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

　通算 48 回を数えます。今回も東北地方の震災支援として岩
手県宮古市の障がい者施設で作られた製品の販売、のみの市、
食べ物、飲み物コーナー、また恒例の楽しいステージ、子ども
たちのためのゲームコーナーなど、盛りだくさんの内容です。
どうぞお越しください。

　 11月2日（日）10時～15時

　 寄贈品も9月より受け付けます。

どうぞよろしくお願いいたします。

賀川記念館フェスティバル（バザー）、　今年もやります !

テナント募集のご案内

お問合せは　Tel：078 - 221 - 3627

昨年度のフェスティバル（バザー） のみの市の様子

友愛幼児園の設立

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D　279,720 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：D区画：約 25.9 坪

築 年 月：2009 年 11 月

管理費等：D区画 27,972 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）

　バプテスト伝道社団は、神戸市内小野浜の製茶
工場に雇われている婦人労務者が幼児を伴い働い
ている状況に鑑み、その保護の必要を痛感し、
1895 年に宣教師 R.T. タムソン夫人により善隣   
幼稚園を開設し、保育が開始されました。1899 年 
磯上通 5 丁目に新園舎を建築し、同時に幼稚園と
して兵庫県の認可を得、さらに 1909 年現在の    
賀川記念館の所在地に移転し、午前と午後の二部
保育制を開始しました。「神戸の保育園史」（1977
年 神戸市保育園連盟 編集・発行）によると当時  
主任をしていた吉川まつ（後に結婚して青木と   
改姓）は、終始一貫して貧しい子どもの保育に   
全力を尽くし、「小野の聖者」とまで呼ばれていま
した。この 1909 年の 12 月に賀川豊彦はこの地に
入り活動を開始していますが、その活動の背景   
には、実はこの吉川まつの感化があったという   
ことが、この「神戸の保育園史」に書かれています。
またこの「善隣」という名前も吉川まつの発案で
あり、それは善き隣人として地域社会の改善を   
図るという意味が込められていました。まさしく
セツルメントの精神であります。しかし、さまざ
まな状況により保育の運営が難しくなり、幼稚園
の目的が達し難くなり、さらに無料保育で社団の
経済的困難な事情も生じ、1934 年秋、葺合区国香
通 6 丁目に移転し、旧園舎は無償でイエス団に   
譲渡されました。
　1935 年 1 月 1 日、イエス団はここに移転して 
無料保育事業を継承し、友愛幼児園の設立となる
わけですが、賀川は善隣幼稚園の運営危機に際し、
園を訪ね「この地のことは私の責任です。私が   
経営の責任をもつから続けてやってもらえないで

しょうか」と提案したといいます。園名は武内勝
の発案で「友愛」は、当時賀川が深く関係して   
いた鈴木文治の「友愛会」と 1918 年につくった    
「イエス団友愛救済所」（診療所）から取ったもので、
キリスト教の友愛の精神に立った幼児のために、
という願いをこめたものであり、「幼児園」とした
のは、教育と福祉の両方の性格をもった幼児教育
機関であることを表すためであったとされて       
います。
　この地に住む子どもたちに対する支援を始めた
R.T. タムソンと吉川まつ、そしてその理念をこの
地域として受け止め引き継いだ賀川豊彦と武内勝。
目の前の子どもたちに対して、目の前の地域の   
貧しさという課題に対して活動を始めたという   
歴史があります。
　その後、1963 年に賀川記念館が設立され、友愛
幼児園と共に地域の子どもたちの支援をトータル
に行い、時代の要請に応えてきました。友愛幼児
園を卒園した子どもたちに対して、学童保育       
「ひまわり学級」（1964 年　神戸市第 1号）を開始、
またその学童保育に通っていた障がい児の預かり
のために障がい児タイムケア事業「くじらぐも」
（1977年）を始め、2012年には保育園に通う、ちょっ
と気になる子どもたちの支援のために、児童発達
支援事業を始めました。隣にいる人のために、 子ど
もたちのために献身してきた歴史を踏まえ、その
理念をしっかり受け継いでいくことが、社会福祉
法人の存在意義が問われている今、私たちに最も
求められている事ではないかと考えています。
賀川記念館副館長・友愛幼児園園長　馬場一郎

写真：善隣幼稚園の新建物（明治 42年）

　教会では、4月20日のイースターと6月８日のペンテコステに、
3 名の受洗者と 1 名の転入者が加わりました。それぞれ、賀川
記念館のカフェ事業などにも関わってくれています。賀川記念
館という働きの中で、神さまにまもられながらの歩みです。    
どうか、今後ともよろしくお願いします。

　なお、7月 23日～29日の 1週間、近隣の 12の教会と恊働で、
「ふくしま・こうべ子どもプログラム」を行います。これは、   

神戸イエス団教会

「福島の現状と課題」

11/157/17 日　時 ： 2014 年 11月 15日（土）
会　場 ： 賀川記念館　4階メモリアルホール
講　演 ： 日本基督教団常磐教会牧師　明石義信氏
お問合せ：賀川記念館   tel 078-221-3627

フライパンで作る天然酵母
ポリパン教室＠天国屋カフェ
日　時 ： 7 月 17日 ,31 日 , 8 月 7日 ,21 日 ,28 日
　　　　10:00 ～ 12:30 頃
会　場 ： 賀川記念館 4F天国屋カフェ
料　金 ： 5 回 1クール 12,000 円 （ランチ代込み）
　　　　1回 2,500 円でもご参加いただけます。
お問合せ：賀川記念館   tel 078-221-3627
ホームページ： http://core100.net/event/140717.pdf

いわき市における常磐教会と東北ヘルプの働きから

2 年前より始めて 3度目になりますが、福島第 1原発事故以降、
少しでも放射能フリーの夏を過ごしてもらおうと、福島県の  
子どもたちを招待しています。今年は、天国屋カフェと協力して、
ナイトカフェを開催する予定です。

日本キリスト教団 神戸イエス団教会
tel  078 ( 251 ) 4870
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『賀川豊彦と有島武郎のことなど』
賀川豊彦召天54周年記念墓前集会

奨励  田辺 健二さん（鳴門市賀川豊彦記念館 館長）

　賀川豊彦召天54周年記念墓前集会が2014年4月26日（土）、神戸
市舞子墓園にある賀川記念納骨堂前で行われました。
　墓前集会を共催した、コープこうべ、神戸YMCA、イエスの友会
神戸支部、神戸イエス団教会、社会福祉法人・学校法人イエス団、
甲子園二葉幼稚園、一麦保育園、神視保育園、天隣乳児保育園、　
みどり野保育園、のぞみ保育園、杉の子保育園、神戸高齢者総合　
ケアセンター真愛、友愛幼児園、コア100賀川、賀川記念館をはじめ
多くの方々が集り、召天54周年を記念して鳴門市賀川豊彦記念館の
田辺健二館長より『賀川豊彦と有島武郎のことなど』と言うテーマ
で次のようなお話をいただきました。　
　私は、大学の卒業論文と大学院の修士論文で有島武郎研究をテー
マとしました。その関係で賀川豊彦に出会いました。有島と賀川は、
与謝野晶子夫妻の呼び掛けで、大杉栄や山川均などと何度か会合を
持っています。有島はキリスト教の実践力の不足などを理由にキリ
スト教から離れますが、賀川の実践に感銘を受けています。（↗）
　

　NHKの朝の連続ドラマで放映中の「花子とアン」の主人公
の花子と賀川豊彦の妻の春子は親戚でした。花子が結婚する
印刷会社の若主人が賀川春子の従兄弟に当たります。彼らの
父親の印刷会社の創設者である村岡平吉（ドラマでは名前が
異なると思いますが）が亡くなった時に葬儀を横浜の指路教
会で行ないました。その時の葬儀の司式を行なったのが賀川
豊彦でした。以前春子はその叔父の平吉の家から住吉女学校
に通っていたこともあった間柄でした。また叔母の「はな」
には大変優しくしてもらった事が記憶に残っています。
　このような間柄の二人が、あの明治・大正・昭和の時代を
女性として強く立派に生き抜いて行った姿を、少し様子の異
なるこの二人を比較しながら見て行くという展示会にしたい
と思っています。

　　　期　間：9月2日（火）～ 10月31日（金）
　　　時　間：10:00～17:00（入館は16:30まで）
　　　休館日：月曜（祝日の場合は開館）
　　　入館料：大人300円、学生100円 
　　　　　　　　　  （期間中は賛助会員以外の割引はありません）

　賀川豊彦が生涯を通じて（19才から書き始めて70才で完成、
1958年出版）取り組んだ「宇宙の目的」が、このたび英語に
翻訳され多くの人々に紹介されることになりました。翻訳者
は、大学の教職に就きながら日本に30年以上在住し、聖和大
学や東京神学大学で教職をつとめられ、その間、賀川豊彦の
著作に接し、これらを欧米の人々に紹介する事に使命を感じ
られた Thomas John Hastings 教授です。現在は、アメリカの
プリンストン大学の研究所に所属し、賀川豊彦の研究をされ
ています。このヘイスチングス教授から、賀川豊彦の「宇宙
の目的」の内容や欧米での評価や話題等に付いてお話し頂け
る予定です。
　大変高い評価を受けておられ、貴重な機会ですので、皆様
のご参加をお待ちしております。

日　時：2014年7月31日（木）
 18:00～20:00
会　場：賀川記念館
 4Fメモリアルホール
参加費：無料
（お申込みは賀川記念館まで）
　　tel 078-221-3627
　　fax 078-221-0810
　　e-mail office@core100.net

村岡花子と賀川春子の
『花子と春子展』9月開催 !!

Thomas John Hastings 教授による「宇宙の目的」の講演会

写真：左「アンのゆりかご」村岡恵理著（新潮文庫）
　　　右「賀川ハルものがたり」鍋谷由美子著（日本キリスト教団出版局）
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賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
イースター式典社　ガーデンエル　ガーデンロイ　共栄火災海上
保険株式会社　甲子園二葉教会　神戸国際キリスト教会　多い夢
神戸国際支縁機構　ディ・オー　仲上アイクリニック　日本食研
ホールディングス株式会社　ぶどうの木保育園　明治学院同窓会
兵庫県支部

賛助（個人）
相戸晴子　逢見直人　青柳靖子　英賀康子　赤崎昌子　赤本公孝
明松善一　明松しのぶ　綾目広治　荒内直子  嵐倉良子  有村克敏
石川勝子　石田チヅコ　石場紘彦　磯田律子   磯前則光　井塚栄子
井上淳信　井上智世　飯岡聰　岩木英一　岩橋恵子　上田一郎　
上田一喜　牛田清博　宇野稔　大澤曉　大沼智得　大野順弘
大平久司　岡本榮一　荻田尚治　奥村達郎　貝原俊民　片岡實　
片山郁子　加藤壽宏　金川眞巳　金山民子　上井香代　神谷潔　
加山久夫　刈谷雅夫　川井ふみ子　河内明　川北勉　河谷里美　
河谷保　川端俊之　河原克美　北川太一　北野収　日下すゞ　
久保惠三郎　久保恭子　倉澤条太  上月三代司  児島隆介  児島若菜
越牟田政亮  越牟田愛子  小林昌範  小宮山盛昭  近藤孝子  近藤良子
齊藤宏　斉藤弥生　坂井宗月　先﨑伍郎　桜谷昌代　佐々木正夫
志方京三　重元勝　師玉健男　品田充儀　島田恒　島津陽子　
清水里美　下地徹　白崎絹子　新川和栄　新野三四子　杉山博昭
鈴木誠也　関紀美子　十亀仁恵　泰井綏子  大仁多美子　武井博子
竹内栄子　竹腰英樹　武田仁　田中康博　谷垣わきゑ　田村宜治
近松文子　千田明美　張さつき　辻博史　坪田恵美子　土井哲也
年清彰雄　友貞澄　中井福美　中﨑さおり　中﨑和代　中野素子
中村澄江　名久井佳治　名越信次　西内芳子  西海弘子　西垣秀樹
西垣光代　西村風胡　野瀬千津子　箱﨑孝治  元正章　長谷川勝義
服部榮　馬場一郎　春名義広　久川正博　久積育郎　桧山秋彦　
平林喜博　廣瀬義昭   廣田重行   日和佐信子  福井香代子  藤原博史
冨士本利子　本城智子　前田雅彦　前田武男　牧田稔　松長乃生
道上康彦　宮崎和恵　宮﨑操　三好長栄　三好美佐子　村岡敏子
森文子　森下美代子　森畑哲洋  八木憲一郎　安井功  矢田部佳子
矢野寛子　山口あい子  山口一史  山口則子  山口三治　山口洋介　
山田洋一　大和慎吾　山本常雄　横山直美　横山葉子　吉田有二
吉村毅　吉山修平　米田成己　李善惠　渡辺賢次　渡部美津江

寄付金（団体）：
One Village One Earth　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　私のお針箱

寄付金（個人）：
石田チヅコ　上野みづほ　上野谷加代子　大野順弘　上内鏡子　
二河照子　西義人　原田好司　福井康代　山口洋介　吉武信彦　
ロメル・アロヨ　匿名 1件

クリスマス献金（団体）： 神戸イエス団教会
賀川像設置寄附（団体）：
カークラフトニシ  共栄火災海上保険株式会社　甲子園二葉幼稚園
コープ環境サービス　ガーデンエル　ガーデンロイ  市民生活協同
組合ならコープ　全労済兵庫　全労済中日本事業本部　全労済   
東日本事業部　仲上アイクリニック　兵庫県農業協同組合中央会
兵庫県信用農業協同組合連合会　兵庫県厚生農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会兵庫県本部  全国共済農業協同組合連合会
兵庫県本部　兵庫県漁業協同組合連合会　わかやま市民生協

賀川像設置寄附（個人）：重元勝　千田明美　森文子　横井幸雄
真愛ホーム寄付（個人）：竹谷俊彦　藤田有美子
書籍寄贈：
ひょうご部落解放・人権研究所　石場紘彦　金気宏明　加山久夫
名和又介　矢萩雅一郎　山口伸治

　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。
2014 年 4月 1日から 6月 30 日までの報告をさせていただきます。
 賛助会費 623,000 円
　　　　　　　　寄付金　 340,983 円
　　　   クリスマス献金　　   10,000 円
 賀川像設置寄附 693,000 円
 真愛ホーム寄附 9,000 円
　　　　　　　　総合計　 1,675,983 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。

　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

賀川記念館の歩み

　記念館ミュージアム入場者数

4月　一般 37名　団体 44名　 行事　200名　合計 281名

5月　一般 54名　団体 75名　 行事　171名　合計 300名

6月　一般  38名　団体  168名　 行事　167名　合計 373名

2014年
 4 月
07（月）　ガーデンエルロイ（西参事出張講演）
13（日）　特別展「描かれた賀川豊彦」終了
18（金）　ナイトカフェ（米田和正さんらによる東北支援報告）
20（日）　協同集会 千葉大学（賀川館長出張講演）
21（月）　コープ環境サービス（講演・見学）
24（木）　全労済中日本新人研修（講演・見学）
26（土）　賀川豊彦召天 54周年記念墓前集会
29（祝）　天国屋カフェボランティア養成講座（講師：榎本てる子氏）

 5 月     
09（金）　「花子と春子展」企画会　共栄火災新人研修（講演・見学）
10（土）　友愛労働歴史館（見学）
15（木）　神戸松蔭女子学院大学・関西学院神学部 （賀川館長出張講演）
16（金）　ナイトカフェ（ウクレレ＆Jeans Aloha Hula Studio）
17（土）　ひょうご部落解放人権研究所（説明見学）
21（水）　総合研究所講演会（講師：岡山孝太郎氏）
22（木）　理事会・評議員会
23（金）　コア 100賀川（JF 漁連にて）
24（土）　天国屋カフェボランティア養成講座（講師：松本聡子氏）
31（土）　兵庫県ユニセフ協会（講演・見学）

 6 月     
01（日）　パジェロ製造労働組合（講演・見学）
03（火）　御影高校（説明・見学）
06（金）　「花子と春子展」企画会
07（土）　コープ活動サポートセンター兵庫（講演・見学）
  明治学院同窓会兵庫県支部総会
08（日）　ヴォーリズを訪ねる（近江兄弟社他訪問）
  全国大学生協連京滋・奈良ブロック（講演・見学）
12（木）　千里丘教会（講演・見学）
13（金）　池田東コープ委員会（講演・見学）
  日本キリスト教社会福祉事業同盟（賀川督明館長講演）
14（土）　天国屋カフェボランティア養成講座（講師：遠藤優子氏）
19（木）　神戸東部教会（見学）
20（金）　ナイトカフェ（竹中真ジャズライブ）
26（木）　5館連絡協議会（本所賀川記念館にて）
27（金）　　　　〃　　　
29（日）　西宮一麦教会（西参事出張講演）

休館のお知らせ
賀川記念館ミュージアム・天国屋カフェは、
8月14日（木）～8月16日（土）
休館（休業）致します。

2014 年 4月 1日～ 2014 年 6月 30 日現在（敬称略 順不同）
十分確認しておりますが、誤り等ございましたらお知らせいただきたく、
お願い申し上げます。
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第2回 吉田源治郎（1891～1984年）
前号から鳥飼慶陽さんのコラムを掲載しております。鳥飼さんは、1966～1968年、神戸イエス団教会伝道師と
して活躍され、その後、賀川豊彦に倣って長田区に「番町出合いの家」を開設されました。
賀川豊彦の研究者であり、現在は賀川豊彦の同労者にフォーカスをあて多くのブログを公開されています。

　第1回は、『賀川豊彦とボランティア』（神戸新聞総合出版
センター、2009年）の口述者として知られる「武内勝」を    
取り上げましたが、今回取り上げる「吉田源治郎」も、賀川の
神戸新川献身の初期の時代からの同労者で、その生涯を貫いて
イエス団の大きな柱のひとりとして独自の働きをした人物とし
て知られています。

   写真：吉田源治郎（左）と賀川豊彦（右）
 「賀川豊彦」を語るにその妻・ハルは欠かせず、「武内勝」
を語るにその妻・雪を欠かせませんが、「吉田源治郎」を語る
にその妻・幸（こう）は欠かせません。いずれの妻たちも祝福
の内に長寿・天寿を全うして御許に召されました。
　しかしここでは幸の夫・源治郎のみ短く触れるだけになりま
すが、武内夫妻と同様に吉田夫妻についても、御子息・吉田摂
氏並びに西宮一麦の梅村貞造氏によって膨大な関係資料が蒐集
保存されていたおかげで、「吉田源治郎・幸の世界」と題して、
既にネット上の長期連載でその全容はほぼ明らかにされて     
います。
　それはいま賀川記念館のHPで、「武内勝」関係のドキュメ
ント（これには賀川夫妻の武内宛書簡120通のお宝を含む）と
共に、その補正分が閲読可能になっています。（なお初出の
「賀川豊彦献身100年記念事業オフィシャルサイト」は現在も
伴武澄氏の御好意でUPされています。
 http://k100.yorozubp.com/ ）
　さて、「吉田源治郎」は賀川とは三つ年下で、三重県伊勢の
生まれです。豊かな才能にも恵まれ、賀川と同じ明治学院で 
学び、若き日には、賀川の初期の名著『イエス伝の教え方』
『イエスの宗教とその真理』など数多くの著作を完成させました。

　大正10年「イエスの友会」の創立とその名付け親として知
られ、米国留学を果たしてすぐ、賀川と共に欧米の旅を終えて
帰国後は、「四貫島セツルメント・大阪四貫島教会」「農民福
音学校」「イエスの友会の新年並びに夏季等の修養会」「一麦
保育園・西宮一麦教会」「甲子園二葉幼稚園・甲子園二葉教
会」「馬見労祷教会」などの創立と共に、その責務を忠実に担
いつづけ、地道な活動を実らせていきました。
　ここではただ、周知の特筆すべきふたつのことだけを取り上
げておきます。
　まずひとつは、吉田の主著ともいうべき名著『肉眼で見る星
の研究』（警醒社書店、大正11年 写真：左下）のことです。
これは天文学者として名高い山本一清との深い交流の中から産
み出された作品で、星を愛する宮沢賢治もこれを愛読したとい
われ、戦前戦後にわたり版を重ねて、幅広く親しまれてきまし
た。源治郎の若き日に身近に出会った内村鑑三も、また賀川豊
彦も「星を愛する仲間」であったことは、あたらめて言うまで
もありません。 
　そしてもうひとつは、源治郎が米国留学中にシュヴァイツァ
ーの活動と著作に深い感銘を受け、自ら版権を得てあの名著
『宗教科学より見たる基督教―附『原生林の片隅にて』を読
む』（警醒社書店、大正14年）を翻訳刊行し、本邦はじめて
シュヴァイツァーを紹介したことでも有名です。このシュヴァ
イツァーの写真（写真：右下）は、吉田が著者から受け取り同
書の扉を飾っているものです。吉田は、シュヴァイツァーによ
るバッハのオルガン演奏を直に聴く機会もありましたとか。
　甲子園二葉教会で先年（2011年1月）「吉田源治郎没後25年
周年」も開催され、いまも吉田夫妻にまつわる話題はつきない
ようです。

　　　　
（↗）昨年から今年にかけて賀川のライフワーク「宇宙の目的」の
英訳や、「小説キリスト」の再版、電子書籍「賀川豊彦セレクション」
の発刊などが相次ぎ、賀川再評価の流れが本格的になってきました。
私共の、賀川豊彦記念鳴門友愛会でも、「賀川豊彦入門」「賀川豊彦
の文学」の二冊を出版しました。ドイツやデンマークなどヨーロッパ
諸国では、協同組合事業が盛んになっているということです。青山
学院大学の本間照光教授は、「時代が賀川に追いついた」と言って
います。
　ところが、日本の現政府は「戦後レジームからの脱却」を合言葉
にして、憲法改変、集団的自衛権の容認、秘密保護法の制定、TPP
への参加、教育委員会の廃止、農協の解体などを着々と推し進めて
います。これではあの悪夢のような戦争への道を再び逆行している
としか思えません。私は今、石川達三の「風にそよぐ葦」を読んで
います。日本はまたあのような言論弾圧の国になっていくのでは    
ないかと、本当に心配です。先日、鳴門市賀川豊彦記念館の「入館
者の感想」ノートに＜賀川豊彦は売国奴ではないか＞という文言が
記されていました。東京などでも「ヘイトスピーチ」デモが行われ
ており、国民の右傾化も広がっているように思えてなりません。

　再び戦争をしてはなりません。あのアジア・太平洋戦争での国内
外の膨大な犠牲者の霊に報いるためにも、戦争をしない市民を育て
なくてはならないと思います。今、市民教育が必要です。

2014 2014 2014 2014

「ナイトカフェの出会いから、夏の夜の夢を実現させて」
　ナイトカフェは毎月第 3金曜日に開催することになりま
した。そして、毎月催し物が入っています。過去三回も「み
んなげんきジム」の米田和正さんらが東北支援報告、ジー
ンズ・アロハ・フラスタジオのグループがフラダンスを披
露してくださいました。また、毎年好評の竹中真ジャズラ
イブは、ホールが満杯になるほどにたくさんの方が来館く
ださいました。
　今回ご紹介したいのは、7 月の「サマー・ドリーム・コ
ンサート」です。歌とフルートなどの音楽の発表会ですが、
参加する人たちは、この天国屋ナイトカフェで出会った人
たちです。天国屋ナイトカフェで出会い、そして、共通の
音楽を通してナイトカフェで奉仕してくれます。5月より

友愛幼児園の親子遠足

　5月 31日（土）朝 9時に親子で集合！
　総勢 276 名の参加で、大型バス 5 台に分かれて乗りこみ
出発。各バスでは保育士のバスレクリエーションを楽しみ
保護者の方も子ども時代にタイムスリッイプして楽しみま
した。

　約1時間で西区にある「楽農生活センター」に着きました。
大きなイチゴハウスの前でピカチュウの帽子をかぶった  
職員の方の説明を聞き、それぞれおいしいイチゴを求めて、
いざイチゴ畑へ！ 今年は急激に気温が上がりイチゴの  
生育がすすみ過ぎと聞いていたのですが、大きなおいし
いイチゴに大感激。0歳児のお友だちも、「10個食べた！」
とか、大きいクラスのお友だちは「50 個食べたよ。」
「100 個食べたよ。」と話していました。約 40 分間の食べ
放題を満喫しました。
　お腹いっぱいのはずなのに、今度はお家の方の作って
くれたお弁当をおいしく頂きました。暑い一日でしたが
子どもたちみんな元気で、食後はおやつを食べたり、     
虫とりをしたり、お花を摘んだり、と元気で楽しい一日
を過ごしました。
　たくさんの親子に参加してもらい、親子間、保護者同士、
保護者と職員のふれ合いのもてる、友愛が大切にして   
きた行事です。親子の輪も保護者同士の輪も広がって   
くれたらいいなあと思います。300 名をお世話するのは
大変ですが、これからも継続していきたいと思います。

天国屋ナイトカフェ 年間スケジュール 

08 月 29 日 (fri)　ジャクソン合同メソジスト教会との交流　
09月 19 日 (fri)　
10 月 17 日 (fri)　サクラ・アンサンブル
11月 21 日 (fri)　アジア学院との交流
12月 05 日 (fri)　ドナ立木＆脇山幹士
2015 年
  1 月 16 日 (fri)　ゴスペル・フラ
02 月 20 日 (fri)　ゴスペル・フラ
03 月 20 日 (fri)　ゴスペル・フラ

ジーンズ・アロハ・フラスタジオ 竹中真（ピアノ）中村恵子（ヴォーカル）によるジャズライブ

天国屋カフェホームページ開設 !! ぜひご覧下さい。

http://tengokuya.michikusa.jp/

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

毎週のように練習を重ねてこられました。
　このような出会いと広がりこそが、天国屋カフェの大き
な目的の一つです。みなさんもどうか、その仲間になって
ください。
　最後に、昨年 11 月にナイトカフェで開催した「アンデ
スの風　フォルクローレコンサート」に出演された吉野敏
子さんが 6月 25 日に召天されました。吉野さんは、11 月
アンデスの絵画展を開いてくれました。すてきな絵画と音
楽という思い出を残してくださって感謝です。出会いがあ
り、別れがあります。悲しみの中にも、出会えた豊かさを
感じます。吉野さん、ありがとうございました。
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昨年度より「神戸定住外国人支援センター」と「神戸市　
中央区社会福祉協議会」の協力のもと、外国にルーツを  
持つ小学生を対象とした学習支援教室「はいず」の取り組
みが賀川記念館でスタートしました。その 1 年間の報告が
できましたので紹介させていただきます。
～成果と課題～
（1）1年間の活動の概要
2013 年
03月 23日 吾妻地域福祉センターにおいて地域への説明会
      を実施
04月 06日 地域への啓発講演会の実施
04月 19 日 毎週金曜 16時～ 18時のうち 1時間半の活動
 　 スタート　小学 1年生 2人、2年生 1人、
 　 保護者 2人、講師 2人、ボランティア 6人
05月 10日 本格的にスタート　小学 1年生 2人、
 　 保護者 1人、講師 2人、ボランティア 4人
夏休み中（7月 25日、30日、31日、8月 28日、29日）
賀川記念館での通常日の活動は宿題を中心に取り組む
（絵日記、工作、観察日記など）
神戸定住外国人支援センター（KFC）では宿題と基礎学習
08月 23 日 小学 3年生が新たに参加
09 月 27 日 ボランティア 1人増
11 月 29 日 小学 3年生が新たに参加
 　 ボランティア（中国からの留学生）参加
11月 30 日 プレスクール（全 11回）開始
 　 小学 1年生と 3年生一人ずつ参加

（2）成果
　来日後間もない 1 年生女児は、学校でも日本語がわから
ず緊張も強かったが、小学校の担任、教頭も活動の様子を
参観、保護者とも話し、居場所作り等も協力して進めた。
夏休みも賀川記念館の夏祭りへの参加や学校の近くの児童
館にいくことで、友達も広がり、学校になじめるようになっ
た。学習言語から入ることになったが、日本語にもなれて
きた。また送り迎えする母親とも話し合い、学校での課題
を相談し、友達作りや学習支援のあり方も学校に提案する
ことができた。
　来日2年目の1年生は、生活言語はかなり使えることから、
見落とされがちであるが、文字の学習も数の概念形成も  
進んでいない中で、学校では対応されにくい状況だった。
「はいず」での入門的な個別指導と学校の担任との連絡の
取り合いの中で、2 学期後半には落ち着いて学習できる  
ようになってきた。また、母親が積極的に日本語学習を続け、
学校とのかかわりや学習支援のやりかたなど話し合って  
きた。12 月にはサロンを開き、通訳をまじえ、母国での
学校やくらし、宗教と食べ物、生活習慣など話してもらえた。
2 月には、学校で母国の紹介を子どもたちにすることが  
できた。

総合研究所プログラムの報告

「天国屋カフェ ボランティア養成講座」を終えて
　天国屋カフェは、2010 年 4 月 1 日 ( 木 ) より再開し、
はやくも 5 年目に入りました。当初は続くかどうかも    
わからず、精一杯の毎日でしたが、たくさんのボランティ
アの方々に支えられて、5年目を迎えました。
　より豊かな働きができるようにと、ボランティアの方々
とカフェの目的や展望を共有するためにも、この度養成
講座を開催しました。
　天国屋カフェが大切にしている「地域・コミュニティ
づくり」をテーマに、コミュニティ・カフェについて    
榎本てる子さんよりおはなしをいただき、人がつながる
ことの大切さを学びました。そして、その人がつながる
ために「対人援助」という視点で、松本聡子さんから    
大切なポイントをお話いただきました。
　第３回目は、コーヒーのお話。天国屋が目玉として    
おいているコーヒー豆は、フィリピンの山岳地帯で有機
栽培しているレネさんのコーヒー豆です。「レネ・マウン
ティン」と呼ばれています。この豆と出会わせてくれた
のが、遠藤優子さん、通称「豆さん」です。遠藤さんによると、
天国屋カフェのコーヒーは、コーヒーの歴史の中でもサー
ド・ウェ̶ブ ( 第 3 の波 ) という波に乗っているのだそう
です。コーヒーが一般的に飲み始められた第1の波。これは、
コーヒー豆が一般に出回るようになり、インスタントコー

「はいず」2013年度の取り組み 外国籍等の子どもたち
 及びその保護者への学習等支援活動

　1983 年 2 月のコープこうべ「協同」で、自分の子ども
にするような母親の手作りの味を地域の子ども達にも拡
げようとボランティアのよびかけがあり 20 名余りの有志
が集まり、学童保育「ひまわり学級」のおやつ作りが    
再開したそうです。今でも数人の方が引き続いて活動    
されています。
　現在は賀川記念館が休館の月曜日、月 4 回 4 階のキッ
チンスペースをお借りして、40 名のおやつを 13 名の    
ボランティアが  4 グループに分けて作っています。
　みなさまもおやつ、お三時というなつかしい思い出が
おありかと思います。1990 年に作った冊子を開いて見ま
した。当時の村山館長は戦争 3 年目突入、食糧事情も    
極度に悪化、おやつなど全くの贅沢品、祐村副館長は    
おやつを食べた記憶がない、杉原さんはアメリカ人の    
友達の家でパステルカラーの大きなケーキをナイフで    
切り分けてくれ甘くてびっくり、夢のような生活にアメ
リカへのあこがれを強く感じた・・・夫々の時代が感慨
深く伝わって来ました。一方子ども達はいちごで出来た
お菓子の家、F1 形のケーキ、金でできたチョコレート  
などなど可愛い夢がいっぱい、そして「いつもありがとう」

「賀川記念館おやつ作りグループ」　桑山美智子

　3 年生女児は、保護者が熱心で毎日塾にも通い、文字や
算数ではあまり大きな問題は無い。文章で書かれた問題に
ついては、内容理解が難しいのでまだ避けがちである。また、
声に出して読むことには抵抗があるが、他に中国人の子ど
もたちがいることで安心感を持っている。
　3 年生男児は、来日まもなくで日本語指導が必要だが、
中国人留学生のボランティア参加協力を得て、一番難しい
時期の指導を乗り越えることができた。
　日本の文化でもある「折り紙」「カルタ」や「百人一首」   
「お手玉」「こままわし」なども休憩時間に取り入れ、日本
や学校になれることや、交流をはかるようにしてきた。
それぞれの子どもたちの得意分野ができ、お互いに披露 
しあうこともできた。
また、勉強した後に「おやつ」の時間を取り入れたことで、
メリハリのある学習が進められたと思う。
　学習支援だけでなく「はいず」での居場所作り、また 
学校や地域での居場所づくりが、担当スタッフの働きかけ
と地域の民生委員の協力も得て、進んできている。
（3）課題
①該当する児童へのよびかけ
　プレスクールの案内は、今年度は就学前健康診断の時 
などにも置いてもらったりしたが、昨年度もインターネット
や口コミからの参加で、学校からの働きかけはまだ 1 校
のみである。今年度も近隣の学校への働きかけを進めて 
いきたい。
②ボランティア
　大学などにも呼びかけはしているが、なかなか参加が 
難しい。大学生は卒業もあり、新しい学生への働きかけが
必要である。今は、ＫＦＣへのアクセスから、説明し確保
している状況である。最近の学生の生活から考えると、   
アルバイトが当たり前という面もあり、全くの無償ボラン
ティアというのも改善の余地はないものか考える必要はある。
③場所の確保
　賀川記念館 4 階ホールは、子どもたちが落ち着いて    
学習できる場所であり、ボランティアにとっても、本や 
文具も整備され、コピーなども身近に使用できよい場所で
ある。ただ、月に 1 回程度、プログラムが重なり場所の
変更が必要となる。
④教材について
　学習支援の部分でいくと、低学年からの習慣作りと基礎
的な学習内容の定着が必要である。そのためには、教科書
改訂に伴う教科書や学習資料なども毎年充実させていく 
必要がある。また、新しく来日した子どもたちへの日本語
学習の資料の充実が求められる。
⑤子ども達への居場所づくり
　外国にルーツを持つ子どもたちや保護者の居場所づくり
を考えると、楽しいイベントなど交流の場や日本文化を 
紹介するプログラムを増やすことも必要と感じる。

ヒーなども広がった時代です。第2の波は、濃いエスプレッ
ソ風のコーヒーが粋な感じで広がって、「スターバックス
コーヒー」や「バリスタ」という名前が知られるように
なりました。この時代は、大量生産・大量消費が大きな
特徴だとか。そして、第3の波は、スペシャリティ・コーヒー。
生産者と畑を特定した単一種のコーヒー豆を使いコー
ヒーを楽しむというものです。天国屋カフェはレネさん
の畑の豆 (有機栽培 )を直接購入し、自家焙煎しています。
そして、商業を目的とせず、コミュニティ・カフェと    
いう場でそのコーヒーを提供するというスタイルは、  新
しいコーヒーの楽しみ方ではないでしょうか。講座は、
実際にコーヒー豆の種類、焙煎方法の違い、ドリップの
違いなどで淹れ比べながら、味わいを楽しみました。
　ボランティア養成講座に参加した人は、講座３回全体
で５０名弱でした。決して、多いとは言えませんし、 今後
ボランティアを希望した人はいませんでした。とっても
すてきな３回講座でしたので、大変残念でしたが、 それで
も、新しい出会いがありました。
　この講座参加者によるフライパンで焼く「パン教室」
が始まります。詳しくは、賀川記念館ホームページを、
ご覧ください。途中からでも参加可能です。

「すきなおやつはすぐ食べるけどきらいな時は半分だけ食
べます、おばさんありがとう」のメッセージが私たちの
喜びであり、長く続けて来れた原動力と改めて感じて    
います。
　時代と共におやつも様替わりしているようですが思い
出は変わらず残る事でしょう。

　日頃会う機会はなかなかありませんが、学校から家に
帰るまで「ひまわり学級」で過ごす大切な居場所のほん
一部分のかかわりを願っておやつ作り楽しく続けたいと思
います。

「はいず」活動の様子

賀川記念館のボランティア  ①

賀川記念館にはたくさんのボランティアの方々が関わっています。今回からシリーズで賀川記念館ボランティアを紹介させて
いただきます。第 1回は、もっとも古くから関わっていただいている「賀川記念館おやつ作りグループ」です。

（写真はいずれも遠藤優子さんによる「コーヒーのお話」の様子）
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昨年度より「神戸定住外国人支援センター」と「神戸市　
中央区社会福祉協議会」の協力のもと、外国にルーツを  
持つ小学生を対象とした学習支援教室「はいず」の取り組
みが賀川記念館でスタートしました。その 1 年間の報告が
できましたので紹介させていただきます。
～成果と課題～
（1）1年間の活動の概要
2013 年
03月 23日 吾妻地域福祉センターにおいて地域への説明会
      を実施
04月 06日 地域への啓発講演会の実施
04月 19 日 毎週金曜 16時～ 18時のうち 1時間半の活動
 　 スタート　小学 1年生 2人、2年生 1人、
 　 保護者 2人、講師 2人、ボランティア 6人
05月 10日 本格的にスタート　小学 1年生 2人、
 　 保護者 1人、講師 2人、ボランティア 4人
夏休み中（7月 25日、30日、31日、8月 28日、29日）
賀川記念館での通常日の活動は宿題を中心に取り組む
（絵日記、工作、観察日記など）
神戸定住外国人支援センター（KFC）では宿題と基礎学習
08月 23 日 小学 3年生が新たに参加
09 月 27 日 ボランティア 1人増
11 月 29 日 小学 3年生が新たに参加
 　 ボランティア（中国からの留学生）参加
11月 30 日 プレスクール（全 11回）開始
 　 小学 1年生と 3年生一人ずつ参加

（2）成果
　来日後間もない 1 年生女児は、学校でも日本語がわから
ず緊張も強かったが、小学校の担任、教頭も活動の様子を
参観、保護者とも話し、居場所作り等も協力して進めた。
夏休みも賀川記念館の夏祭りへの参加や学校の近くの児童
館にいくことで、友達も広がり、学校になじめるようになっ
た。学習言語から入ることになったが、日本語にもなれて
きた。また送り迎えする母親とも話し合い、学校での課題
を相談し、友達作りや学習支援のあり方も学校に提案する
ことができた。
　来日2年目の1年生は、生活言語はかなり使えることから、
見落とされがちであるが、文字の学習も数の概念形成も  
進んでいない中で、学校では対応されにくい状況だった。
「はいず」での入門的な個別指導と学校の担任との連絡の
取り合いの中で、2 学期後半には落ち着いて学習できる  
ようになってきた。また、母親が積極的に日本語学習を続け、
学校とのかかわりや学習支援のやりかたなど話し合って  
きた。12 月にはサロンを開き、通訳をまじえ、母国での
学校やくらし、宗教と食べ物、生活習慣など話してもらえた。
2 月には、学校で母国の紹介を子どもたちにすることが  
できた。

総合研究所プログラムの報告

「天国屋カフェ ボランティア養成講座」を終えて
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アの方々に支えられて、5年目を迎えました。
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　1983 年 2 月のコープこうべ「協同」で、自分の子ども
にするような母親の手作りの味を地域の子ども達にも拡
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　現在は賀川記念館が休館の月曜日、月 4 回 4 階のキッ
チンスペースをお借りして、40 名のおやつを 13 名の    
ボランティアが  4 グループに分けて作っています。
　みなさまもおやつ、お三時というなつかしい思い出が
おありかと思います。1990 年に作った冊子を開いて見ま
した。当時の村山館長は戦争 3 年目突入、食糧事情も    
極度に悪化、おやつなど全くの贅沢品、祐村副館長は    
おやつを食べた記憶がない、杉原さんはアメリカ人の    
友達の家でパステルカラーの大きなケーキをナイフで    
切り分けてくれ甘くてびっくり、夢のような生活にアメ
リカへのあこがれを強く感じた・・・夫々の時代が感慨
深く伝わって来ました。一方子ども達はいちごで出来た
お菓子の家、F1 形のケーキ、金でできたチョコレート  
などなど可愛い夢がいっぱい、そして「いつもありがとう」

「賀川記念館おやつ作りグループ」　桑山美智子

　3 年生女児は、保護者が熱心で毎日塾にも通い、文字や
算数ではあまり大きな問題は無い。文章で書かれた問題に
ついては、内容理解が難しいのでまだ避けがちである。また、
声に出して読むことには抵抗があるが、他に中国人の子ど
もたちがいることで安心感を持っている。
　3 年生男児は、来日まもなくで日本語指導が必要だが、
中国人留学生のボランティア参加協力を得て、一番難しい
時期の指導を乗り越えることができた。
　日本の文化でもある「折り紙」「カルタ」や「百人一首」   
「お手玉」「こままわし」なども休憩時間に取り入れ、日本
や学校になれることや、交流をはかるようにしてきた。
それぞれの子どもたちの得意分野ができ、お互いに披露 
しあうこともできた。
また、勉強した後に「おやつ」の時間を取り入れたことで、
メリハリのある学習が進められたと思う。
　学習支援だけでなく「はいず」での居場所作り、また 
学校や地域での居場所づくりが、担当スタッフの働きかけ
と地域の民生委員の協力も得て、進んできている。
（3）課題
①該当する児童へのよびかけ
　プレスクールの案内は、今年度は就学前健康診断の時 
などにも置いてもらったりしたが、昨年度もインターネット
や口コミからの参加で、学校からの働きかけはまだ 1 校
のみである。今年度も近隣の学校への働きかけを進めて 
いきたい。
②ボランティア
　大学などにも呼びかけはしているが、なかなか参加が 
難しい。大学生は卒業もあり、新しい学生への働きかけが
必要である。今は、ＫＦＣへのアクセスから、説明し確保
している状況である。最近の学生の生活から考えると、   
アルバイトが当たり前という面もあり、全くの無償ボラン
ティアというのも改善の余地はないものか考える必要はある。
③場所の確保
　賀川記念館 4 階ホールは、子どもたちが落ち着いて    
学習できる場所であり、ボランティアにとっても、本や 
文具も整備され、コピーなども身近に使用できよい場所で
ある。ただ、月に 1 回程度、プログラムが重なり場所の
変更が必要となる。
④教材について
　学習支援の部分でいくと、低学年からの習慣作りと基礎
的な学習内容の定着が必要である。そのためには、教科書
改訂に伴う教科書や学習資料なども毎年充実させていく 
必要がある。また、新しく来日した子どもたちへの日本語
学習の資料の充実が求められる。
⑤子ども達への居場所づくり
　外国にルーツを持つ子どもたちや保護者の居場所づくり
を考えると、楽しいイベントなど交流の場や日本文化を 
紹介するプログラムを増やすことも必要と感じる。

ヒーなども広がった時代です。第2の波は、濃いエスプレッ
ソ風のコーヒーが粋な感じで広がって、「スターバックス
コーヒー」や「バリスタ」という名前が知られるように
なりました。この時代は、大量生産・大量消費が大きな
特徴だとか。そして、第3の波は、スペシャリティ・コーヒー。
生産者と畑を特定した単一種のコーヒー豆を使いコー
ヒーを楽しむというものです。天国屋カフェはレネさん
の畑の豆 (有機栽培 )を直接購入し、自家焙煎しています。
そして、商業を目的とせず、コミュニティ・カフェと    
いう場でそのコーヒーを提供するというスタイルは、  新
しいコーヒーの楽しみ方ではないでしょうか。講座は、
実際にコーヒー豆の種類、焙煎方法の違い、ドリップの
違いなどで淹れ比べながら、味わいを楽しみました。
　ボランティア養成講座に参加した人は、講座３回全体
で５０名弱でした。決して、多いとは言えませんし、 今後
ボランティアを希望した人はいませんでした。とっても
すてきな３回講座でしたので、大変残念でしたが、 それで
も、新しい出会いがありました。
　この講座参加者によるフライパンで焼く「パン教室」
が始まります。詳しくは、賀川記念館ホームページを、
ご覧ください。途中からでも参加可能です。

「すきなおやつはすぐ食べるけどきらいな時は半分だけ食
べます、おばさんありがとう」のメッセージが私たちの
喜びであり、長く続けて来れた原動力と改めて感じて    
います。
　時代と共におやつも様替わりしているようですが思い
出は変わらず残る事でしょう。

　日頃会う機会はなかなかありませんが、学校から家に
帰るまで「ひまわり学級」で過ごす大切な居場所のほん
一部分のかかわりを願っておやつ作り楽しく続けたいと思
います。

「はいず」活動の様子

賀川記念館のボランティア  ①

賀川記念館にはたくさんのボランティアの方々が関わっています。今回からシリーズで賀川記念館ボランティアを紹介させて
いただきます。第 1回は、もっとも古くから関わっていただいている「賀川記念館おやつ作りグループ」です。

（写真はいずれも遠藤優子さんによる「コーヒーのお話」の様子）
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第2回 吉田源治郎（1891～1984年）
前号から鳥飼慶陽さんのコラムを掲載しております。鳥飼さんは、1966～1968年、神戸イエス団教会伝道師と
して活躍され、その後、賀川豊彦に倣って長田区に「番町出合いの家」を開設されました。
賀川豊彦の研究者であり、現在は賀川豊彦の同労者にフォーカスをあて多くのブログを公開されています。

　第1回は、『賀川豊彦とボランティア』（神戸新聞総合出版
センター、2009年）の口述者として知られる「武内勝」を    
取り上げましたが、今回取り上げる「吉田源治郎」も、賀川の
神戸新川献身の初期の時代からの同労者で、その生涯を貫いて
イエス団の大きな柱のひとりとして独自の働きをした人物とし
て知られています。

   写真：吉田源治郎（左）と賀川豊彦（右）
 「賀川豊彦」を語るにその妻・ハルは欠かせず、「武内勝」
を語るにその妻・雪を欠かせませんが、「吉田源治郎」を語る
にその妻・幸（こう）は欠かせません。いずれの妻たちも祝福
の内に長寿・天寿を全うして御許に召されました。
　しかしここでは幸の夫・源治郎のみ短く触れるだけになりま
すが、武内夫妻と同様に吉田夫妻についても、御子息・吉田摂
氏並びに西宮一麦の梅村貞造氏によって膨大な関係資料が蒐集
保存されていたおかげで、「吉田源治郎・幸の世界」と題して、
既にネット上の長期連載でその全容はほぼ明らかにされて     
います。
　それはいま賀川記念館のHPで、「武内勝」関係のドキュメ
ント（これには賀川夫妻の武内宛書簡120通のお宝を含む）と
共に、その補正分が閲読可能になっています。（なお初出の
「賀川豊彦献身100年記念事業オフィシャルサイト」は現在も
伴武澄氏の御好意でUPされています。
 http://k100.yorozubp.com/ ）
　さて、「吉田源治郎」は賀川とは三つ年下で、三重県伊勢の
生まれです。豊かな才能にも恵まれ、賀川と同じ明治学院で 
学び、若き日には、賀川の初期の名著『イエス伝の教え方』
『イエスの宗教とその真理』など数多くの著作を完成させました。

　大正10年「イエスの友会」の創立とその名付け親として知
られ、米国留学を果たしてすぐ、賀川と共に欧米の旅を終えて
帰国後は、「四貫島セツルメント・大阪四貫島教会」「農民福
音学校」「イエスの友会の新年並びに夏季等の修養会」「一麦
保育園・西宮一麦教会」「甲子園二葉幼稚園・甲子園二葉教
会」「馬見労祷教会」などの創立と共に、その責務を忠実に担
いつづけ、地道な活動を実らせていきました。
　ここではただ、周知の特筆すべきふたつのことだけを取り上
げておきます。
　まずひとつは、吉田の主著ともいうべき名著『肉眼で見る星
の研究』（警醒社書店、大正11年 写真：左下）のことです。
これは天文学者として名高い山本一清との深い交流の中から産
み出された作品で、星を愛する宮沢賢治もこれを愛読したとい
われ、戦前戦後にわたり版を重ねて、幅広く親しまれてきまし
た。源治郎の若き日に身近に出会った内村鑑三も、また賀川豊
彦も「星を愛する仲間」であったことは、あたらめて言うまで
もありません。 
　そしてもうひとつは、源治郎が米国留学中にシュヴァイツァ
ーの活動と著作に深い感銘を受け、自ら版権を得てあの名著
『宗教科学より見たる基督教―附『原生林の片隅にて』を読
む』（警醒社書店、大正14年）を翻訳刊行し、本邦はじめて
シュヴァイツァーを紹介したことでも有名です。このシュヴァ
イツァーの写真（写真：右下）は、吉田が著者から受け取り同
書の扉を飾っているものです。吉田は、シュヴァイツァーによ
るバッハのオルガン演奏を直に聴く機会もありましたとか。
　甲子園二葉教会で先年（2011年1月）「吉田源治郎没後25年
周年」も開催され、いまも吉田夫妻にまつわる話題はつきない
ようです。

　　　　
（↗）昨年から今年にかけて賀川のライフワーク「宇宙の目的」の
英訳や、「小説キリスト」の再版、電子書籍「賀川豊彦セレクション」
の発刊などが相次ぎ、賀川再評価の流れが本格的になってきました。
私共の、賀川豊彦記念鳴門友愛会でも、「賀川豊彦入門」「賀川豊彦
の文学」の二冊を出版しました。ドイツやデンマークなどヨーロッパ
諸国では、協同組合事業が盛んになっているということです。青山
学院大学の本間照光教授は、「時代が賀川に追いついた」と言って
います。
　ところが、日本の現政府は「戦後レジームからの脱却」を合言葉
にして、憲法改変、集団的自衛権の容認、秘密保護法の制定、TPP
への参加、教育委員会の廃止、農協の解体などを着々と推し進めて
います。これではあの悪夢のような戦争への道を再び逆行している
としか思えません。私は今、石川達三の「風にそよぐ葦」を読んで
います。日本はまたあのような言論弾圧の国になっていくのでは    
ないかと、本当に心配です。先日、鳴門市賀川豊彦記念館の「入館
者の感想」ノートに＜賀川豊彦は売国奴ではないか＞という文言が
記されていました。東京などでも「ヘイトスピーチ」デモが行われ
ており、国民の右傾化も広がっているように思えてなりません。

　再び戦争をしてはなりません。あのアジア・太平洋戦争での国内
外の膨大な犠牲者の霊に報いるためにも、戦争をしない市民を育て
なくてはならないと思います。今、市民教育が必要です。
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「ナイトカフェの出会いから、夏の夜の夢を実現させて」
　ナイトカフェは毎月第 3金曜日に開催することになりま
した。そして、毎月催し物が入っています。過去三回も「み
んなげんきジム」の米田和正さんらが東北支援報告、ジー
ンズ・アロハ・フラスタジオのグループがフラダンスを披
露してくださいました。また、毎年好評の竹中真ジャズラ
イブは、ホールが満杯になるほどにたくさんの方が来館く
ださいました。
　今回ご紹介したいのは、7 月の「サマー・ドリーム・コ
ンサート」です。歌とフルートなどの音楽の発表会ですが、
参加する人たちは、この天国屋ナイトカフェで出会った人
たちです。天国屋ナイトカフェで出会い、そして、共通の
音楽を通してナイトカフェで奉仕してくれます。5月より

友愛幼児園の親子遠足

　5月 31日（土）朝 9時に親子で集合！
　総勢 276 名の参加で、大型バス 5 台に分かれて乗りこみ
出発。各バスでは保育士のバスレクリエーションを楽しみ
保護者の方も子ども時代にタイムスリッイプして楽しみま
した。

　約1時間で西区にある「楽農生活センター」に着きました。
大きなイチゴハウスの前でピカチュウの帽子をかぶった  
職員の方の説明を聞き、それぞれおいしいイチゴを求めて、
いざイチゴ畑へ！ 今年は急激に気温が上がりイチゴの  
生育がすすみ過ぎと聞いていたのですが、大きなおいし
いイチゴに大感激。0歳児のお友だちも、「10個食べた！」
とか、大きいクラスのお友だちは「50 個食べたよ。」
「100 個食べたよ。」と話していました。約 40 分間の食べ
放題を満喫しました。
　お腹いっぱいのはずなのに、今度はお家の方の作って
くれたお弁当をおいしく頂きました。暑い一日でしたが
子どもたちみんな元気で、食後はおやつを食べたり、     
虫とりをしたり、お花を摘んだり、と元気で楽しい一日
を過ごしました。
　たくさんの親子に参加してもらい、親子間、保護者同士、
保護者と職員のふれ合いのもてる、友愛が大切にして   
きた行事です。親子の輪も保護者同士の輪も広がって   
くれたらいいなあと思います。300 名をお世話するのは
大変ですが、これからも継続していきたいと思います。

天国屋ナイトカフェ 年間スケジュール 

08 月 29 日 (fri)　ジャクソン合同メソジスト教会との交流　
09月 19 日 (fri)　
10 月 17 日 (fri)　サクラ・アンサンブル
11月 21 日 (fri)　アジア学院との交流
12月 05 日 (fri)　ドナ立木＆脇山幹士
2015 年
  1 月 16 日 (fri)　ゴスペル・フラ
02 月 20 日 (fri)　ゴスペル・フラ
03 月 20 日 (fri)　ゴスペル・フラ

ジーンズ・アロハ・フラスタジオ 竹中真（ピアノ）中村恵子（ヴォーカル）によるジャズライブ

天国屋カフェホームページ開設 !! ぜひご覧下さい。

http://tengokuya.michikusa.jp/

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

毎週のように練習を重ねてこられました。
　このような出会いと広がりこそが、天国屋カフェの大き
な目的の一つです。みなさんもどうか、その仲間になって
ください。
　最後に、昨年 11 月にナイトカフェで開催した「アンデ
スの風　フォルクローレコンサート」に出演された吉野敏
子さんが 6月 25 日に召天されました。吉野さんは、11 月
アンデスの絵画展を開いてくれました。すてきな絵画と音
楽という思い出を残してくださって感謝です。出会いがあ
り、別れがあります。悲しみの中にも、出会えた豊かさを
感じます。吉野さん、ありがとうございました。
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『賀川豊彦と有島武郎のことなど』
賀川豊彦召天54周年記念墓前集会

奨励  田辺 健二さん（鳴門市賀川豊彦記念館 館長）

　賀川豊彦召天54周年記念墓前集会が2014年4月26日（土）、神戸
市舞子墓園にある賀川記念納骨堂前で行われました。
　墓前集会を共催した、コープこうべ、神戸YMCA、イエスの友会
神戸支部、神戸イエス団教会、社会福祉法人・学校法人イエス団、
甲子園二葉幼稚園、一麦保育園、神視保育園、天隣乳児保育園、　
みどり野保育園、のぞみ保育園、杉の子保育園、神戸高齢者総合　
ケアセンター真愛、友愛幼児園、コア100賀川、賀川記念館をはじめ
多くの方々が集り、召天54周年を記念して鳴門市賀川豊彦記念館の
田辺健二館長より『賀川豊彦と有島武郎のことなど』と言うテーマ
で次のようなお話をいただきました。　
　私は、大学の卒業論文と大学院の修士論文で有島武郎研究をテー
マとしました。その関係で賀川豊彦に出会いました。有島と賀川は、
与謝野晶子夫妻の呼び掛けで、大杉栄や山川均などと何度か会合を
持っています。有島はキリスト教の実践力の不足などを理由にキリ
スト教から離れますが、賀川の実践に感銘を受けています。（↗）
　

　NHKの朝の連続ドラマで放映中の「花子とアン」の主人公
の花子と賀川豊彦の妻の春子は親戚でした。花子が結婚する
印刷会社の若主人が賀川春子の従兄弟に当たります。彼らの
父親の印刷会社の創設者である村岡平吉（ドラマでは名前が
異なると思いますが）が亡くなった時に葬儀を横浜の指路教
会で行ないました。その時の葬儀の司式を行なったのが賀川
豊彦でした。以前春子はその叔父の平吉の家から住吉女学校
に通っていたこともあった間柄でした。また叔母の「はな」
には大変優しくしてもらった事が記憶に残っています。
　このような間柄の二人が、あの明治・大正・昭和の時代を
女性として強く立派に生き抜いて行った姿を、少し様子の異
なるこの二人を比較しながら見て行くという展示会にしたい
と思っています。

　　　期　間：9月2日（火）～ 10月31日（金）
　　　時　間：10:00～17:00（入館は16:30まで）
　　　休館日：月曜（祝日の場合は開館）
　　　入館料：大人300円、学生100円 
　　　　　　　　　  （期間中は賛助会員以外の割引はありません）

　賀川豊彦が生涯を通じて（19才から書き始めて70才で完成、
1958年出版）取り組んだ「宇宙の目的」が、このたび英語に
翻訳され多くの人々に紹介されることになりました。翻訳者
は、大学の教職に就きながら日本に30年以上在住し、聖和大
学や東京神学大学で教職をつとめられ、その間、賀川豊彦の
著作に接し、これらを欧米の人々に紹介する事に使命を感じ
られた Thomas John Hastings 教授です。現在は、アメリカの
プリンストン大学の研究所に所属し、賀川豊彦の研究をされ
ています。このヘイスチングス教授から、賀川豊彦の「宇宙
の目的」の内容や欧米での評価や話題等に付いてお話し頂け
る予定です。
　大変高い評価を受けておられ、貴重な機会ですので、皆様
のご参加をお待ちしております。

日　時：2014年7月31日（木）
 18:00～20:00
会　場：賀川記念館
 4Fメモリアルホール
参加費：無料
（お申込みは賀川記念館まで）
　　tel 078-221-3627
　　fax 078-221-0810
　　e-mail office@core100.net

村岡花子と賀川春子の
『花子と春子展』9月開催 !!

Thomas John Hastings 教授による「宇宙の目的」の講演会

写真：左「アンのゆりかご」村岡恵理著（新潮文庫）
　　　右「賀川ハルものがたり」鍋谷由美子著（日本キリスト教団出版局）
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賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
イースター式典社　ガーデンエル　ガーデンロイ　共栄火災海上
保険株式会社　甲子園二葉教会　神戸国際キリスト教会　多い夢
神戸国際支縁機構　ディ・オー　仲上アイクリニック　日本食研
ホールディングス株式会社　ぶどうの木保育園　明治学院同窓会
兵庫県支部

賛助（個人）
相戸晴子　逢見直人　青柳靖子　英賀康子　赤崎昌子　赤本公孝
明松善一　明松しのぶ　綾目広治　荒内直子  嵐倉良子  有村克敏
石川勝子　石田チヅコ　石場紘彦　磯田律子   磯前則光　井塚栄子
井上淳信　井上智世　飯岡聰　岩木英一　岩橋恵子　上田一郎　
上田一喜　牛田清博　宇野稔　大澤曉　大沼智得　大野順弘
大平久司　岡本榮一　荻田尚治　奥村達郎　貝原俊民　片岡實　
片山郁子　加藤壽宏　金川眞巳　金山民子　上井香代　神谷潔　
加山久夫　刈谷雅夫　川井ふみ子　河内明　川北勉　河谷里美　
河谷保　川端俊之　河原克美　北川太一　北野収　日下すゞ　
久保惠三郎　久保恭子　倉澤条太  上月三代司  児島隆介  児島若菜
越牟田政亮  越牟田愛子  小林昌範  小宮山盛昭  近藤孝子  近藤良子
齊藤宏　斉藤弥生　坂井宗月　先﨑伍郎　桜谷昌代　佐々木正夫
志方京三　重元勝　師玉健男　品田充儀　島田恒　島津陽子　
清水里美　下地徹　白崎絹子　新川和栄　新野三四子　杉山博昭
鈴木誠也　関紀美子　十亀仁恵　泰井綏子  大仁多美子　武井博子
竹内栄子　竹腰英樹　武田仁　田中康博　谷垣わきゑ　田村宜治
近松文子　千田明美　張さつき　辻博史　坪田恵美子　土井哲也
年清彰雄　友貞澄　中井福美　中﨑さおり　中﨑和代　中野素子
中村澄江　名久井佳治　名越信次　西内芳子  西海弘子　西垣秀樹
西垣光代　西村風胡　野瀬千津子　箱﨑孝治  元正章　長谷川勝義
服部榮　馬場一郎　春名義広　久川正博　久積育郎　桧山秋彦　
平林喜博　廣瀬義昭   廣田重行   日和佐信子  福井香代子  藤原博史
冨士本利子　本城智子　前田雅彦　前田武男　牧田稔　松長乃生
道上康彦　宮崎和恵　宮﨑操　三好長栄　三好美佐子　村岡敏子
森文子　森下美代子　森畑哲洋  八木憲一郎　安井功  矢田部佳子
矢野寛子　山口あい子  山口一史  山口則子  山口三治　山口洋介　
山田洋一　大和慎吾　山本常雄　横山直美　横山葉子　吉田有二
吉村毅　吉山修平　米田成己　李善惠　渡辺賢次　渡部美津江

寄付金（団体）：
One Village One Earth　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　私のお針箱

寄付金（個人）：
石田チヅコ　上野みづほ　上野谷加代子　大野順弘　上内鏡子　
二河照子　西義人　原田好司　福井康代　山口洋介　吉武信彦　
ロメル・アロヨ　匿名 1件

クリスマス献金（団体）： 神戸イエス団教会
賀川像設置寄附（団体）：
カークラフトニシ  共栄火災海上保険株式会社　甲子園二葉幼稚園
コープ環境サービス　ガーデンエル　ガーデンロイ  市民生活協同
組合ならコープ　全労済兵庫　全労済中日本事業本部　全労済   
東日本事業部　仲上アイクリニック　兵庫県農業協同組合中央会
兵庫県信用農業協同組合連合会　兵庫県厚生農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会兵庫県本部  全国共済農業協同組合連合会
兵庫県本部　兵庫県漁業協同組合連合会　わかやま市民生協

賀川像設置寄附（個人）：重元勝　千田明美　森文子　横井幸雄
真愛ホーム寄付（個人）：竹谷俊彦　藤田有美子
書籍寄贈：
ひょうご部落解放・人権研究所　石場紘彦　金気宏明　加山久夫
名和又介　矢萩雅一郎　山口伸治

　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。
2014 年 4月 1日から 6月 30 日までの報告をさせていただきます。
 賛助会費 623,000 円
　　　　　　　　寄付金　 340,983 円
　　　   クリスマス献金　　   10,000 円
 賀川像設置寄附 693,000 円
 真愛ホーム寄附 9,000 円
　　　　　　　　総合計　 1,675,983 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。

　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

賀川記念館の歩み

　記念館ミュージアム入場者数

4月　一般 37名　団体 44名　 行事　200名　合計 281名

5月　一般 54名　団体 75名　 行事　171名　合計 300名

6月　一般  38名　団体  168名　 行事　167名　合計 373名

2014年
 4 月
07（月）　ガーデンエルロイ（西参事出張講演）
13（日）　特別展「描かれた賀川豊彦」終了
18（金）　ナイトカフェ（米田和正さんらによる東北支援報告）
20（日）　協同集会 千葉大学（賀川館長出張講演）
21（月）　コープ環境サービス（講演・見学）
24（木）　全労済中日本新人研修（講演・見学）
26（土）　賀川豊彦召天 54周年記念墓前集会
29（祝）　天国屋カフェボランティア養成講座（講師：榎本てる子氏）

 5 月     
09（金）　「花子と春子展」企画会　共栄火災新人研修（講演・見学）
10（土）　友愛労働歴史館（見学）
15（木）　神戸松蔭女子学院大学・関西学院神学部 （賀川館長出張講演）
16（金）　ナイトカフェ（ウクレレ＆Jeans Aloha Hula Studio）
17（土）　ひょうご部落解放人権研究所（説明見学）
21（水）　総合研究所講演会（講師：岡山孝太郎氏）
22（木）　理事会・評議員会
23（金）　コア 100賀川（JF 漁連にて）
24（土）　天国屋カフェボランティア養成講座（講師：松本聡子氏）
31（土）　兵庫県ユニセフ協会（講演・見学）

 6 月     
01（日）　パジェロ製造労働組合（講演・見学）
03（火）　御影高校（説明・見学）
06（金）　「花子と春子展」企画会
07（土）　コープ活動サポートセンター兵庫（講演・見学）
  明治学院同窓会兵庫県支部総会
08（日）　ヴォーリズを訪ねる（近江兄弟社他訪問）
  全国大学生協連京滋・奈良ブロック（講演・見学）
12（木）　千里丘教会（講演・見学）
13（金）　池田東コープ委員会（講演・見学）
  日本キリスト教社会福祉事業同盟（賀川督明館長講演）
14（土）　天国屋カフェボランティア養成講座（講師：遠藤優子氏）
19（木）　神戸東部教会（見学）
20（金）　ナイトカフェ（竹中真ジャズライブ）
26（木）　5館連絡協議会（本所賀川記念館にて）
27（金）　　　　〃　　　
29（日）　西宮一麦教会（西参事出張講演）

休館のお知らせ
賀川記念館ミュージアム・天国屋カフェは、
8月14日（木）～8月16日（土）
休館（休業）致します。

2014 年 4月 1日～ 2014 年 6月 30 日現在（敬称略 順不同）
十分確認しておりますが、誤り等ございましたらお知らせいただきたく、
お願い申し上げます。
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　2010 年度より「賀川記念館バザー」が、「賀川記念館フェス
ティバル」として、新しい形で再スタートしました。

　通算 48 回を数えます。今回も東北地方の震災支援として岩
手県宮古市の障がい者施設で作られた製品の販売、のみの市、
食べ物、飲み物コーナー、また恒例の楽しいステージ、子ども
たちのためのゲームコーナーなど、盛りだくさんの内容です。
どうぞお越しください。

　 11月2日（日）10時～15時

　 寄贈品も9月より受け付けます。

どうぞよろしくお願いいたします。

賀川記念館フェスティバル（バザー）、　今年もやります !

テナント募集のご案内

お問合せは　Tel：078 - 221 - 3627

昨年度のフェスティバル（バザー） のみの市の様子

友愛幼児園の設立

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D　279,720 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：D区画：約 25.9 坪

築 年 月：2009 年 11 月

管理費等：D区画 27,972 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）

　バプテスト伝道社団は、神戸市内小野浜の製茶
工場に雇われている婦人労務者が幼児を伴い働い
ている状況に鑑み、その保護の必要を痛感し、
1895 年に宣教師 R.T. タムソン夫人により善隣   
幼稚園を開設し、保育が開始されました。1899 年 
磯上通 5 丁目に新園舎を建築し、同時に幼稚園と
して兵庫県の認可を得、さらに 1909 年現在の    
賀川記念館の所在地に移転し、午前と午後の二部
保育制を開始しました。「神戸の保育園史」（1977
年 神戸市保育園連盟 編集・発行）によると当時  
主任をしていた吉川まつ（後に結婚して青木と   
改姓）は、終始一貫して貧しい子どもの保育に   
全力を尽くし、「小野の聖者」とまで呼ばれていま
した。この 1909 年の 12 月に賀川豊彦はこの地に
入り活動を開始していますが、その活動の背景   
には、実はこの吉川まつの感化があったという   
ことが、この「神戸の保育園史」に書かれています。
またこの「善隣」という名前も吉川まつの発案で
あり、それは善き隣人として地域社会の改善を   
図るという意味が込められていました。まさしく
セツルメントの精神であります。しかし、さまざ
まな状況により保育の運営が難しくなり、幼稚園
の目的が達し難くなり、さらに無料保育で社団の
経済的困難な事情も生じ、1934 年秋、葺合区国香
通 6 丁目に移転し、旧園舎は無償でイエス団に   
譲渡されました。
　1935 年 1 月 1 日、イエス団はここに移転して 
無料保育事業を継承し、友愛幼児園の設立となる
わけですが、賀川は善隣幼稚園の運営危機に際し、
園を訪ね「この地のことは私の責任です。私が   
経営の責任をもつから続けてやってもらえないで

しょうか」と提案したといいます。園名は武内勝
の発案で「友愛」は、当時賀川が深く関係して   
いた鈴木文治の「友愛会」と 1918 年につくった    
「イエス団友愛救済所」（診療所）から取ったもので、
キリスト教の友愛の精神に立った幼児のために、
という願いをこめたものであり、「幼児園」とした
のは、教育と福祉の両方の性格をもった幼児教育
機関であることを表すためであったとされて       
います。
　この地に住む子どもたちに対する支援を始めた
R.T. タムソンと吉川まつ、そしてその理念をこの
地域として受け止め引き継いだ賀川豊彦と武内勝。
目の前の子どもたちに対して、目の前の地域の   
貧しさという課題に対して活動を始めたという   
歴史があります。
　その後、1963 年に賀川記念館が設立され、友愛
幼児園と共に地域の子どもたちの支援をトータル
に行い、時代の要請に応えてきました。友愛幼児
園を卒園した子どもたちに対して、学童保育       
「ひまわり学級」（1964 年　神戸市第 1号）を開始、
またその学童保育に通っていた障がい児の預かり
のために障がい児タイムケア事業「くじらぐも」
（1977年）を始め、2012年には保育園に通う、ちょっ
と気になる子どもたちの支援のために、児童発達
支援事業を始めました。隣にいる人のために、 子ど
もたちのために献身してきた歴史を踏まえ、その
理念をしっかり受け継いでいくことが、社会福祉
法人の存在意義が問われている今、私たちに最も
求められている事ではないかと考えています。
賀川記念館副館長・友愛幼児園園長　馬場一郎

写真：善隣幼稚園の新建物（明治 42年）

　教会では、4月20日のイースターと6月８日のペンテコステに、
3 名の受洗者と 1 名の転入者が加わりました。それぞれ、賀川
記念館のカフェ事業などにも関わってくれています。賀川記念
館という働きの中で、神さまにまもられながらの歩みです。    
どうか、今後ともよろしくお願いします。

　なお、7月 23日～29日の 1週間、近隣の 12の教会と恊働で、
「ふくしま・こうべ子どもプログラム」を行います。これは、   

神戸イエス団教会

「福島の現状と課題」

11/157/17 日　時 ： 2014 年 11月 15日（土）
会　場 ： 賀川記念館　4階メモリアルホール
講　演 ： 日本基督教団常磐教会牧師　明石義信氏
お問合せ：賀川記念館   tel 078-221-3627

フライパンで作る天然酵母
ポリパン教室＠天国屋カフェ
日　時 ： 7 月 17日 ,31 日 , 8 月 7日 ,21 日 ,28 日
　　　　10:00 ～ 12:30 頃
会　場 ： 賀川記念館 4F天国屋カフェ
料　金 ： 5 回 1クール 12,000 円 （ランチ代込み）
　　　　1回 2,500 円でもご参加いただけます。
お問合せ：賀川記念館   tel 078-221-3627
ホームページ： http://core100.net/event/140717.pdf

いわき市における常磐教会と東北ヘルプの働きから

2 年前より始めて 3度目になりますが、福島第 1原発事故以降、
少しでも放射能フリーの夏を過ごしてもらおうと、福島県の  
子どもたちを招待しています。今年は、天国屋カフェと協力して、
ナイトカフェを開催する予定です。

日本キリスト教団 神戸イエス団教会
tel  078 ( 251 ) 4870




