドベントの集いが開催された。
FNH とは、旧葺合区の F 、灘区の N 、そして、東灘区の H
の頭文字をあわせて、この三区の 12 教会の総称を FNH12( エフエヌ
エイチ・トゥエルブ ) と呼んでいる。毎年、復活祭前の受難週と降
誕祭前のアドベントに集会をもち、互いの関係作りを大切にしている。
今年は、当教会がホスト教会。各教会が、音楽の演奏やクイズ大会、
また、
マジックショーなど出し物を披露した。そして、
夏に行った「ふ
くしま・こうべ子どもプログラム」の報告は、この FNH12 が共同で
取り組むプログラムの意味を共に再確認するのに大切なひととき
だった。
最後は、クリスマス・キャロリングを歌い、ハレルヤ・コーラス
で一気にクリスマス・ムードを盛り上げた。ホスト役の当教会は、
少しのお菓子で参加者を温かく「お・も・て・な・し」！
メリークリスマス！

社会福祉法人・学校法人 イエス団

クリスマス 〜分かち合いの心〜

クリスマス礼拝 ＆ クリスマスイブ礼拝のご案内
12 月 22 日 ( 日 ) 10:45〜 クリスマス礼拝＆祝会
12 月 24 日 ( 火 ) 18:00〜 クリスマスイブ礼拝
日本基督教団 神戸イエス団教会
tel 078（251）4870 または 078（221）3627

そよ風の香りが涼しく心地よい

の巨大台風 30 号が、最強の勢力をもってレイテ島やミン

一人ひとりの胸に喜びが湧いてくる

ダナオ島北東部へ襲来したのでした。現地は、今まで見た

胸の鼓動さえ

こともないような惨状だったそうです。大きな堅いココナ

神さまからの贈り物のようだ

ツは、葉や幹の部分がズタズタになり、他の果物の木は爪

これは、
「クリスマスの音色 Himig Pasko」というフィ
リピンのクリスマスの季節を喜ぶ歌の一節です。熱帯の
フィリピンでは、クリスマスの季節が一番過ごしやすい季

テナント募集のご案内

い状態だそうです。
ただ一つ救われるのは、わたしたちが昨年招いた人たち
の家族は、笑顔を忘れていないということです。

節です。救い主イエスさまのお誕生という福音の喜びと合
わさって、何ヶ月も前から、国中の人々が待ち望んでいます。

るからだと思います。どんな困難にも負けない愛と絆を日

神さまが愛の結晶であるイエスをこの世に惜しみなく捧

頃から経験しているからに違いありません。その絆の先に

げてくださった。それが、クリスマスの喜びです。だから、

は、昨年神戸で出会った私たちも含まれているはずです。

交

通：阪神「春日野道」駅徒歩 8 分
阪急「春日野道」駅徒歩 10 分

構造・規模：RC 造 5 階建
使用部分面積：D 区画：約 25.9 坪
築 年 月：2009 年 11 月

と喜びを分かち合う季節でもあります。
このような愛と喜びを分かち合うべきクリスマスに、わ
たしたちは悲しい出来事に向き合わなければなりません。

管理費等：D 区画 27,195 円

それは、わたしたちが昨年出会ったフィリピン人の農協職

駐 車 場：店舗南側に来客用駐車場有り

員たちが、巨大台風の被害に遭い、被災したからです。

備

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

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（土）〜1 月 3 日（金）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 20 日（金）〜1 月 8 日（水）休業いたします。
2014 年

なぜだろう。それは、分かち合う心を常に持ち続けてい

フィリピンでは、クリスマスは愛の季節でもあり、その愛

建 物 名：社会福祉法人イエス団「賀川記念館」
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クリスマスの後に収穫するはずが、一つの実も残っていな

最 寄 駅：阪神「春日野道」駅

物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5-2-20

vol.

楊枝を折ったように折れ曲がっていたそうです。バナナは

物件種目：医療用貸店舗
賃貸条件：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

天国屋ナイトカフェ =38 弾＝
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ちょうど国際協同組合年だった昨年の今頃、フィリピン

クリスマスは、神さまがこの世を愛し、自らのみ子イエ
スをわたしたちにプレゼントしてくださった救いの出来事
です。その愛に応えるために、わたしたちは隣人に、最大
の分かち合いの心を差し出すことが必要なのです。
賀川豊彦は、12 月 24 日のクリスマス前夜、自分自身を
貧しい人々への贈り物としました。わたしたちも、賀川に
つながるものとして、分かち合いの心を大切にし、クリス
マスを迎えたいものです。

のレイテ島やミンダナオ島から賀川記念館へ、農協の職員
が研修のために来日しました。分かち合いの豊かな時間を

この度、イエス団では、フィリピンのレイテ島にいるモ

共に過ごし、研修に来た人たちは、希望に満ちて帰国され

リー（ロムロ・オクビリオ）さんたちの協同組合を支援す

ました。この一年間、日本で学んだことを真面目に実行し、

ることを決定しました。
（※10 ページ参照）このクリスマス、

これから農業の営みが軌道に乗ろうとしていた矢先に、あ
写真（左右）
：台風前の農業指導の風景

賀川記念館の賛助と共に、フィリピンの人々への支援と祈
りもよろしくお願いします。

1 月 24 日（金）17:30〜

発行日

2013 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

社会福祉法人・学校法人 イエス団
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fax：078-221-0810

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

office@core100.net
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フィリピン台風被災者への緊急募金
レイテ島への支援を！
去る 11 月 8 日にフィリピンのレイテ島、サマール島を直撃
した 台風 30 号により、被災された方は 1400 万人以上、家
屋を失い避難民となられた方は 350 万人以上とされています。
国際協力機関の支援が行われているところでありますが、イ
エス団でも独自に緊急支援を行うことにいたしました。
昨年、イエス団賀川記念館の招待でフィリピンから協同組合
の研修に来られていた方の中に、レイテ島のオマガンハン多目
的 農 業 協 同 組 合 の リ ー ダ ー、ロ ム ロ・オ ク ビ リ オ (Romulo
Ocubillo) さんがおられました。この度の台風により、組合員
7000 世帯が被災され、農作物の被害金額は 2 億円以上にのぼ
るそうです。現地では、食糧の調達が難しく、壊れた家を建て
直すにも、屋根に張るビニールシートが不足している状況です。
農作物が収穫できるようになるまで、命をつないでいくため
に必要な食糧などを購入するためには、少なくとも１世帯 1 か
月約 6000 円が必要となります。
皆さまからの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
2013 年 12 月 9 日
社会福祉法人・学校法人イエス団
理事長 黒田道郎

賀川記念館 賛助会から
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。
2013 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
598,000 円
寄付金
364,578 円
真愛ホーム・友愛幼児園寄付 11,000 円
フェスティバル寄付金
194,000 円
総合計 1,167,578 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。
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【募金期間】
●第 1 次募金期間
12 月 9 日（月）〜 1 月 31 日（土）
【募金振込先】
郵便振替口座
口座番号：01140-8-75472
加入者名：社会福祉法人イエス団
＊通信欄に、
「フィリピン台風支援」と記入してください。
また、寄附金領収書をご入り用の方は、その旨ご記入くだ
さい。
＊振込手数料は、誠に勝手ながらご負担願います。
＊領収書（受け取り）の発行は、振込控をもって替えさせて
いただきます。

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
メガネの一木 伊藤荒物店 イナハラ 魚徳 小﨑整骨院
大阪よどがわ市民生活協同組合 小倉商店 かたぐるま
理容九州 きむらクリニック 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 高知理容 神戸キリスト教書店
神戸ハーバー歯科クリニック 神戸凮月堂 コープエイシス
悟空 東雲診療所嶋田商店 しゅん平 多い夢 武田商店
司商会 チャイルド社 中央むつみ会 ディー・オー 鳥舟商店
早川 トータルロジシステム 虎屋宝飾美容室どりーむ ながお
中野歯科 ひかりのくに フォトショップヒューマン ファイン
深澤鍼灸接骨科院 藤木工務店 富士ゼロックス兵庫 まつもと
フレーベル館 ヘルシースペースサカタ マリーンハート薬局
松石・後藤税理士事務所 三木屋 味正堂 本山クリニック
山倉精肉店 モリシタ精肉店 山路歯科医院 ゆりの根
吉野建設 菱三印刷

中央区の「かもめん」登場 （左は祐村委員長）

寄付金：
青谷愛児園職員一同・父母の会 さっぽろ高齢者福祉生協
藤木工務店 民児協八雲地区 赤本公孝 五十棲修 五十棲敦江
川口昭次 河谷里美 河谷保 好田豊子 近藤孝子 近藤良子
齊藤宏 佐伯政子 篠原幸子 島田恒 正垣浩 正垣和江
竹谷俊彦 田中道子 棚田ちさこ 谷紳一 辻秀治郎 西内芳子
西海弘子 西岡栄子 真部マリ子 深山和江 三好長栄 祐村明
山口あい子 吉山修平 米満弘 米満八重子

写真 左から 3 人目がロムロ・オクビリオさん
寄付金（団体）：
青谷４丁目町内会 インターナショナルキッズデイ 大阪労働者
福祉協議会 甲南土建労働組合中央支部 神戸ユニオン教会
全労済中日本事業本部 兵庫県 JA 民児協八雲地区 明治学院
同窓会兵庫県支部 One Village One Earth
寄付金（個人）：
有川純子 泉妙子 市岡裕子 岩村義雄 賀川剣史 加藤鉄三郎
加藤カヨ子 上内鏡子 都倉康之 鳥飼公雄 鳥飼高江 平田義
名越信次 二河照子 星野康之 森田弘子
真愛ホーム寄付（個人）：英賀康子 竹谷俊彦 寺嶋安子
友愛幼児園寄付（個人）：吉田麻衣子

賛助（団体）：
あっぷる 大阪よどがわ市民生活協同組合 ガーデン天使
神戸国際キリスト教会 コープ住宅株式会社 市民生活協同組合
ならコープ 神視保育園 多い夢 チャイルド社神戸営業所
ナニワ商事 ( 株 ) ディ・オー ぶどうの木保育園 明治学院同窓
会兵庫県支部

賀川記念館賛助会ご入会のお願い

賛助（個人）
相川栄蔵 青木和孝 青柳靖子 英賀康子 嵐倉良子 池本正人
磯部浩二 磯部卓三 磯部和恵 磯前則光 板倉昌子 井上智世
井上幸代 伊吹三樹雄 岩橋恵子 植月優子 内山賢次
大塚善彦 大塚みち子 岡田三枝子 小川澄三 荻田尚治
奥田典子 小野昌二 上内英子 神﨑清一 神谷理香 加山久夫
刈谷雅夫 河崎紀子 川那辺康一 川那辺千里 河原克美
河本一彦 木下智美 木村修 金智英 日下すゞ 桑原民
小西孝蔵 小井出佑圭 越牟田政亮 越牟田愛子 小立保
小宮山盛昭 近藤孝子 権藤久喜 近藤良子 佐川英美 重岡昇
先﨑伍郎 桜井利枝 櫻谷涼子 佐藤悦子 下村敬三 宿南敏子
白崎絹子 新野三四子 鈴木慶三郎 関紀美子 十亀仁恵
髙梨佳子 高橋英樹 大仁多美子 立川博道 田中京子 田中寛
田中道子 棚田ちさこ 棚田茉楠 棚田悟生 谷垣わきゑ
谷口浩美 田村宜治 辻早苗 常峰明希 出岡学 道上康彦
鳥飼慶陽 中井福美 中西美喜子 中村澄江 中村典子
中山尚幸 名越信次 滑川静夫 滑川敏子 南波陽子 西内芳子
西垣光代 西川俊子 野尻武敏 元正章 畑雅洋 埴岡義範
馬場一郎 原利治 原田芳子 久積育郎 東村元嗣 東村かずこ
東村のりこ 久川正博 久川良枝 平木是 平田義 廣田重行
深田由美 冨士本利子 本城智子 牧田稔 真下東雄 真嶋克成
松原ゆかり 松元節子 三島浩昭 水野整一 宮﨑操 光田豊茂
光田恵子 宮本修男 宮本しげ子 宮本雄子 村田光恵 森文子
安野友善 森下美代子 矢崎邦彦 矢崎永久子 矢田部佳子
山口則子 山口政紀 山口洋子 山口三治 山田達造 山田洋一
横谷昇 横谷壽美子 吉本浩三 吉山修平 米田和代 李善惠
米満弘 米満八重子

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

物品寄贈（団体）：
北田合名会社 瓦煎餅 6 枚入袋 238 個
2013 年 6 月 1 日〜 2013 年 11 月 30 日現在（敬称略 順不同）

寄贈品提供（団体）：
吾妻婦人会 青谷４丁目町内会 共栄火災海上保険 甲子園二葉
幼稚園 神戸ハーバー歯科クリニック コープ伊丹おりづる会
コープこうべ ディー・オー 日本食研ホールディングス
天隣乳児保育園 ファイン
寄贈品提供（個人）：
青柳靖子 朝田美智子 阿部眞理子 安野佳苗 伊藤颯真
井上夢叶 糸原由美子 井上智世 岩本正一 上垣紅 上原眞澄
衛藤愛美 大里昌子 大沢友子 太田庵 太田陸斗 大塚明彦
大塚洋子 大津谷真伍 小川直子 奥田典子 小澤 小田航世
織金瑛大 上内鏡子 神谷理香 川森めぐみ 韓思媛 金史音
木村正英 河野洋子 後藤あや 頃安美菜萌 権藤久喜 斎藤司
斎藤啓翔 坂井晃 貞永慶子 佐藤悦子 山中一巧 渋沢杏
嶋﨑美佐子 正垣浩 正垣和江 関紀美子 千羽大輝 高田成子
武市 竹谷俊彦 武知忠義 建元櫂 谷紳一 谷由美子
筒井トシエ 坪田葉月 中畑多美子 中村あやの 南波陽子
仲山英一・美智子・由紀子・香 西内芳子 西岡栄子 西川真央
西村侑真 橋本泰行 西村ののか 橋本幸忠 橋本杲歩
早野美智子 馬場一郎 日笠洋貴 久武瑞希 藤森蒼真
藤森悠真 藤原心瞳 宮﨑操 三嶋朔矢 深山和江 宮本修男
森樹生 森田弘子 山岡千鶴 山口則子 矢萩雅一郎 山路洋子
山口あい子 山下千佳子 山下晏 山下裕美 山田雅子
山本優奈 祐村朝明 祐村まり 好崎志保 從野粋生
（敬称略 順不同）

天国屋カフェの様子

のみの市の様子

友愛幼児園「食育」の取り組み
友愛幼児園では、食育の取り組みの一つとして年間に４回、子ど
もたちによるクッキングを実施しています。ぞれぞれ旬の材料を使っ
て春のクッキング、秋の子どもバザー、おやつクッキング、冬はお
正月クッキングをしています。
幼児クラスはエプロン、帽子や三角きんをつけ気分は上々です。
３歳児は丸める、４歳児は包む、５歳児は切る、を基本的なテーマ
としてメニューを考え、乳児クラスは豆をむいたり、さつま芋をつ
ぶしたりのクッキングをしています。５歳児になれば包丁を使って
切る、ということができるようにすることが最終目標です。また、
幼児クラスがクッキングしているところを、乳児クラスが見学にやっ
てきます。
クッキング当日、子どもたちは朝からとても張り切って真剣に取
り組みます。自分たちで作ったということで食に対する興味と意欲
を持つことができています。作ったものを写真で掲示し、お迎えの
時に見てもらって、お家の方と子どもたちの会話もはずんでいます。
「また、作ってあげるね」のほほえましい話も聞こえてきます。
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International Kids' Day at Kagawa Center
インターナショナルキッズデイが開催されました
On 29 June 2013 (Saturday), we held a kid's event 'International Kids
Day' for the community in Kobe, wanting to share Jesus with kids who
have never heard of him before. Some of us met early in the morning,
to hand out flyers to kids and their parents near Sannomiya station.
After that, we walked to Kagawa Center where the International Kids
Day was held. There were many activities and games planned for the
day, and the kids came in excited and full of energy. To start of the
event, kids and teachers mingled, exchanging greetings with one
another in English. Next, we had a Guess the Country quiz, where the
kids had to guess what countries the teachers were from through the
hints that they gave. We had many Christian teachers from different
countries, and they were Tamara (Canada), Steve & Alex (New
Zealand), Uto (Indonesia), Nathan (USA), Erick (Sweden) and myself,
Minzy (Singapore and Australia). The kids were very enthusiastic and
had a lot of fun guessing and learning about different countries. After
that, we also sang and danced to the L-O-V-E song, and Minzy then
shared her personal story about how Jesus has helped her when she
was a child. We then sang "Jesus Loves Me" in both English and
Japanese. The kids also listened and role-played to the bible story
"Daniel in the Lion's Den". We ended off with a closing prayer by Rev.
Claudia and a game of Janken Train, and there were a lot of laughter
and joy in the air. Lastly, we had snack time where everyone enjoyed
some Japanese snacks and tea. Overall, about 100 kids, parents,
teachers and volunteers attended the event. Some of the children
came because of the flyers, and we know that it could only have been
the Lord who brought these kids to us. Children from groups inside the
Kagawa Center such as the YuAi Yojien, Himawari, Kujira, and even a
parent who has been attending the English Cafe joined this event as
well. It was so much fun that we hope that another future events like
this will be held again. (Possibly in January, 2014.) Thank you to
everyone who helped and God bless you for your support and prayers!
-- By Minzy Tan, volunteer coordinator of this event.

2013 年 6 月 29 日（土）
、キッズインターナショナルデイが
開催されました。私たちは朝早く三宮駅近くでチラシを配って、
子どもたちのためにたくさんのゲームを準備しました。子ども
たちはとても元気でした。英語でお互いに挨拶をして、先生が
どこの国の人かを当てるクイズをしました。いろんな国の先生
がいました。Tamara
（カナダ）
、
Steve と Alex
（ニュージーランド）
、
Uto（インドネシア）
、
Nathan（アメリカ）
、
Erick（スウェーデン）
そして私、Minzy（シンガポールとオーストラリア）
。子どもた
ちはとても熱心にいろいろな国のことを学びました。その後、
「L-O-V-E」という歌とダンスをしました。Minzy は、彼女が子
どもだった時にイエス様が彼女を助けた話をしました。その後、
「イエス様は私たちを愛している」という歌を英語と日本語で
歌い、
「ライオンの谷のダニエル」という聖書の劇を見ました。
そして、クラウディア宣教師のお祈りと、ジャンケンゲームで
終わり、その後、お茶とお菓子を食べました。約 100 人の子ども、
親、先生およびボランティアが参加しました。子どものうちの
何人かはチラシを見て来ました。神様が子どもたちを導いてく
れたと思っています。友愛幼児園の「ひまわりクラス」
「くじ
らぐもクラス」の子どもたち、イングリッシュ・カフェの人た
ちも参加しました。また近々再び開催されることを望みます。
（できれば 2014 年 1 月に）
。支援してくれた人と神様に感謝致
します。

Minzy Tan（ボランティアコーディネーター）

朗報！！

予告 特別展「描かれた賀川豊彦」

賀川豊彦の本が手軽に読めるようになりました

2014 年 2 月 1 日から賀川記念館で開催！！

今までに賀川豊彦の著作が 315 冊出版されていますが、ほとんど
の本が絶版になっており、手軽に読むことができませんでした。こ
の度、賀川豊彦の著書 316 冊の内、20 冊を選んで電子図書として出
版します。
賀川記念館の研究員の一人であり、賀川も設立に携わった『国際
平和協会』の会長である伴武澄氏が主宰して行っておられます。今
回その最初の 10 選が完成しましたので、ご紹介します。12 月 15 日
発売です。ご注文をお待ち致しております！！
『キリスト兄弟愛と経済改造』
『その流域』
『雲水遍路』
『キリスト山
上の垂訓』
『十字架に就いての瞑想』
『世界国家』
『星から星への通路』
『第三紀層の上に』
『柘榴の半片』
『涙の二等分』以上 10 選。

賀川豊彦セレクション第１巻を発売
電子書籍で 12 月 15 日から配本
第１巻 10 冊（2013 年 12 月発売）
第１回配本、第２回配本ともに 4000 円（10 冊入りＣＤ）
（併せてお申し込みいただくと 7000 円）
アプリ入力で ipad や Kindle など携帯端末で読む。
もちろんパソコンでもお読みいただけます。
ご希望に応じて kindle 端末に入力いたします。
Kindle White Paper（白黒）
＝9980 円追加、
kindle Fire HD7 タブレット（カラー）
＝15,800 円追加、
第２巻 10 冊（2014 年４月発売予定）
死線を超えて／太陽を射るもの／壁の声きく時／小説キリスト
主観経済の原理／医療組合論／傾ける大地／世界を私の家として
馬の天国／宇宙の目的
お申し込み：
メールまたは FAX でお名前と住所を添えてお申し込みください。
賀川記念館
078-221-0810 メール office@core100.net
国際平和協会 03-3470-5013 メール editor@yorozubo.com
代金は商品に同封した郵便振替でお支払いいただきます。
お問合せ：
財団法人国際平和協会〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-1-7-1103
ホームページ http://awpj.org メール kyokai@awpj.org

東京の賀川豊彦記念松沢資料館にて開催されました特別
展「描かれた賀川豊彦」を賀川記念館でも開催することが
決まりました。
水彩画挿絵シリーズでは、
『評伝 賀川豊彦』武藤富男著
キリスト新聞連載時の挿絵。油絵シリーズでは、1. 賀川
記念館所蔵、2. 本所賀川記念館所蔵、3. 松沢資料館所蔵
など多数、展示予定です。どうぞ、ご期待ください。

Learn English Conversation at the Kagawa Center!
賀川記念館で英会話を学ぼう！
Twice a month at the Tengokuya Cafe you'll hear people
speaking English over lunch. We chat in English, learn new
vocabulary words, laugh, and make new friends. Anyone is
welcome to come. Order either lunch for 500 yen (or the cake
and coffee set) and, in addition, pay 500 yen for the cost of the
English class. The English class usually starts around 12:15
and goes until 1:45 p.m. The teacher is Rev. Claudia Genung
from California. Call the Tengokuya Cafe for the schedule for
each month. Come join us!

英語クラス on サタディ

月に 2 回の土曜日、天国屋カフェでランチを食べながら英語を話
す声が聞こえてきます。英語を話し、新しい言葉を学び、新しい友
達もできます。どなたでも参加大歓迎。500 円でランチを注文して
（ケーキセットでも OK）500 円で英語クラスに参加します。いつも
12:15 頃から 1:45 頃まで。先生はカリフォルニアから来たクラウディ
ア宣教師です。さあ、一緒に学びましょう。ぜひ天国屋カフェまで連
絡ください。
（tel 078-221-3627 まで）
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神戸市立中央小学校の 4 年生が

奈良 なんゆう祭 に

賀川豊彦の学習のために訪問！
神戸市立中央小学校の 4 年生 80 人が 11 月 7 日に賀川記念館を訪
問し賀川豊彦についての講義を熱心に聞いてくれました。40 分の講
義を生徒たちも皆、集中して聞いてくれました。日頃の教育の成果
だと感じました。少なくとも『賀川豊彦』の名前は覚えてくれたの
ではないでしょうか。この中から賀川豊彦のような人が出ることを
願います。

コア 100 賀川 が出店
奈良県『南』部地域は、
『悠』大な山地と森林が広がる場所。古き
より豊富な水が『湧』き，我々に大きな恵みを与えてくれています。
先人達が伝えてくれた自然や技術，食物など、南部の『優』れたも
のを沢山集め、多くの方をこの地に『誘』い、地域や人、文化を『結』
ぶお祭りです。
このような趣旨で奈良県や各種協同組合が災害に会った川上村に
おいて村おこしを行うことになり、
『コア 100 賀川』のメンバーであ
る『ならコープ』から支援の要請がありましたので、11 月 23、24
日の両日、会場の『大滝ダム』堰堤での『神戸温ったかうどん』の

イングリッシュ・ゴスペルクラス
9 月 17 日スタート !!
9 月 17 日より賀川記念館の新しい居場所づくりのプログラムとし
て「イングリッシュゴスペルクラス」がスタートしました。
毎月、第 2・第 4 火曜日の 18 時 30 分から 20 時 30 分まで 4 階ホー
ルにおいて活動しています。
スタート当初は 4 名の参加者でしたが、
現在 14 名まで申込者が増え、
プログラム担当のソーニャさんとコスティさん指導のもとおふたり
の素晴らしい歌声に圧倒されながら活動を行っています。

販売に行って来ました。これは賀川豊彦の精神である「協同組合が

お二人はすでに他のいくつかの場所でもゴスペル指導をされてお

協力して地域のために働く事」の実践であります。過疎化する村を

られ、ときどき他のグループと合同で活動することもあり、改めて

様々な組織や人々が協力して活性化して行くという取り組みです。

ゴスペルの迫力に魅了されます。

そのために賀川記念館から支援に行って来ました。二日で 200 人分
を完売しました。
※
「コア 100 賀川」とは賀川記念館が行う事業を支援する、賀川豊彦
を起源とした各種団体から集まった人々で構成する実行委員会です。

ゴスペルに興味のある方、英語に興味がある方、歌うことに興味
のある方、キリスト教に興味ある方、ぜひご参加ください。このプ
ログラムを通して様々な方との出会いや繋がりを大切にしていきた
いと思います。お問い合わせは賀川記念館まで。
※ゴスペル（Gospel music）は、アメリカ発祥の音楽ジャンルの ひとつで、
もともとキリスト教の宗教音楽です。ゴスペルとは英語で福音および福音書
という意味。ゴスペルソング、
またゴスペル音楽
（ゴスペルおんがく）
ともいい、
映画「天使にラブ・ソングを…」で日本でも有名になりました。

語り部発表会を開催

「地域福祉ネットワーク事業と賀川記念館」
社会福祉法人神戸市中央区社会福祉協議会
地域福祉ネットワーカー

棚野恭範

制度の狭間や複合する地域住民のニーズに対し、関係者と課題を
共有し生活支援を基本におきながら解決への筋道をつけていくこと、
地域住民と専門機関等が一緒に課題解決への仕組みづくりを考える
といったコミュニティソーシャルワーク機能の強化が全国的に検討
されています。神戸市では「地域福祉ネットワーカー」という名称
で 2011 年度に中央区社会福祉協議会へ職員配置し地域福祉ネット
ワーク事業がスタートしました。現在は東灘、北、西区にも配置され、
2015 年度までに各区に配置されようとしています。
中央区では「地域福祉ネットワーク事業」の一環として 2011 年度
に吾妻地域をモデル地区と指定し、地域にある住民組織、高齢・障害・
児童の福祉施設、事業所、小学校等が参加して地域課題を検討する
場として「吾妻地域福祉ネットワーク会議」を立ち上げました。
そして、潜在化して表出しにくい住民や地域のニーズを気軽に相
談できる窓口として、身近な「ちょこっと聞きたいこと」受付『何
でもいうてや』という活動を実施。これは、地域で実施されている
既存事業（ふれあい給食サービス、デイサービス）や賀川記念館の
ナイトカフェで職員が腕章をはめ色々な相談にのるというもので、

賀川記念館には来館者に賀川豊彦について説明をする『語り部』
と呼ばれる方々が 20 人居られます。その方々が賀川豊彦の社会事業
に就いてグループで研究をされました。その発表会を賀川先生の誕
生日の 7 月 10 日に行いました。そして発表会の後、兵庫区にある賀
川先生の生誕の碑を訪ね，碑の掃除をしました。
研究のテーマは、
『賀川豊彦と協同組合』
，
『賀川豊彦と労働運動』
，
『賀川豊彦と平和
運動』
『賀川豊彦と社会事業の関わり』です。それぞれがすばらしい
内容でした。

参加する本人の相談だけでなく、家族や近所に住む方、地域の課題等、
相談内容は多岐に渡っています。
また、
「ボランティア」101 号、102 号でもご紹介された外国にルー
ツを持つ子どもの学習支援教室「はいず」も、地域ニーズとして地
域福祉ネットワーク会議に提出された課題を解決する仕組みとして
具体化した事業です。

外国にルーツを持つ子どもの学習教室「はいず」の近況について
前号でも少しご紹介させていただきましたが開始より 9 か月が経ち、
現在では小学校 3 年生 2 人と 1 年生 2 名の学習支援をしています。
個々の子ども達のレベルに合わせた日本語の学習や学校での課題
にそった学習内容を講師とボランティアが密に連携し実施していま
す。
初めて取り組んだ夏休みの宿題では、算数や国語のプリント類や
植物観察、図画・工作、作文など、
、
、
。保護者の方へどのように取り
組むか細かく説明し、計 6 回の「夏休みの特別プログラム」を実施
しました。すべての宿題をやり遂げた子ども達の喜ぶ表情にあらた
めてこの取り組みの大切さを実感しました。
11 月には保護者の方を対象とした交流会も行いました。このプロ
グラムは、普段子ども達の送迎の時しか保護者の方とお話する機会
がなく、もっと顔の見える関係づくりの為に実施いたしました。一
人の保護者の方に自国の文化の紹介や日本の印象、生活で困ってい
ることや子どもへの教育などを中心にお話していただきました。講
師やボランティアスタッフ、自治会の方や民生委員の方など地域の
方にもご参加いただき参加者全員で共有し、日本の言葉や文化の押
し付けではなく、お互い知りあうことで顔の見える関係ができ、そ
こからはじめて課題が見えてくると考えています。まだ始まったば
かりですが、個々の課題に寄り添えるプログラムでありたいと思い
ます。
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総合研究所プログラムの報告 (6 月〜10 月 )

「発達障がい児支援
ボランティア養成講習」
6 月 15 日（土）西岡 有香 大阪医科大学 LD センター
7月 6日
（土）石田 朋子 児童発達支援「くっく」管理責任者
4 月よりシリーズで開催している発達障がい児支援ボランティア養
成講習として、6 月 15 日には大阪医科大学ＬＤセンターの西岡有香
先生、7 月 6 日には、児童発達支援「くっく」の石田朋子先生による
講座を開催しました。
第 3 回目の西岡有香先生には「発達に課題のある子どもによりそ

天国屋ナイトカフェ（7 月〜11 月）

「地域を知る」
6 月 25 日
（火）和又逸也

7 月 12 日
（金）ソプラノとピアノの演奏
生田川協議会 顧問

昨年に続き、
「地域を知る」というテーマで、今回は米騒動、水平
社運動がこの地域とどういうふうに関わったかについて、生田川地
区協議会元議長であり、この地域の生き字引である和又さんを招い
てお話をいただいた。和又さんは、1933 年生まれで、この地域にと
てもながく住まわれており、郷土史や、葺合の歴史、様々な地名の由来、
町名のおこりなどにも詳しく、多くの貴重な資料や古い写真を持っ
てきていただき、詳しく説明をいただきました。
この地域の歴史を通して、
「地域社会」の学びを深める貴重な機会
となりました。

昨年のクリスマス、ソプラノとピアノ伴奏「クリスマス・セレナーデ」
が好評でしたので、ドナ立木さん ( ソプラノ ) と脇山幹士さん ( ピア
ノ）を再び 7 月にお招きし、演奏していただいた。テーマは、
「夏の
夜のオペラ」
。美しい声とピアノの音色に、皆うっとりして、夏の暑

10 月 18 日
（金）フラダンス
10 月 18 日は、フラダンスのメンバーの華やかな時間をもちました。
最後には、ナイトカフェに来ているお客さんたちと一緒にダンスを
踊ることもでき、楽しい時間をすごしました。

さを忘れたひとときだった。

うかかわりかた」というテーマで講演をしていただきました。一人
ひとりの子どもを理解するためにどのような視点で子どもを見てい
くのか、生活場面でチェックするべき項目、子どもへのことばかけ
の方法や、子どもの困った行動への具体的な援助の手立てなど、と
ても具体的で日々の子どもとのかかわりにすぐに実践してみたいと
思う内容の講演会でした。
第 4 回目は「発達に課題のある子どもとの集団場面でのかかわり
かた」というテーマで講演をしました。今回のボランティア養成講
座の最終回ということもあり、第 1 回目の竹田先生の講演会から第 3
回目の西岡先生の講演会までの内容のふりかえり、
「くっく」でのね

9 月 20 日
（金）ソプラノとクラリネット

らいと取り組みについてお話や、
「くっく」の特徴でもある親子での
参加の意義についてのお話と子どものコミュニケーションの段階に

9 月 20 日は、NPO 法人の中央むつみ会のメンバーが、フルート

応じた声かけのねらいとポイント、保護者支援等の内容についての

と歌の演奏をしてくださった。難病をかかえた酒井恵美さんは、そ

講演会でした。

の困難をも乗り越えて、仲間と一緒にピアノ演奏をしてくださった。

わたしたちのために、埼玉県より来神！東出五国さんと仲間たちが、

メンバーたちのチームワークと、音楽を楽しむその思いが、ナイト

ケーナや太鼓で楽しい民族の音楽を演奏してくださいました。また、

カフェのステージをさらに温かくしてくれました。酒井さんは、中

吉野敏子さんは、アンデスの人々の生活を絵画にして、すてきな展覧

今回の発達障がい児支援ボランティア養成講習を通じて、発達障
がいについて再度学びの機会を得たことで、日々の子どもへのかか
わり方について考えることができました。今後もさらに多くの発達
に課題をもつ子どもたちの困り感を子どもや保護者の方々と一緒に
軽減し、より社会で生きやすくなるような援助を心がけていきたい
と考えています。

写真上：西岡有香先生 写真下：石田朋子先生
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11 月 15 日
（金）
アンデスの風 フォルクローレコンサート

〜死と向き合う第 2 弾〜

「ゴスペルとお話」
10 月 5 日（土）市岡裕子
大久保和慧

ゴスペルシンガー
ピアニスト

ゴスペルシンガーの市岡裕子さんとの出会いは、クラウディア・
ジュノン - 山本先生の友人デイビット・マッキントッシュさんを通し
てでした。その時に、人生のご苦労とそれを乗り越えた信仰につい
て話を聞き、是非、賀川記念館で歌って欲しいとお願いしました。
10 月 5 日土曜日。市岡さんは、専属ピアニストの大久保和慧さん
との絶妙なチームワークの中で、ゴスペル賛美と証しを通して福音
伝道をしてくださいました。吉本新喜劇の座長もしていたことの
あるコメンディアン岡八朗さんの長女としてのご苦労もありました。
さらに、ご家族の看病や死を経験し、何度もくじけそうになりながら、
アメリカへと旅立ったそうです。しかし、そこで起こった奇跡は、
神様に支えられた人生に出会うことでした。教会の女性たちが歌う
ゴスペルに救われ、キリストの愛を通して与えられた恵みによって、
新しい歩みを始めることができたといいます。このような力強い
証しは市岡さん以外のだれにも語れません。
パワフルなメッセージと歌声を分かちあってくださったことは、
彼女と同様の境遇の方々に励ましと生きる力を与えてくれたと思い
ます。また、そうでない参加者も元気をもらったことでしょう。
これからも、ゴスペルを歌い続け、キリストの福音の証しと、人々
への励ましを祈るばかりです。

央むつみ会の他のメンバーや職員の方々に喜んでもらえたことが何
よりも嬉しかったとお手紙をくださいました。今後は体調のことも
あり、演奏よりも作曲を目指す予定だそうです。また、新しい曲を

11 月 15 日。アンデスのフォルクローレと絵画展を実施しました。

会をしてくれました。みなさんは、今の生活を楽しんでおられます。
その幸せな気持ちがわたしたちに伝わって来ました！

ナイトカフェで披露する夢を持って励んで欲しいものです。
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神戸市立中央小学校の 4 年生が

奈良 なんゆう祭 に

賀川豊彦の学習のために訪問！
神戸市立中央小学校の 4 年生 80 人が 11 月 7 日に賀川記念館を訪
問し賀川豊彦についての講義を熱心に聞いてくれました。40 分の講
義を生徒たちも皆、集中して聞いてくれました。日頃の教育の成果
だと感じました。少なくとも『賀川豊彦』の名前は覚えてくれたの
ではないでしょうか。この中から賀川豊彦のような人が出ることを
願います。

コア 100 賀川 が出店
奈良県『南』部地域は、
『悠』大な山地と森林が広がる場所。古き
より豊富な水が『湧』き，我々に大きな恵みを与えてくれています。
先人達が伝えてくれた自然や技術，食物など、南部の『優』れたも
のを沢山集め、多くの方をこの地に『誘』い、地域や人、文化を『結』
ぶお祭りです。
このような趣旨で奈良県や各種協同組合が災害に会った川上村に
おいて村おこしを行うことになり、
『コア 100 賀川』のメンバーであ
る『ならコープ』から支援の要請がありましたので、11 月 23、24
日の両日、会場の『大滝ダム』堰堤での『神戸温ったかうどん』の

イングリッシュ・ゴスペルクラス
9 月 17 日スタート !!
9 月 17 日より賀川記念館の新しい居場所づくりのプログラムとし
て「イングリッシュゴスペルクラス」がスタートしました。
毎月、第 2・第 4 火曜日の 18 時 30 分から 20 時 30 分まで 4 階ホー
ルにおいて活動しています。
スタート当初は 4 名の参加者でしたが、
現在 14 名まで申込者が増え、
プログラム担当のソーニャさんとコスティさん指導のもとおふたり
の素晴らしい歌声に圧倒されながら活動を行っています。

販売に行って来ました。これは賀川豊彦の精神である「協同組合が

お二人はすでに他のいくつかの場所でもゴスペル指導をされてお

協力して地域のために働く事」の実践であります。過疎化する村を

られ、ときどき他のグループと合同で活動することもあり、改めて

様々な組織や人々が協力して活性化して行くという取り組みです。

ゴスペルの迫力に魅了されます。

そのために賀川記念館から支援に行って来ました。二日で 200 人分
を完売しました。
※
「コア 100 賀川」とは賀川記念館が行う事業を支援する、賀川豊彦
を起源とした各種団体から集まった人々で構成する実行委員会です。

ゴスペルに興味のある方、英語に興味がある方、歌うことに興味
のある方、キリスト教に興味ある方、ぜひご参加ください。このプ
ログラムを通して様々な方との出会いや繋がりを大切にしていきた
いと思います。お問い合わせは賀川記念館まで。
※ゴスペル（Gospel music）は、アメリカ発祥の音楽ジャンルの ひとつで、
もともとキリスト教の宗教音楽です。ゴスペルとは英語で福音および福音書
という意味。ゴスペルソング、
またゴスペル音楽
（ゴスペルおんがく）
ともいい、
映画「天使にラブ・ソングを…」で日本でも有名になりました。

語り部発表会を開催

「地域福祉ネットワーク事業と賀川記念館」
社会福祉法人神戸市中央区社会福祉協議会
地域福祉ネットワーカー

棚野恭範

制度の狭間や複合する地域住民のニーズに対し、関係者と課題を
共有し生活支援を基本におきながら解決への筋道をつけていくこと、
地域住民と専門機関等が一緒に課題解決への仕組みづくりを考える
といったコミュニティソーシャルワーク機能の強化が全国的に検討
されています。神戸市では「地域福祉ネットワーカー」という名称
で 2011 年度に中央区社会福祉協議会へ職員配置し地域福祉ネット
ワーク事業がスタートしました。現在は東灘、北、西区にも配置され、
2015 年度までに各区に配置されようとしています。
中央区では「地域福祉ネットワーク事業」の一環として 2011 年度
に吾妻地域をモデル地区と指定し、地域にある住民組織、高齢・障害・
児童の福祉施設、事業所、小学校等が参加して地域課題を検討する
場として「吾妻地域福祉ネットワーク会議」を立ち上げました。
そして、潜在化して表出しにくい住民や地域のニーズを気軽に相
談できる窓口として、身近な「ちょこっと聞きたいこと」受付『何
でもいうてや』という活動を実施。これは、地域で実施されている
既存事業（ふれあい給食サービス、デイサービス）や賀川記念館の
ナイトカフェで職員が腕章をはめ色々な相談にのるというもので、

賀川記念館には来館者に賀川豊彦について説明をする『語り部』
と呼ばれる方々が 20 人居られます。その方々が賀川豊彦の社会事業
に就いてグループで研究をされました。その発表会を賀川先生の誕
生日の 7 月 10 日に行いました。そして発表会の後、兵庫区にある賀
川先生の生誕の碑を訪ね，碑の掃除をしました。
研究のテーマは、
『賀川豊彦と協同組合』
，
『賀川豊彦と労働運動』
，
『賀川豊彦と平和
運動』
『賀川豊彦と社会事業の関わり』です。それぞれがすばらしい
内容でした。

参加する本人の相談だけでなく、家族や近所に住む方、地域の課題等、
相談内容は多岐に渡っています。
また、
「ボランティア」101 号、102 号でもご紹介された外国にルー
ツを持つ子どもの学習支援教室「はいず」も、地域ニーズとして地
域福祉ネットワーク会議に提出された課題を解決する仕組みとして
具体化した事業です。

外国にルーツを持つ子どもの学習教室「はいず」の近況について
前号でも少しご紹介させていただきましたが開始より 9 か月が経ち、
現在では小学校 3 年生 2 人と 1 年生 2 名の学習支援をしています。
個々の子ども達のレベルに合わせた日本語の学習や学校での課題
にそった学習内容を講師とボランティアが密に連携し実施していま
す。
初めて取り組んだ夏休みの宿題では、算数や国語のプリント類や
植物観察、図画・工作、作文など、
、
、
。保護者の方へどのように取り
組むか細かく説明し、計 6 回の「夏休みの特別プログラム」を実施
しました。すべての宿題をやり遂げた子ども達の喜ぶ表情にあらた
めてこの取り組みの大切さを実感しました。
11 月には保護者の方を対象とした交流会も行いました。このプロ
グラムは、普段子ども達の送迎の時しか保護者の方とお話する機会
がなく、もっと顔の見える関係づくりの為に実施いたしました。一
人の保護者の方に自国の文化の紹介や日本の印象、生活で困ってい
ることや子どもへの教育などを中心にお話していただきました。講
師やボランティアスタッフ、自治会の方や民生委員の方など地域の
方にもご参加いただき参加者全員で共有し、日本の言葉や文化の押
し付けではなく、お互い知りあうことで顔の見える関係ができ、そ
こからはじめて課題が見えてくると考えています。まだ始まったば
かりですが、個々の課題に寄り添えるプログラムでありたいと思い
ます。
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International Kids' Day at Kagawa Center
インターナショナルキッズデイが開催されました
On 29 June 2013 (Saturday), we held a kid's event 'International Kids
Day' for the community in Kobe, wanting to share Jesus with kids who
have never heard of him before. Some of us met early in the morning,
to hand out flyers to kids and their parents near Sannomiya station.
After that, we walked to Kagawa Center where the International Kids
Day was held. There were many activities and games planned for the
day, and the kids came in excited and full of energy. To start of the
event, kids and teachers mingled, exchanging greetings with one
another in English. Next, we had a Guess the Country quiz, where the
kids had to guess what countries the teachers were from through the
hints that they gave. We had many Christian teachers from different
countries, and they were Tamara (Canada), Steve & Alex (New
Zealand), Uto (Indonesia), Nathan (USA), Erick (Sweden) and myself,
Minzy (Singapore and Australia). The kids were very enthusiastic and
had a lot of fun guessing and learning about different countries. After
that, we also sang and danced to the L-O-V-E song, and Minzy then
shared her personal story about how Jesus has helped her when she
was a child. We then sang "Jesus Loves Me" in both English and
Japanese. The kids also listened and role-played to the bible story
"Daniel in the Lion's Den". We ended off with a closing prayer by Rev.
Claudia and a game of Janken Train, and there were a lot of laughter
and joy in the air. Lastly, we had snack time where everyone enjoyed
some Japanese snacks and tea. Overall, about 100 kids, parents,
teachers and volunteers attended the event. Some of the children
came because of the flyers, and we know that it could only have been
the Lord who brought these kids to us. Children from groups inside the
Kagawa Center such as the YuAi Yojien, Himawari, Kujira, and even a
parent who has been attending the English Cafe joined this event as
well. It was so much fun that we hope that another future events like
this will be held again. (Possibly in January, 2014.) Thank you to
everyone who helped and God bless you for your support and prayers!
-- By Minzy Tan, volunteer coordinator of this event.

2013 年 6 月 29 日（土）
、キッズインターナショナルデイが
開催されました。私たちは朝早く三宮駅近くでチラシを配って、
子どもたちのためにたくさんのゲームを準備しました。子ども
たちはとても元気でした。英語でお互いに挨拶をして、先生が
どこの国の人かを当てるクイズをしました。いろんな国の先生
がいました。Tamara
（カナダ）
、
Steve と Alex
（ニュージーランド）
、
Uto（インドネシア）
、
Nathan（アメリカ）
、
Erick（スウェーデン）
そして私、Minzy（シンガポールとオーストラリア）
。子どもた
ちはとても熱心にいろいろな国のことを学びました。その後、
「L-O-V-E」という歌とダンスをしました。Minzy は、彼女が子
どもだった時にイエス様が彼女を助けた話をしました。その後、
「イエス様は私たちを愛している」という歌を英語と日本語で
歌い、
「ライオンの谷のダニエル」という聖書の劇を見ました。
そして、クラウディア宣教師のお祈りと、ジャンケンゲームで
終わり、その後、お茶とお菓子を食べました。約 100 人の子ども、
親、先生およびボランティアが参加しました。子どものうちの
何人かはチラシを見て来ました。神様が子どもたちを導いてく
れたと思っています。友愛幼児園の「ひまわりクラス」
「くじ
らぐもクラス」の子どもたち、イングリッシュ・カフェの人た
ちも参加しました。また近々再び開催されることを望みます。
（できれば 2014 年 1 月に）
。支援してくれた人と神様に感謝致
します。

Minzy Tan（ボランティアコーディネーター）

朗報！！

予告 特別展「描かれた賀川豊彦」

賀川豊彦の本が手軽に読めるようになりました

2014 年 2 月 1 日から賀川記念館で開催！！

今までに賀川豊彦の著作が 315 冊出版されていますが、ほとんど
の本が絶版になっており、手軽に読むことができませんでした。こ
の度、賀川豊彦の著書 316 冊の内、20 冊を選んで電子図書として出
版します。
賀川記念館の研究員の一人であり、賀川も設立に携わった『国際
平和協会』の会長である伴武澄氏が主宰して行っておられます。今
回その最初の 10 選が完成しましたので、ご紹介します。12 月 15 日
発売です。ご注文をお待ち致しております！！
『キリスト兄弟愛と経済改造』
『その流域』
『雲水遍路』
『キリスト山
上の垂訓』
『十字架に就いての瞑想』
『世界国家』
『星から星への通路』
『第三紀層の上に』
『柘榴の半片』
『涙の二等分』以上 10 選。

賀川豊彦セレクション第１巻を発売
電子書籍で 12 月 15 日から配本
第１巻 10 冊（2013 年 12 月発売）
第１回配本、第２回配本ともに 4000 円（10 冊入りＣＤ）
（併せてお申し込みいただくと 7000 円）
アプリ入力で ipad や Kindle など携帯端末で読む。
もちろんパソコンでもお読みいただけます。
ご希望に応じて kindle 端末に入力いたします。
Kindle White Paper（白黒）
＝9980 円追加、
kindle Fire HD7 タブレット（カラー）
＝15,800 円追加、
第２巻 10 冊（2014 年４月発売予定）
死線を超えて／太陽を射るもの／壁の声きく時／小説キリスト
主観経済の原理／医療組合論／傾ける大地／世界を私の家として
馬の天国／宇宙の目的
お申し込み：
メールまたは FAX でお名前と住所を添えてお申し込みください。
賀川記念館
078-221-0810 メール office@core100.net
国際平和協会 03-3470-5013 メール editor@yorozubo.com
代金は商品に同封した郵便振替でお支払いいただきます。
お問合せ：
財団法人国際平和協会〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-1-7-1103
ホームページ http://awpj.org メール kyokai@awpj.org

東京の賀川豊彦記念松沢資料館にて開催されました特別
展「描かれた賀川豊彦」を賀川記念館でも開催することが
決まりました。
水彩画挿絵シリーズでは、
『評伝 賀川豊彦』武藤富男著
キリスト新聞連載時の挿絵。油絵シリーズでは、1. 賀川
記念館所蔵、2. 本所賀川記念館所蔵、3. 松沢資料館所蔵
など多数、展示予定です。どうぞ、ご期待ください。

Learn English Conversation at the Kagawa Center!
賀川記念館で英会話を学ぼう！
Twice a month at the Tengokuya Cafe you'll hear people
speaking English over lunch. We chat in English, learn new
vocabulary words, laugh, and make new friends. Anyone is
welcome to come. Order either lunch for 500 yen (or the cake
and coffee set) and, in addition, pay 500 yen for the cost of the
English class. The English class usually starts around 12:15
and goes until 1:45 p.m. The teacher is Rev. Claudia Genung
from California. Call the Tengokuya Cafe for the schedule for
each month. Come join us!

英語クラス on サタディ

月に 2 回の土曜日、天国屋カフェでランチを食べながら英語を話
す声が聞こえてきます。英語を話し、新しい言葉を学び、新しい友
達もできます。どなたでも参加大歓迎。500 円でランチを注文して
（ケーキセットでも OK）500 円で英語クラスに参加します。いつも
12:15 頃から 1:45 頃まで。先生はカリフォルニアから来たクラウディ
ア宣教師です。さあ、一緒に学びましょう。ぜひ天国屋カフェまで連
絡ください。
（tel 078-221-3627 まで）
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フィリピン台風被災者への緊急募金
レイテ島への支援を！
去る 11 月 8 日にフィリピンのレイテ島、サマール島を直撃
した 台風 30 号により、被災された方は 1400 万人以上、家
屋を失い避難民となられた方は 350 万人以上とされています。
国際協力機関の支援が行われているところでありますが、イ
エス団でも独自に緊急支援を行うことにいたしました。
昨年、イエス団賀川記念館の招待でフィリピンから協同組合
の研修に来られていた方の中に、レイテ島のオマガンハン多目
的 農 業 協 同 組 合 の リ ー ダ ー、ロ ム ロ・オ ク ビ リ オ (Romulo
Ocubillo) さんがおられました。この度の台風により、組合員
7000 世帯が被災され、農作物の被害金額は 2 億円以上にのぼ
るそうです。現地では、食糧の調達が難しく、壊れた家を建て
直すにも、屋根に張るビニールシートが不足している状況です。
農作物が収穫できるようになるまで、命をつないでいくため
に必要な食糧などを購入するためには、少なくとも１世帯 1 か
月約 6000 円が必要となります。
皆さまからの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
2013 年 12 月 9 日
社会福祉法人・学校法人イエス団
理事長 黒田道郎

賀川記念館 賛助会から
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。
2013 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
598,000 円
寄付金
364,578 円
真愛ホーム・友愛幼児園寄付 11,000 円
フェスティバル寄付金
194,000 円
総合計 1,167,578 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。
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【募金期間】
●第 1 次募金期間
12 月 9 日（月）〜 1 月 31 日（土）
【募金振込先】
郵便振替口座
口座番号：01140-8-75472
加入者名：社会福祉法人イエス団
＊通信欄に、
「フィリピン台風支援」と記入してください。
また、寄附金領収書をご入り用の方は、その旨ご記入くだ
さい。
＊振込手数料は、誠に勝手ながらご負担願います。
＊領収書（受け取り）の発行は、振込控をもって替えさせて
いただきます。

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
メガネの一木 伊藤荒物店 イナハラ 魚徳 小﨑整骨院
大阪よどがわ市民生活協同組合 小倉商店 かたぐるま
理容九州 きむらクリニック 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 高知理容 神戸キリスト教書店
神戸ハーバー歯科クリニック 神戸凮月堂 コープエイシス
悟空 東雲診療所嶋田商店 しゅん平 多い夢 武田商店
司商会 チャイルド社 中央むつみ会 ディー・オー 鳥舟商店
早川 トータルロジシステム 虎屋宝飾美容室どりーむ ながお
中野歯科 ひかりのくに フォトショップヒューマン ファイン
深澤鍼灸接骨科院 藤木工務店 富士ゼロックス兵庫 まつもと
フレーベル館 ヘルシースペースサカタ マリーンハート薬局
松石・後藤税理士事務所 三木屋 味正堂 本山クリニック
山倉精肉店 モリシタ精肉店 山路歯科医院 ゆりの根
吉野建設 菱三印刷

中央区の「かもめん」登場 （左は祐村委員長）

寄付金：
青谷愛児園職員一同・父母の会 さっぽろ高齢者福祉生協
藤木工務店 民児協八雲地区 赤本公孝 五十棲修 五十棲敦江
川口昭次 河谷里美 河谷保 好田豊子 近藤孝子 近藤良子
齊藤宏 佐伯政子 篠原幸子 島田恒 正垣浩 正垣和江
竹谷俊彦 田中道子 棚田ちさこ 谷紳一 辻秀治郎 西内芳子
西海弘子 西岡栄子 真部マリ子 深山和江 三好長栄 祐村明
山口あい子 吉山修平 米満弘 米満八重子

写真 左から 3 人目がロムロ・オクビリオさん
寄付金（団体）：
青谷４丁目町内会 インターナショナルキッズデイ 大阪労働者
福祉協議会 甲南土建労働組合中央支部 神戸ユニオン教会
全労済中日本事業本部 兵庫県 JA 民児協八雲地区 明治学院
同窓会兵庫県支部 One Village One Earth
寄付金（個人）：
有川純子 泉妙子 市岡裕子 岩村義雄 賀川剣史 加藤鉄三郎
加藤カヨ子 上内鏡子 都倉康之 鳥飼公雄 鳥飼高江 平田義
名越信次 二河照子 星野康之 森田弘子
真愛ホーム寄付（個人）：英賀康子 竹谷俊彦 寺嶋安子
友愛幼児園寄付（個人）：吉田麻衣子

賛助（団体）：
あっぷる 大阪よどがわ市民生活協同組合 ガーデン天使
神戸国際キリスト教会 コープ住宅株式会社 市民生活協同組合
ならコープ 神視保育園 多い夢 チャイルド社神戸営業所
ナニワ商事 ( 株 ) ディ・オー ぶどうの木保育園 明治学院同窓
会兵庫県支部

賀川記念館賛助会ご入会のお願い

賛助（個人）
相川栄蔵 青木和孝 青柳靖子 英賀康子 嵐倉良子 池本正人
磯部浩二 磯部卓三 磯部和恵 磯前則光 板倉昌子 井上智世
井上幸代 伊吹三樹雄 岩橋恵子 植月優子 内山賢次
大塚善彦 大塚みち子 岡田三枝子 小川澄三 荻田尚治
奥田典子 小野昌二 上内英子 神﨑清一 神谷理香 加山久夫
刈谷雅夫 河崎紀子 川那辺康一 川那辺千里 河原克美
河本一彦 木下智美 木村修 金智英 日下すゞ 桑原民
小西孝蔵 小井出佑圭 越牟田政亮 越牟田愛子 小立保
小宮山盛昭 近藤孝子 権藤久喜 近藤良子 佐川英美 重岡昇
先﨑伍郎 桜井利枝 櫻谷涼子 佐藤悦子 下村敬三 宿南敏子
白崎絹子 新野三四子 鈴木慶三郎 関紀美子 十亀仁恵
髙梨佳子 高橋英樹 大仁多美子 立川博道 田中京子 田中寛
田中道子 棚田ちさこ 棚田茉楠 棚田悟生 谷垣わきゑ
谷口浩美 田村宜治 辻早苗 常峰明希 出岡学 道上康彦
鳥飼慶陽 中井福美 中西美喜子 中村澄江 中村典子
中山尚幸 名越信次 滑川静夫 滑川敏子 南波陽子 西内芳子
西垣光代 西川俊子 野尻武敏 元正章 畑雅洋 埴岡義範
馬場一郎 原利治 原田芳子 久積育郎 東村元嗣 東村かずこ
東村のりこ 久川正博 久川良枝 平木是 平田義 廣田重行
深田由美 冨士本利子 本城智子 牧田稔 真下東雄 真嶋克成
松原ゆかり 松元節子 三島浩昭 水野整一 宮﨑操 光田豊茂
光田恵子 宮本修男 宮本しげ子 宮本雄子 村田光恵 森文子
安野友善 森下美代子 矢崎邦彦 矢崎永久子 矢田部佳子
山口則子 山口政紀 山口洋子 山口三治 山田達造 山田洋一
横谷昇 横谷壽美子 吉本浩三 吉山修平 米田和代 李善惠
米満弘 米満八重子

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

物品寄贈（団体）：
北田合名会社 瓦煎餅 6 枚入袋 238 個
2013 年 6 月 1 日〜 2013 年 11 月 30 日現在（敬称略 順不同）

寄贈品提供（団体）：
吾妻婦人会 青谷４丁目町内会 共栄火災海上保険 甲子園二葉
幼稚園 神戸ハーバー歯科クリニック コープ伊丹おりづる会
コープこうべ ディー・オー 日本食研ホールディングス
天隣乳児保育園 ファイン
寄贈品提供（個人）：
青柳靖子 朝田美智子 阿部眞理子 安野佳苗 伊藤颯真
井上夢叶 糸原由美子 井上智世 岩本正一 上垣紅 上原眞澄
衛藤愛美 大里昌子 大沢友子 太田庵 太田陸斗 大塚明彦
大塚洋子 大津谷真伍 小川直子 奥田典子 小澤 小田航世
織金瑛大 上内鏡子 神谷理香 川森めぐみ 韓思媛 金史音
木村正英 河野洋子 後藤あや 頃安美菜萌 権藤久喜 斎藤司
斎藤啓翔 坂井晃 貞永慶子 佐藤悦子 山中一巧 渋沢杏
嶋﨑美佐子 正垣浩 正垣和江 関紀美子 千羽大輝 高田成子
武市 竹谷俊彦 武知忠義 建元櫂 谷紳一 谷由美子
筒井トシエ 坪田葉月 中畑多美子 中村あやの 南波陽子
仲山英一・美智子・由紀子・香 西内芳子 西岡栄子 西川真央
西村侑真 橋本泰行 西村ののか 橋本幸忠 橋本杲歩
早野美智子 馬場一郎 日笠洋貴 久武瑞希 藤森蒼真
藤森悠真 藤原心瞳 宮﨑操 三嶋朔矢 深山和江 宮本修男
森樹生 森田弘子 山岡千鶴 山口則子 矢萩雅一郎 山路洋子
山口あい子 山下千佳子 山下晏 山下裕美 山田雅子
山本優奈 祐村朝明 祐村まり 好崎志保 從野粋生
（敬称略 順不同）

天国屋カフェの様子

のみの市の様子

友愛幼児園「食育」の取り組み
友愛幼児園では、食育の取り組みの一つとして年間に４回、子ど
もたちによるクッキングを実施しています。ぞれぞれ旬の材料を使っ
て春のクッキング、秋の子どもバザー、おやつクッキング、冬はお
正月クッキングをしています。
幼児クラスはエプロン、帽子や三角きんをつけ気分は上々です。
３歳児は丸める、４歳児は包む、５歳児は切る、を基本的なテーマ
としてメニューを考え、乳児クラスは豆をむいたり、さつま芋をつ
ぶしたりのクッキングをしています。５歳児になれば包丁を使って
切る、ということができるようにすることが最終目標です。また、
幼児クラスがクッキングしているところを、乳児クラスが見学にやっ
てきます。
クッキング当日、子どもたちは朝からとても張り切って真剣に取
り組みます。自分たちで作ったということで食に対する興味と意欲
を持つことができています。作ったものを写真で掲示し、お迎えの
時に見てもらって、お家の方と子どもたちの会話もはずんでいます。
「また、作ってあげるね」のほほえましい話も聞こえてきます。
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日本基督教団

Volunteer 2013 年 12 月 vol.

神戸イエス団教会

12 月 8 日 ( 日 ) 夕刻。FNH12 によるアドベントの集いが開催された。
FNH とは、旧葺合区の F 、灘区の N 、そして、東灘区の H
の頭文字をあわせて、この三区の 12 教会の総称を FNH12( エフエヌ
エイチ・トゥエルブ ) と呼んでいる。毎年、復活祭前の受難週と降
誕祭前のアドベントに集会をもち、互いの関係作りを大切にしている。
今年は、当教会がホスト教会。各教会が、音楽の演奏やクイズ大会、
また、
マジックショーなど出し物を披露した。そして、
夏に行った「ふ
くしま・こうべ子どもプログラム」の報告は、この FNH12 が共同で
取り組むプログラムの意味を共に再確認するのに大切なひととき
だった。
最後は、クリスマス・キャロリングを歌い、ハレルヤ・コーラス
で一気にクリスマス・ムードを盛り上げた。ホスト役の当教会は、
少しのお菓子で参加者を温かく「お・も・て・な・し」！
メリークリスマス！

社会福祉法人・学校法人 イエス団

クリスマス 〜分かち合いの心〜

クリスマス礼拝 ＆ クリスマスイブ礼拝のご案内
12 月 22 日 ( 日 ) 10:45〜 クリスマス礼拝＆祝会
12 月 24 日 ( 火 ) 18:00〜 クリスマスイブ礼拝
日本基督教団 神戸イエス団教会
tel 078（251）4870 または 078（221）3627

そよ風の香りが涼しく心地よい

の巨大台風 30 号が、最強の勢力をもってレイテ島やミン

一人ひとりの胸に喜びが湧いてくる

ダナオ島北東部へ襲来したのでした。現地は、今まで見た

胸の鼓動さえ

こともないような惨状だったそうです。大きな堅いココナ

神さまからの贈り物のようだ

ツは、葉や幹の部分がズタズタになり、他の果物の木は爪

これは、
「クリスマスの音色 Himig Pasko」というフィ
リピンのクリスマスの季節を喜ぶ歌の一節です。熱帯の
フィリピンでは、クリスマスの季節が一番過ごしやすい季

テナント募集のご案内

い状態だそうです。
ただ一つ救われるのは、わたしたちが昨年招いた人たち
の家族は、笑顔を忘れていないということです。

節です。救い主イエスさまのお誕生という福音の喜びと合
わさって、何ヶ月も前から、国中の人々が待ち望んでいます。

るからだと思います。どんな困難にも負けない愛と絆を日

神さまが愛の結晶であるイエスをこの世に惜しみなく捧

頃から経験しているからに違いありません。その絆の先に

げてくださった。それが、クリスマスの喜びです。だから、

は、昨年神戸で出会った私たちも含まれているはずです。

交

通：阪神「春日野道」駅徒歩 8 分
阪急「春日野道」駅徒歩 10 分

構造・規模：RC 造 5 階建
使用部分面積：D 区画：約 25.9 坪
築 年 月：2009 年 11 月

と喜びを分かち合う季節でもあります。
このような愛と喜びを分かち合うべきクリスマスに、わ
たしたちは悲しい出来事に向き合わなければなりません。

管理費等：D 区画 27,195 円

それは、わたしたちが昨年出会ったフィリピン人の農協職

駐 車 場：店舗南側に来客用駐車場有り

員たちが、巨大台風の被害に遭い、被災したからです。

備

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

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（土）〜1 月 3 日（金）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 20 日（金）〜1 月 8 日（水）休業いたします。
2014 年

なぜだろう。それは、分かち合う心を常に持ち続けてい

フィリピンでは、クリスマスは愛の季節でもあり、その愛

建 物 名：社会福祉法人イエス団「賀川記念館」
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クリスマスの後に収穫するはずが、一つの実も残っていな

最 寄 駅：阪神「春日野道」駅

物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5-2-20

vol.

楊枝を折ったように折れ曲がっていたそうです。バナナは

物件種目：医療用貸店舗
賃貸条件：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

天国屋ナイトカフェ =38 弾＝
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ちょうど国際協同組合年だった昨年の今頃、フィリピン

クリスマスは、神さまがこの世を愛し、自らのみ子イエ
スをわたしたちにプレゼントしてくださった救いの出来事
です。その愛に応えるために、わたしたちは隣人に、最大
の分かち合いの心を差し出すことが必要なのです。
賀川豊彦は、12 月 24 日のクリスマス前夜、自分自身を
貧しい人々への贈り物としました。わたしたちも、賀川に
つながるものとして、分かち合いの心を大切にし、クリス
マスを迎えたいものです。

のレイテ島やミンダナオ島から賀川記念館へ、農協の職員
が研修のために来日しました。分かち合いの豊かな時間を

この度、イエス団では、フィリピンのレイテ島にいるモ

共に過ごし、研修に来た人たちは、希望に満ちて帰国され

リー（ロムロ・オクビリオ）さんたちの協同組合を支援す

ました。この一年間、日本で学んだことを真面目に実行し、

ることを決定しました。
（※10 ページ参照）このクリスマス、

これから農業の営みが軌道に乗ろうとしていた矢先に、あ
写真（左右）
：台風前の農業指導の風景

賀川記念館の賛助と共に、フィリピンの人々への支援と祈
りもよろしくお願いします。

1 月 24 日（金）17:30〜

発行日

2013 年 12 月 15 日
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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
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fax：078-221-0810

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

office@core100.net
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