未来に伝えたいこと

Volunteer 2014 年 12 月 vol.

〜1.17 阪神淡路大震災 20 年追悼ジャズコンサート〜

1995 年の阪神淡路大震災から 20 年、震災を生き抜いてきた大人たちが、今震災を知らない
世代に向けて語ります。失われた多くの尊い生命、絶望的に破壊された日々の暮らし、深く傷
ついた心。 再び新しい生命を吹き込むために、たどってきた道。
1.17 の出来事は、過去に留まらない。今、未来に向けて語ります。
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社会福祉法人・学校法人 イエス団

日 時：2015 年 1 月 17 日（土）14:00〜16:00 頃
14：00〜14：10 追悼〜黙想と祈り〜
14：10〜15：15 〜1.17 の被災体験から〜
15：30〜16：00 〜追悼ジャズコンサート〜竹中 真 さん
会 場：賀川記念館 4 階メモリアルホール 入場無料
お問合せ：賀川記念館 tel 078-221-3627

「督明さんと共に」

グローバル時代における賀川豊彦の再評価 〜Thomas John Hastings 博士講演会〜
博士は、最近賀川豊彦の生涯の研究テーマである「宇宙の目的」を英訳されアメリカで出版
されました。とても積極的な反響が出始めているとの報告を受けています。日本と世界の観点
から賀川豊彦をどのように評価すべきかということについてお話を聞きます。

1/24

日 時：2015 年 1 月 24 日（土）14:00〜16:00
会 場：賀川記念館 4 階メモリアルホール
入場無料
お問合せ：賀川記念館 tel 078-221-3627

テナント募集のご案内

物件種目：医療用貸店舗
最 寄 駅：阪神「春日野道」駅
賃貸条件：テナント D 271,950 円／月（税込）
敷金 賃料の 10 か月分
敷引 3 か月分
物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5-2-20
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 27,195 円
駐 車 場：店舗南側に来客用駐車場有り
備

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

106

考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

賀川記念館館長、賀川督明さんは、
「賀川
豊彦献身 100 年記念事業」を機に神戸での
活動を始めました。献身 100 年記念事業に
ついて、また賀川記念館の仕事について、共
に考え、語り合い、実行してきました。新し
い賀川記念館の建築にも深く携わり、ミュー
ジアムの設計を担い、その後も持続可能な社
会の実現を目指して、多くの人との交わりの
中で活動を展開してきました。その志半ばで、
去る 2014 年 9 月 17 日、午後 9 時 32 分、召
天されました。
11 月 22 日、賀川記念館で「督明さんと共
に」と題する会を開催しました。お別れ会で
も送る会でもありません。短い神戸での活動
期間でしたが、彼と共に歩んだ日々を思い起
こし、彼が目指したものをもう一度みんなで
共有し、私たちが彼を結節点としてつながる
ための会として行いました。

たくさんの方々にご出席をいただきました。
一部を記念礼拝とし、二部を「思いをつなぐ」
として、督明さんと活動を共にした６名の
方々にお話をいただきました。それぞれのお
話から、彼の目指したものと共に彼の人とな
りが垣間見えてきたように思います。そして
何より、ひとり一人の彼に対する思いが強く
伝わり、もう一度それぞれが、その思いを新
たにできた会になりました。
「督明さんと共に」の案内文の最後に、「今、
あらためて、督明さんに思いを寄せながら、
彼と共に生きてきた仲間がここに集い、私た
ちがつながる機会となることを願っていま
す。
」と書きました。つながることで広がり
や深さが加えられることがあるかもしれませ
ん。
「思い」がつながりを強めると思います。
そのことを覚え、その思いを「シェア」して
いければ、と願います。
副館長 馬場一郎

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（日）〜1 月 5 日（月）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 20 日（土）〜1 月 7 日（水）休業いたします。

天国屋ナイトカフェ
vol.

2015 年
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1 月 23 日（金）17:30〜
発行日

2014 年 12 月 15 日

発行者

馬場一郎

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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「督明さんと共に」
第1部

記念礼拝

第 1 部は、上内鏡子牧師（日本キリスト教団神戸イエス団教会）の
司式により、約 180 名のご参加をいただき記念礼拝を行ないました。
その中で、
「やくそくされたもの」というテーマで上内牧師より以下
の感話をいただきました。
督明さんとの出合いは、賀川豊彦献身 100 年事業でした。理念委員
会を立ち上げ、
「ミッションステートメント 2009」を打ち出しました。
「ミッションステートメント 2009」
わたしたちイエス団の実践は、
1909 年 12 月 24 日の賀川豊彦の献身に始まる。
そして、イエスの愛に倣い、
互いに仕えあい、社会悪と闘い、
新しい社会を目指して
多くの協働者とともに今日まで歩み続けてきた。
この歴史を検証し、働きを引き継ぎ、
今、わたしたちはイエスに倣って生きる。
わたしたちは、いのちが大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、隣り人と共に生きる社会をつくりだす
わたしたちは、違いを認め合える社会をつくりだす
わたしたちは、自然が大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、平和をつくりだす
この中で督明さんは、
「歴史の検証」という言葉を盛り込みました。
賀川豊彦の孫として、マイナスの遺産とも向き合う道を選びました。
歴史を検証しながら、新しい未来を切り開こうと考えました。更に、
「痛みのシェア」
、
「負の遺産のシェア」
、
「マイナスのシェア」という
テーマに取り組まれます。それは、個人的な病の痛みでなく、この
世の不条理や不正義によってもたらされる痛みをわたしたち一人一
人がシェアしなければならないということです。
今、
「僕が担いきれなかった痛みをみんなで担って欲しい」
と言っているように思えます。今私たちは未来へつなぐバトンを、
督明さんから引き受けようとしています。そして、この約束を大切
にすることを願います。
記念礼拝の後、イエス団 黒田道郎理事長と賀川一枝さんよりご挨
拶をいただき、参加された方一人一人が、大きなロウソクの灯から
小さなロウソクの灯に、ロウソクの灯火を分かちあいました。

第2部

思いをつなぐ

第 2 部では、イエス団 平田義常務理事の司会により、賀川督明さん
と共に進められてきたそれぞれの活動内容と督明さんの思いをつな
いでいく決意を下記の方々から語っていただきました。
皆さまもご存じのように、督明さんが活動されておられた分野は
多岐にわたります。その多岐にわたる活動がこの会で紹介されるこ
とによって、各団体や個人の方々が、督明さんを「結節点」として
お互いに繋がっていくことを願い、それぞれの方がスライドを使っ
て督明さんとのつながりを話していただきました。

１． 杉浦 秀典 様

賀川豊彦記念 松沢資料館

２． 梶谷 優介 様

国立療養所 邑久光明園

３． 石井 勇 様

五ヶ瀬自然エネルギー研究所

４． 髙田 知紀 様

神戸市立工業高等専門学校

５． 西谷 寛 様

海と空の約束プロジェクト代表

６． 小林 洋司 様

兵庫大学短期大学部

その後、場所をかえて有志の方による交流会がもたれました。

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。
2014 年 7 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 1,176,000 円
寄付金 1,446,684 円
賀川像設置寄附 70,000 円
真愛ホーム寄付 5,000 円
フェスティバル寄付金
195,000 円
総合計 2,892,684 円
これからも皆様のお支えにより、さまざまな活動を行ってまいり
ます。今後とも引き続きご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
賛助（団体）：
JA 大阪中央会 オリジン電気商事株式会社 コープエイシス
コープ住宅株式会社 生活協同組合コープこうべ 生協労連
全国労働者共済生活協同組合 チャイルド社神戸営業所
徳島県労働者福祉協議会 仲上アイクリニック のぞみ保育園
賛助（個人）
秋田喜代子 アチャンポン倫子 阿部能英 五十棲敦江 池本正人
磯部亜希子 磯部浩二 磯前則光 岩切幸子 植月優子 大下道
大野剛 大山由紀 岡田誠一 岡本久子 岡本康子 岡安茂祐
小澤幸次郎 鍵山直人 加藤鉄三郎 上内英子 河内明 河崎紀子
川端総子 金鐘才 桐月一邦 日下知久 久保正幸 栗岡美保
熊埜御堂美佐子 栗山究 黒田絢 小井出佑圭 越牟田政亮
越牟田愛子 是澤久美子 斉藤勉 桜井利枝 佐藤悦子 佐藤秀男
佐原正洋 佐原尚子 白鳥信美 須貝強 杉山精一 髙梨佳子
竹内郁夫 竹内豊子 田中恵 田中真理子 田辺健二 谷田志津代
玉置良子 田村三佳子 辻早苗 常峰明希 土井哲也 徳弘圭子
冨岡恭子 鳥飼慶陽 永井美香 中村義寿 中村三郎 中山秀美
鍋谷由美子 鍋谷堯爾 滑川静夫 滑川敏子 滑川敏子 南波陽子
仁木壮 西内芳子 野瀬千津子 橋本理 畑雅洋 埴岡義範
早川富美子 早野美智子 原利治 原田洋子 平井孝子 平木是
東村元嗣 東村かずこ 広崎仁一 藤田秀雄 二村摂三 二村道代
冨士本利子 堀俊朗 前田宗彦 増井俊行 増井由美子 三島浩昭
水島慶子 宮﨑操 深山和江 宮本修男 宮本しげ子 三好長栄
向井ひとみ 村田光恵 村山直子 森文子 森田弘子 谷口冶道
山口政紀 山口洋子 山本有希子 湯口恵 横山直子 吉本浩三
吉山修平 米田和代 米満弘 米満八重子 若松善英 渡邉真未
ﾙｰｽ・M・ｸﾞﾙｰﾍﾞﾙ
寄付金（団体）：
青谷 4 丁目町内会 ウエスレーメソジスト合同教会
神戸ユニオン教会 オリジン電気商事株式会社 昭和電工ユニオン
サンタバーバラファーストメソジスト合同教会 民児協八雲地区
全労済中日本事業本部 私のお針箱 One Village One Earth

写真 司式者の上内鏡子牧師

寄付金（個人）：
赤本公孝 阿部志郎 上田征史 岡安茂祐 上内鏡子 佐々木正夫
島田恒 坪田恵美子 寺脇喜久代 土井哲也 都倉康之 撫原周子
二河照子 西義人 原田好司 舟橋信夫 真下東雄 真部マリ子
米満弘 匿名 1 件
賀川像設置寄付：
コープ環境サービス JA 大阪中央会 梅村貞造 芳賀順子

ロウソクの灯火を分かちあう
大きなロウソクの灯から、小さなロウソクに灯火を分けてもらい、
小さなロウソクによって、わたしたちの未来を明るくしましょう。

真愛ホーム寄付：日本基督教団東京信愛教会 小澤幸次郎 竹谷俊彦
物品寄贈（団体）：北田合名会社
2014 年 7 月 1 日〜 2013 年 11 月 30 日現在（敬称略 順不同）

賀川記念館賛助会ご入会のお願い

写真 ロウソクの灯火を分かちあう様子

写真 挨拶をされる賀川一枝さん
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賀川記念館は、賀川豊彦献身 100 年を記念して、2009 年 12 月に新たに
建て替えられました。今を生きる私たちの献身拠点として、2010 年 4 月よ
り活動を開始いたしました。「一人は万人のために、万人は一人のために」
を標語とし、「みなさんとともに生きる社会」を目指して事業を進めてまい
ります。ぜひ、賀川記念館賛助会へご入会くださり、記念館の働きを支え
てくださいますようお願い致します。
賛助会
賀川記念館の働きを支援することを目的としています。
賛助会会費
年額は下記の通りとし、一口以上、上限はありません。
個人：一口 1,000 円 団体：一口 10,000 円
会費は年度ごとの更新とします。
賛助会員入会と退会
「賀川記念館賛助会 入会申込書」に必要事項をご記入いただき、会費を
納入ください。退会される場合は事務局までご連絡ください。
賛助会費の使途
賀川記念館の諸事業に活用いたします。
賛助会費の税控除
個人の方は、所得税にかかわる寄付金控除の対象になります。
団体の方は、法人税法により「損金算入」することができます。
領収書をご希望の方はお申し出ください。
賛助会費のお振り込み方法
郵便局：01140−8−3721 社会福祉法人イエス団 賀川記念館
銀行：三井住友 三宮支店 普通 3253938

2014 年
7月
01（火） 花子とハル展企画会
03（木） B 級グルメの会（見学）
全労済 山梨・千葉・栃木（講演・見学）
06（日） 全労済東京（講演・見学）
08（火） 講演会「記念館の働き」（講師：祐村明、西義人）
13（日） 全労済 神奈川（講演・見学）
14（月） JA 和歌山（西参事出張講演）
15（火） 全労済 神奈川（講演・見学）
17（木） フライパンでパン教室 全労済 群馬・静岡（講演・見学）
18（金） 全労済 埼玉・新潟（講演・見学） ナイトカフェ
19（土） 関学村瀬ゼミ（講演・見学）
20（日） 神戸東部教会（見学） 泉北栂教会（映画・見学）
22（火） コープ住宅（講演・見学）
23（水） 和歌山生協連（講演・見学） 語り部研修会
24（木） 語り部研修会
25（金） ふくしま・こうべナイトカフェ
29（火） 私立保育園連盟救急法研修
31（木） フライパンでパン教室
講演会「宇宙の目的」（講師：Thomas John Hastings）
8月
02（土）
06（水）
08（金）
12（火）
21（木）
26（火）
26（火）
28（木）
29（金）
31（日）

ひょうご部落解放・人権センター（見学・説明）
コープ高砂（講演・見学）
花子とハル展企画会
キリスト教女性センター（見学・会場使用）
フライパンでパン教室
全労済中日本事業部（講演・見学）
大学生協寄付講座「協同組合論」（賀川館長出張講演）
フライパンでパン教室 淀川市民生協（講演・見学）
ナイトカフェ ( ジャクソンメソジスト合同教会）
馬場様（講演・見学）

9月
02（火） 花子とハル展スタート
04（木） 全労済長野茨城（講演・見学）
05（金） 活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ住吉（講演・見学）
13（土） 「ハルのたんぽぽ、花子のたんぽぽ」講師：鍋谷由美子
19（金） ナイトカフェ コア 100 賀川（共栄火災にて）
23（祝） 全労済全国組織事業本部（講演・見学）
26（金） 兵庫 JCC（講演・見学）
10 月
10（金）
17（金）
21（火）
25（土）
31（金）

神戸雲内教会（説明・見学）
諸星氏（講演・見学） ナイトカフェ
賀川像除幕式
生協労連（講演・見学）
コア 100 賀川例会（JA 兵庫にて） 花子とハル展終了

11 月
02（日）
06（木）
08（土）
11（火）
13（木）

賀川記念館フェスティバル
JA 大阪中央会（西参事出張講演）
城北高校（説明・見学） YMCA 退職主事会（説明・見学）
竹内豊子 10 名（説明・見学）
コープこうべ第 1 地区本部（講演・見学）
JA 兵庫（西参事出張講演）
15（土） 「 原発事故あって、『フクシマ』の今」講師：明石義信
18（火） 昭和電工ユニオン（講演・見学）
全労済愛知県本部（講演・見学）
19（水） 全労済愛知県本部（講演・見学）
20（木） 東淀川社会福祉施設連絡会（講演・見学）
全労済福島県本部（講演・見学）
21（金） PHD 協会（講演・見学） ナイトカフェ
22（土） 「督明さんと共に」
24（祝） コープ藤井（講演・見学）
26（水） 全労済大阪本部（講演・見学）
記念館ミュージアム入場者数
07 月

一般 021 名

団体 237 名

行事 389 名

合計 647 名

08 月

一般 047 名

団体 073 名

行事 032 名

合計 152 名

09 月

一般 313 名

団体 104 名

行事 029 名

合計 446 名

10 月

一般 326 名

団体 130 名

行事 034 名

合計 490 名

11 月

一般 043 名

団体 308 名

行事 011 名

合計 362 名

11

最後に「督明さんと共に」の中で、
ご挨拶いただきました賀川一枝さんからの
メッセージ掲載させていただきます。

第 3 回 村島帰之（1891 〜 1965 年）

鳥飼慶陽さんのコラムも第3回をむかえます。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。

神戸のイエス団に連なるKAGAWA GALAXYとして、激動の時
代を共に歩んできた先達の中から、第1回は地元神戸で地道に活動
を続けた「武内勝」を、第2回は西宮と大阪四貫島を拠点に働いた
「吉田源治郎」を取り上げてきました。この第3回ではジャーナリス
トとして最初に賀川の同労者となった「村島帰之（よりゆき）」を
取り上げます。
大正4年に大阪毎日新聞社に入社後、大正6年の夏には米国留学
から帰国した賀川との交流がはじまり、出世作「ドン底生活」では
賀川を紹介するなどして、大正8年には神戸支局に移って「友愛会
関西労働同盟会」の結成の折には賀川を理事長にして村島は理事
を引き受けています。上の写真はその時のもので前列右端が賀川で
その隣が鈴木文治、村島は後列右二人目で意気揚々と肩を組んで
います。
村島は異色の記者として労働運動の第一線で活動をつづけ、賀
川の小説「死線を越えて」を「改造」に斡旋し、翌9年にはこれを改
造社より世に出す大役を果たした男としても知られ、翌10年の「川
崎三菱大争議」の時は肋膜炎で療養中でしたが、大正11年には日
本農民組合の理事に加わり、御殿場で開催された第1回イエスの友
会修養会に参加して講師をつとめ、その時の有名な賀川の講演筆
記「苦難に対する態度」を、さらに大正12年には神戸イエス団にお
ける賀川の聖書講義を「イエスの日常生活」として仕上げるなどの

活躍ぶりを見せ、同年12月には、賀川夫妻の媒酌のもとに生涯の
伴侶・宮沢しづえと神戸で結婚しています。
その後大正13年には賀川の名著「愛の科学」を世に出し、翌14
年には賀川の祈祷書「神との対座」を纏め、その後も「わが闘
病」「病床を道場として」「少年平和読本」などの賀川の著作を
世に出して、自らも「歓楽の墓」「善き隣人」「美しき献身」「賀
川豊彦病中闘史」ほか数多くの著作を残し、10年前には「村島帰
之著作選集」全5巻が出版されています。最晩年に御夫妻の美し
い著作「愛と死の別れ―野と花にかよう夫婦の手紙」や父・帰之
と息子・健一の共著「親馬鹿おやじ二代記」も注目を集め、村島
は1965年に73歳の生涯を終えています。
村島帰之ついては、個人的なブログ「対話の時代・宗教・人
権・部落問題」http://d.hatena.ne.jp/keiyousan/ における190回に
わたる長期連載「賀川豊彦の畏友・村島帰之」を行い、それらの
すべてを、賀川記念館のHP http://www.core100.net/ の「研究
所」の中で、読みやすくして公開していただいています。
中でもその中から、彼の重要な
著作――「村島帰之のアメリカ紀
行」「預言詩人・賀川豊彦」「労働
運動昔ばなし」「本邦労働運動と
基 督 教」「賀川豊彦 病中闘史」
「歓楽の墓」など――を独立した
作品として公開しています。
村島の作品はどれも逸品ばかり
で、歴史的な資料としても価値の
高いものです。賀川記念館には、
村島御夫妻の没後に平和學園創立
20周年記念出版としてつくられた
「ますらおのごとく――村島帰之
先生の生涯」（昭和41年・非売
品）が所蔵されています。

バトンをつなぐ
杉浦 秀典さん（賀川豊彦記念 松沢資料館）

梶谷 優介さん（国立療養所 邑久光明園）

石井 勇さん（五ヶ瀬自然エネルギー研究所）

右の写真は、賀川に随行して1931
年に出掛けた時のものです。

賀川記念館のボランティア ②

「神戸ユニオン教会・米国メソジスト合同教会」

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。
前回からシリーズで賀川記念館ボランティアを紹介しております。
第 2 回は、
「天国屋カフェ」ボランティアとして「神戸ユニオン教会・
米国メソジスト合同教会」を紹介いたします。

天国屋カフェのボランティアは、決して台所にいる人たちだけではあり
ません。わたしたちを支えてくれる人たちは、見えないところにもいます。わ
たしたちは、神戸ユニオン教会、米国メソジスト合同教会などのキリスト
教の諸教会は大きな力です。それぞれの教会が捧げてくれた献金が、天
国屋カフェのコーヒー焙煎機と冷凍庫、庭のぶどう棚となりました。
庭のぶどう棚は、カフェを居場所としている青年が一日がかりで組み立
ててくれました。今ぶどうは葉を落としていますが、来夏には、
きっと青い
葉を茂らせて木陰をつくるでしょう。そして、いつか実りをもたらす時が来
るでしょう。だから、ぶどう棚は、ガーデニングの道具という枠を超えて、
青年にモノ作りへのチャレンジの機会を与え、
「庭作りと実りという夢」を
も提供してくれるのです。
コーヒーの焙煎機は、
フィリピンの農家から直接購入した有機栽培コー
ヒーをちょうどいい具合に焙煎してくれます。だから、美味しいコーヒーを
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髙田 知紀さん所用のため西谷 寛さん、賀川 一枝さんが紹介

提供できるようになりました。コーヒーを飲みながらの楽しい会話が聞こえ
てくるようです。
そして、冷凍庫は、食物の無駄が出ないように冷凍することで、台所の
機能が飛躍的にアップしました。
それぞれの教会の資金が抱負だから献金してくださったのではありま
せん。一人ひとりが見えない所で関心を持ち、応援してくれているから、そ
の祈りが届けられたと思っています。その祈りが形となって天国屋カフェ
の心に届きました。本当にありがとうございます。
西谷 寛さん（海と空の約束プロジェクト代表）

小林 洋司さん（兵庫大学短期大学部）

2009 年の「献身 100 年記念事業」に加えていただいたのをきっ
かけに、神戸とのご縁ができました。
「マイナスのシェア」
「痛
みに寄り添う」というテーマを見出せたのも、神戸で出会った
みなさんに触発されたからです。
頭でっかちな私たちは、現場を持たずに生きてきました。
神戸で初めて現場の世界に足を踏み入れたトクさんは、戸惑い
ながら自分なりに足がかりを見出していきます。その道筋の一
つが「マイナスのシェア」でした。しかし、それも今思えば机
上の空論だったのです。自らがマイナスを持つ当事者となって
はじめて、自分たちが、それまでわかったような気になってい
た傲慢さに思い至りました。最期の 4 カ月は、
「痛みに寄り添
おうとしてくれた」人たちの有り難さを実感し、
「マイナスを
シェア」する人たちと生きることが許された、素晴らしい時間
でした。
トクさんが気にかけていたことがあります。
それは豊彦が残した負の遺産です。端的に言えば、部落差別と
ハンセン病隔離の問題。豊彦を褒め称えるだけではなく、改め
るべき点は改めて、傷を与えた相手に許しを乞うこと。その許
しが受け入れられて和解できなければ、どんなに多くの善い行
ないをしても無に等しい、と二人で話し合ってきました。多分、
それができるのは肉親であるトクさんだけだから頑張らなくて
は、と励まし合ってきたのです。
トクさん亡き後、その宿題は誰が引き継ぎ、和解をかなえるのか。
私もお役に立ちたいと思っていますから、諦めずに前進してい
きましょう。
もう一つ、目の前のニーズに追い立てられながら生きる日々の
暮らしの中で、ほんの少しでいいから、大局を見る心の余裕を
持ちたいと言い合ってきました。それが平和を実現し、子ども
や孫の世代により良い社会をバトンタッチすることにつながる
と信じているからです。
殺人や虐待は誰もが憎むべき罪ですが、それを犯す人が止むに
止まれぬ想いでそこに至ったことを忘れないでいたいと思いま
す。
「痛み」を和らげ人を笑顔にするために、痛みに寄り添う
人になれるように祈ります。ほんの少しの救いが、罪に転落す
ることを踏みとどまる支えになることを信じています。
豊彦が防貧のためのアイディアを考えたのも、貧しさが人の心
を荒廃させ、罪の温床になることを防ぐためだったはずです。
あの時代の貧しさと比べ、今の時代の貧しさは水面下に潜んで
いる分、厄介です。追いつめられた人が、罪を犯す前に救われ
る手だてを考えなくてはなりません。
トクさんは天国に移り、苦しみから解放されているのですから、
悲しむべきではないのでしょう。しかし、まだまだやりたいこ
とが、
いっぱいあったに違いないのです。トクさんの描いた夢を、
代わりにみなさんにかなえていただきたい。そのためにトクさ
んのバトンを受け取ってほしいと願っています。
2014 年 11 月 22 日 賀川一枝
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特別展「村岡花子と賀川ハルの『花子とハル展』
」

!
!
了
終
に
盛況の内
NHK の朝ドラで「花子とアン」の放送が始まったのは
今年の 3 月 31 日でした。
しばらくして、
賀川記念館のミュー
ジアムを見学に来られた方が私たちに「この本に賀川豊彦
の事が載っていたので、見学に来ました」といって『アン
のゆりかご』という本を見せてくれました。そこには村岡
花子と賀川ハルが義理の従姉妹だと書かれていました。早
速インターネットで家系図を調べてみるとその通りです。
そして、1922 年に福音印刷の創業者であり花子の義父で
ある村岡平吉が昇天した時は、神戸から賀川豊彦がハルと
ともに行って豊彦が葬儀の司式を行なった事が書かれてい
ました。
このチャンスを生かして、多くの人に賀川豊彦とハルの
事を知ってもらおうと考え、この特別展を企画しました。
早速賀川記念館の「語り部ボランティア」の皆さん 15 人
に集まっていただき企画会議を行ないました。そこで展示
の方法、訴える内容、見学者にもって帰って頂くもの、等
を論議して決めました。そして開催期間を 9 月と 10 月の
2 ヶ月間としました。新聞社等のマスコミにもお知らせし
ましたところ、話題性のある企画として 4 つの新聞社に掲
載して頂きました。来館者は 2 ヶ月間で個人 659 名、団
体 248 名、合計 907 名になりました。御来館の皆様は、
賀川豊彦とハルの事を始めて知って、こんなすごい人が日
本に居たのか、と驚きと共に今の時代に居てくれたら良い
のにとの思いを述べられていました。賀川豊彦とハルを
知ってもらう企画は大成功に終わりました。語り部ボラン
ティアの皆さんのご協力です。9 月 28 名、10 月 24 名，
合計 52 名のご協力を頂きました。御来館有り難う御座い
ました。
写真左下：鍋谷由美子さんサイン会の様子 写真右下：講演会の様子

鍋谷由美子さん講演会
「ハルのたんぽぽ 花子のたんぽぽ」
「ハルのたんぽぽ 花子のたんぽぽ」と題した講演会を 9 月
17 日に開催しました。講師は『賀川ハルものがたり』の著者
鍋谷由美子さんです。
優しい語り口で、いろいろなエピソードを交えて、女性なら
ではの切り口と視点でのお話は、参加者の共感を得て、大変盛
り上がりました。
とりわけ、村岡花子をモデルとしたドラマ『花子とアン』が
NHK で放映され、講演会場の隣の部屋では賀川記念館の特別
展『花子とハル展』を開催している最中でしたので、参加者の
関心も大変高く、興味も大きかったようでした。
内容について詳しくは、講演者の著作『賀川ハルものがたり』
をご覧下さい。賀川記念館にて用意しています。

天国屋ナイトカフェ（7 月〜11 月）

毎月 20 名ほどのボランティアが、朝 9 時から晩まで料理を
作り、ケーキを焼いて、皆さんをお待ちしています。この美味
しい食事を味わいながら、すばらしい出し物をお楽しみいただ
いています。
7 月「サマー ドリーム コンサート」 と題して、天国屋
カフェで出会った若者たちが、歌や音楽で「夏の夜の夢」を見
せてくれたようだった。
8 月ジャクソン５ 登場！といえば今は亡きマイケル・ジャ
クソンの兄弟 5 人を思い浮かべるが、このジャクソンは、米国
ニュージャージー州のジャクソン教会の 5 名が、わたしたちの
ナイトカフェに参加してくださった。天国屋カフェとジャクソ
ン教会の繋がりは、 米国メソジスト合同教会が企画している
ADVANCE とう助成金制度。この制度に、
天国屋カフェが応募し、
その活動が機関誌に掲載された。その記事を通して、ジャクソ
ン教会は、わたしたちと繋がり、キリスト教会のミッション・
トリップとして来神が実現した。彼らは、ナイトカフェだけで
はなく、翌日の吾妻ふれまち夏まりにも参加した。
また、NZM18（のぞみ保育園有志）による歌と踊りと合奏を、
longman. たくへい＆えいじ ( たくへいさんは
「ゆうりん」
の職員 )
によるライブで会場は盛り上がりよき交流の場となりました。
9 月少し秋の気配も感じられ 9 月の夕暮れ、神戸ユニオン教
会の若手メンバーがピアノとゴスペルで、熱い夜を演出してく
ださった。マドカ・ンワノジョさん、ポール・ザウさん。二人
の豊かな個性と才能にうっとり。
11 月アジア学院との交流。 毎年恒例となりつつあるアジ
ア学院の参加。アジア学院は、
「共に生きる」
というテーマをもっ
て、アジアの農村リーダーを中心に研修会を行い、自給自足の
生活を目指し、平和を願って、地域づくりに貢献している。こ
の夜、活動報告のあと、カメルーンからの留学生、タタン・ティ
ルバーバンさんによる歌と踊りの指導もあった。参加者は、彼
女の魅力に誘われて、一緒に踊りを楽しんだ。

「ふくしま・こうべこどもプログラム」
天国屋カフェは、教会の依頼でふくしまの子どもたちを受け
入れるナイトカフェを開催しました。7 月 25 日の真夏の夜に開
催しました。カフェの冒頭では、現場からの報告がありました。
福島県の会津にある会津放射能情報センター代表の片岡輝美
さんが、福島第一原発の事故による放射能被害の現状を説明し、
子どもの甲状腺異常の確立が、かなり高い確立で発症している
報告を受けました。この事実をどのように受け止めるか。事柄
は深刻です。また、
こどもの保護者が心の内を話してくれました。
放射能の不安を日常生活では話せない空気で満ちているそうで
す。心配していても、言葉にできないもどかしさは、そこに住
む人々の心を重く苦しくしているようでした。
このような現実に対して、カフェのできることは限られてい
ます。たった一夜の夕食に、安全な食事を提供するだけ。小さ
なことしかできませんが、それでも 1 回の食事を安心して食べ、
心置きなく語り合う場を提供することができて、とてもよかっ
たともいます。また、カフェの学生ボランティアが、こどもた
ちに工作を企画してくれました。子どもたちが、段ボールでギ
ターをつくり、最後に、ギターのお披露目をし、一緒に歌を歌
いました。ご協力してくださった方々、みんなありがとう。

7 月：サマー ドリーム コンサート

8 月：米国ニュージャージー州のジャクソン教会

8 月：longman. たくへい＆えいじ ( 愛隣館研修センターの有志 )

8 月：NZM18（のぞみ保育園有志）

9 月：神戸ユニオン教会のピアノとゴスペル演奏

4
7 月：ふくしま・こうべこどもプログラム

11 月：アジア学院との交流

9

総合研究所プログラム（5 月〜11 月）

〜現代社会とキリスト教〜

「激浪の海に叫ぶ声」
5 月 21 日（水）岡山 孝太郎

元社会福祉法人イエス団理事

後半は、1963 年に賀川記念館が建設され、幼児園と子ども
たちと地域の人達のために行なわれた様々な活動についての話
でした。それらの内容は日本において、ほとんど初めての取り
組みばかりで、日本のセツルメント活動の先頭を行くものでし
た。地域の子どもたちの「クラブ活動を編成」する、地域の老
人を組織して「老人クラブを作り活動する」
、地域の子どもた
ちの「習字教室やそろばん教室」
、外国の大人の「識字教室」
等が有りました。
この時期、行政や民間もまだそこまで手が回らない時代でし
た。しかし地域の人々はそのことを求めていたのでした。その
求めていた事柄をこの賀川記念館が行なって来たという事を若
い人々に伝え、彼らの心に新しいセツルメントの種を植え付け
ようとする試みでした。

〜東日本とともに〜

「原発事故あって、『フクシマ』の今」
今回、お話いただいた岡山先生は、2005 年度から 2009 年度
まで社会福祉法人の理事としてイエス団の法人運営にご尽力い
ただき、現在もキリスト教社会福祉の分野において講演活動を
中心に奔走されておられます。強烈なインパクトを受ける今回
の講演題からも非常に迫力ある講演をいただきました。特に
印象的だったのが、お話の中で、現在の日本の社会福祉事業は、
長期化した日本経済の低迷や少子高齢化問題での制度改革で、
激浪にさらされており、その苦難の中で、改めて賀川豊彦が
体験した想いを忘れてはならないとのメッセージでした。
お話の中で先生の賀川が体験した想いとは、賀川豊彦著書の
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賀川記念館の総合研究所の講演会になっていますが、元々は
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デンティティ等についての理解が薄れて来ているとの認識で、
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得ないようになった神戸の社会情勢と、賀川豊彦が実施した
様々な事業についての内容が中心に伝えられました。
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11 月 15 日（土）明石 義信
常磐教会（福島県いわき市）牧師 白水のぞみ保育園長

賀川豊彦胸像除幕式
賀川記念館 50 周年記念事業の一貫として、
賀川豊彦の「胸像」
を制作することを計画しておりました。賀川記念館に来られた
多くの方々が賀川豊彦に出会い、賀川豊彦の原点を繰り返し考
える機会を作りたいとの願いを込めての計画です。その除幕式
を 10 月 21 日に執り行いました。
制作者は、乾漆のモダンアートで海外でも高い評価を受けて
おられる彫刻家 小杉三朗氏です。
「乾漆とは、粘土で作った原
型の上に、漆（うるし）を浸した麻布を何層も重ねて貼って行
く技法です。漆は日本の気候風土に合った伝統的な素材ですか
ら、鑑真和上像のように 1000 年以上も保つことができ、また、
麻布の柔らかさと漆の深い光沢が独自の質感を生み出します」
と小杉氏談です。
こうした優れた特性を持つ反面、
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「色彩
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講演会『宇宙の目的』

2011 年 3 月 11 日以来、
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射能の不安と向き合う辛さをそのように考えざるを得ない事情
があります。
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のように受け止めていくのか、そのようなこと含めて、
「フク
シマ」のことを考え続ける必要を感じました。

7 月 31 日の 18 時から 20 時までの時間で Thomas John
Hastings 博士の講演を 30 人の参加者を得て行いました。これ
は賀川豊彦が生涯をかけて書き上げた『宇宙の目的』の英訳完
成記念として行なったものです。賀川豊彦の書かれた最難解の
この著作を丁寧に解説頂き、参加者は熱心にメモを取りながら
参加していました。
当日はもう一つの目的であった、ヘイスティングス先生から
賀川家の代表としての賀川督明（賀川記念館館長）への、英訳
本の贈呈式を行いました。
なお、この内容は新聞で報道されました。
Thomas John Hastings 博士経歴
1987 年から来日し複数の大学で教鞭、2008 年東京神学大学
実践神学教授を最後に日本での大学教授生活を離れてアメリカ
に帰国、2012 年までプリンストン市神学研究センター副館長・
研究員、現在米国 NY 日本国際基督教大学財団・主任研究員と
して賀川研究を継続されている。

写真上・中：除幕式の様子
写真下

：制作者の小杉三朗氏（左）

写真左下：英訳本の贈呈の様子 賀川督明館長（左）と Hastings 博士（右）
写真右下：英訳本「宇宙の目的」
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第48 回 賀川記念館フェスティバル

ご協力 感謝です !!
ありがとうございました
11 月 2 日、第 48 回賀川記念館フェスティバル（バザー）を楽しく、
また事故なく終えることができました。今年は天候が悪くなる予報
でしたが、雨も降らず、例年通りすべてのコーナーを実施でき、た
くさんの人に来ていただき、にぎわいました。入場者も 500 名を数え、
多くのボランティアの皆様、地域の皆様に支えられて開催すること
ができました。
旧賀川記念館の時代、1965 年から始まったこのバザーは、今年で
48 回を迎えました。この 48 回はみなさまのご支援、ご協力に支え
られて、この地域とともに歩んできた歴史でもあります。またその
開催の目的にも地域福祉事業の資金協力とともに当初から「地域と
の交流」が掲げられていました。
「賀川記念館フェスティバル実行委
員会」でも、その歴史を踏まえ、趣旨・目的をしっかり捉えて開催
していくことが確認され、進めてまいりました。
今年も趣旨にご賛同いただき、ご支援・ご協力をいただき、本当
にありがとうございました。フェスティバルで得た収益につきまし
ては、その趣旨・目的に沿い、
「賀川記念館の働きのために」使わせ
ていただきます。
今後ともご理解・ご支援いただきますように、どうぞよろしくお
願いしいたします。
※最終的な売り上げ、収益は以下の通りです。
感謝をもってご報告させていただきます。
収入計

885,863 円（寄付、賛助広告含む）

支出計

201,268 円

収益計

684,595 円

（岩手県宮古市の障がい者施設で作られた物品の売り上げ 14,020 円
はそのまま施設に送らせていただきます。
）
※収益金につきましては、今年度の目的に沿い
①さまざまな人の居場所づくりのために
②賀川記念館ミュージアム運営のために
③友愛幼児園保育教材購入のために
④東日本被災地支援のために
つかわせていただきます。ありがとうございました。
社会福祉法人イエス団 賀川記念館
フェスティバル実行委員会委員長 祐村 明
副館長 馬場一郎
写真右 ステージの様子 上から
友愛幼児園職員のゲーム
神戸あすなろ腹話術サークルの腹話術
〃
のバルーン・アート
秋山姉妹の三線演奏
布引中学校吹奏楽部の演奏
写真左 行列のできるわたがし
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賛助広告：
吾妻ときわ会 吾妻婦人会 新井組 イースター式典社 市川
市川歯科医院 伊藤荒物店 イナハラ 大阪よどがわ市民生活
協同組合 小倉商店 小﨑整骨院 コーヒーショップかたぐるま
きむらクリニック 理容九州 共栄火災海上保険株式会社
業務スーパー大安亭店 寿司清たつ 近畿労働金庫 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 悟空
コープエイシス 東雲診療所 嶋田商店 しゅん平 多い夢
武田商店 チャイルド社 チャイルド社神戸営業所 司商会
中央むつみ会 ディー・オー トータルロジシステム 虎屋宝飾
美容室どりーむ 鳥舟商店 お菓子のながお 中野歯科 中本商店
早川 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 藤木工務店大阪本店 フレーベル館
富士ゼロックス兵庫株式会社 ヘルシースペースサカタ まつもと
松石・後藤税理士事務所 マリーンハート薬局 三木屋 味正堂
メガネの一木 モリシタ精肉店 山倉精肉店 山路歯科医院
ゆりの根 吉野建設株式会社 菱三印刷株式会社
寄付金（団体）：
アウディ 青谷愛児園職員一同・父母の会 吾妻６丁目自治会
イースター式典社 鳥舟商店 民児協八雲地区
寄付金（個人）：
井塚栄子 河谷里美 河谷保 加藤壽宏 河原克美 近藤孝子
近藤良子 齊藤宏 佐伯政子 篠原幸子 正垣博詞 田中寛
田中道子 谷紳一 辻秀治郎 南波陽子 西内芳子 西海弘子
平木是 福井香代子 松永美明 真部マリ子 森田弘子 森畑哲洋
安井功 山口あい子 吉村毅
寄贈品提供（団体）：
青谷４丁目町内会 吾妻婦人会 コープ伊丹福祉サークル
生活協同組合コープこうべ ディー・オー 橋本ガレージ
日本食研ホールディングス株式会社 兵庫日産自動車株式会社
ファイン ベア商事 ボルボ・カー神戸
寄贈品提供（個人）：
青柳靖子 英賀康子 有田伊吹 伊藤颯真 伊藤直子 井上夢叶
井上智世 上垣紅 臼井遼太 大沢友子 大田忠子 大塚明彦
大塚洋子 大野政子 奥山加奈子 小栗敦子 小澤 小野昌二
織金瑛大 加藤鉄三郎 加藤カヨ子 金山美優 上内鏡子 川森博司
川森めぐみ 吴蘊韜 小池茂晴 小池清代美 髙岸智恵子 小林勝
小林彰子 頃安美菜萌 権藤久喜 宰務奏 貞永慶子 佐藤悦子
清水陽向 下野友莉 下野晴生 関紀美子 竹谷俊彦 谷紳一
玉井礼子 辻本 常峰瑛那 坪田葉月 鄭恵怜 寺岡由美子
遠野かおり 中畑多美子 中馬洋子 中村照子 南波陽子
仲山英一・美智子・由紀子・香 西義人 西内芳子 西岡歩
西川真央 野瀬千津子 橋本幸忠 橋本果歩 蓮田真央 蓮田大武
馬場一郎 浜勲 早野美智子 藤野裕子 藤森蒼真 藤森悠真
藤原悠衣 藤原貴子 本城智子 前田琉揮 松下聖來 松下結翔
松本いと 港川陽子 宮﨑操 深山和江 宮本修男 宮本しげ子
宮本雄子 森田六花 森田弘子 矢萩雅一郎 山口あい子
山口則子 山路洋子 山下晏裕美 山田洋一 吉田麻衣子
和又逸也
（敬称略 順不同）

二宮児童館 〜恒例の段ボール迷路〜
今年も 11 月 13、14 日の 2 日間恒例の段ボール迷路を開催
しました。
「アナと雪の女王」ブームに乗って今年のテーマは、
「スノー
ワールド！」
。例年の冒険のイメージとは違い、メルヘンチッ
クな迷路でした。
たった２日間ですが、今年も地域の保育園の子ども達、親子、
一般来館児童、学童・・と総勢 330 名もの参加者がありました。
年々参加者が増えていき嬉しい悲鳴を上げていますが、毎年
これを楽しみに待っていてくれ「楽しかった！」の多くの声に
喜びを感じながら取り組んでいます。
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アウディ 青谷愛児園職員一同・父母の会 吾妻６丁目自治会
イースター式典社 鳥舟商店 民児協八雲地区
寄付金（個人）：
井塚栄子 河谷里美 河谷保 加藤壽宏 河原克美 近藤孝子
近藤良子 齊藤宏 佐伯政子 篠原幸子 正垣博詞 田中寛
田中道子 谷紳一 辻秀治郎 南波陽子 西内芳子 西海弘子
平木是 福井香代子 松永美明 真部マリ子 森田弘子 森畑哲洋
安井功 山口あい子 吉村毅
寄贈品提供（団体）：
青谷４丁目町内会 吾妻婦人会 コープ伊丹福祉サークル
生活協同組合コープこうべ ディー・オー 橋本ガレージ
日本食研ホールディングス株式会社 兵庫日産自動車株式会社
ファイン ベア商事 ボルボ・カー神戸
寄贈品提供（個人）：
青柳靖子 英賀康子 有田伊吹 伊藤颯真 伊藤直子 井上夢叶
井上智世 上垣紅 臼井遼太 大沢友子 大田忠子 大塚明彦
大塚洋子 大野政子 奥山加奈子 小栗敦子 小澤 小野昌二
織金瑛大 加藤鉄三郎 加藤カヨ子 金山美優 上内鏡子 川森博司
川森めぐみ 吴蘊韜 小池茂晴 小池清代美 髙岸智恵子 小林勝
小林彰子 頃安美菜萌 権藤久喜 宰務奏 貞永慶子 佐藤悦子
清水陽向 下野友莉 下野晴生 関紀美子 竹谷俊彦 谷紳一
玉井礼子 辻本 常峰瑛那 坪田葉月 鄭恵怜 寺岡由美子
遠野かおり 中畑多美子 中馬洋子 中村照子 南波陽子
仲山英一・美智子・由紀子・香 西義人 西内芳子 西岡歩
西川真央 野瀬千津子 橋本幸忠 橋本果歩 蓮田真央 蓮田大武
馬場一郎 浜勲 早野美智子 藤野裕子 藤森蒼真 藤森悠真
藤原悠衣 藤原貴子 本城智子 前田琉揮 松下聖來 松下結翔
松本いと 港川陽子 宮﨑操 深山和江 宮本修男 宮本しげ子
宮本雄子 森田六花 森田弘子 矢萩雅一郎 山口あい子
山口則子 山路洋子 山下晏裕美 山田洋一 吉田麻衣子
和又逸也
（敬称略 順不同）

二宮児童館 〜恒例の段ボール迷路〜
今年も 11 月 13、14 日の 2 日間恒例の段ボール迷路を開催
しました。
「アナと雪の女王」ブームに乗って今年のテーマは、
「スノー
ワールド！」
。例年の冒険のイメージとは違い、メルヘンチッ
クな迷路でした。
たった２日間ですが、今年も地域の保育園の子ども達、親子、
一般来館児童、学童・・と総勢 330 名もの参加者がありました。
年々参加者が増えていき嬉しい悲鳴を上げていますが、毎年
これを楽しみに待っていてくれ「楽しかった！」の多くの声に
喜びを感じながら取り組んでいます。
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総合研究所プログラム（5 月〜11 月）

〜現代社会とキリスト教〜

「激浪の海に叫ぶ声」
5 月 21 日（水）岡山 孝太郎

元社会福祉法人イエス団理事

後半は、1963 年に賀川記念館が建設され、幼児園と子ども
たちと地域の人達のために行なわれた様々な活動についての話
でした。それらの内容は日本において、ほとんど初めての取り
組みばかりで、日本のセツルメント活動の先頭を行くものでし
た。地域の子どもたちの「クラブ活動を編成」する、地域の老
人を組織して「老人クラブを作り活動する」
、地域の子どもた
ちの「習字教室やそろばん教室」
、外国の大人の「識字教室」
等が有りました。
この時期、行政や民間もまだそこまで手が回らない時代でし
た。しかし地域の人々はそのことを求めていたのでした。その
求めていた事柄をこの賀川記念館が行なって来たという事を若
い人々に伝え、彼らの心に新しいセツルメントの種を植え付け
ようとする試みでした。

〜東日本とともに〜

「原発事故あって、『フクシマ』の今」
今回、お話いただいた岡山先生は、2005 年度から 2009 年度
まで社会福祉法人の理事としてイエス団の法人運営にご尽力い
ただき、現在もキリスト教社会福祉の分野において講演活動を
中心に奔走されておられます。強烈なインパクトを受ける今回
の講演題からも非常に迫力ある講演をいただきました。特に
印象的だったのが、お話の中で、現在の日本の社会福祉事業は、
長期化した日本経済の低迷や少子高齢化問題での制度改革で、
激浪にさらされており、その苦難の中で、改めて賀川豊彦が
体験した想いを忘れてはならないとのメッセージでした。
お話の中で先生の賀川が体験した想いとは、賀川豊彦著書の
詩集「涙の二等分」の ≪ おいしが泣いて 目が醒めて おむ
つをかえて乳溶いて 椅子にもたれて涙くる ≫ の一部引用さ
れました。この賀川が体験した「腸（はらわた）が引き裂かれ
ていく痛み」は、社会福祉の実践において常に「共生の未来を
拓く根源の力」となり、
そしてその想いは、
支援を受ける方々（利
用者）との究極の連帯や一体感につながっていくと、
先生はおっ
しゃっておられました。
私たちイエス団は、理念である「MS2009」を策定し、実現
化していくため、イエス・キリストに倣った取り組みをおこなっ
ていますが、そんな私たちに改めて、聖書に触れ福音を読み解
くことが重要とメッセージをいただきました。

「賀川豊彦と賀川記念館の働き」
7 月 8 日（火）西 義人 賀川記念館参事
祐村 明 社会福祉法人イエス団理事

賀川記念館の総合研究所の講演会になっていますが、元々は
イエス団で働く職員の若返りに伴い、イエス団やイエス団幼児
園、賀川記念館の成り立ちや、その目指すところ、理念、アイ
デンティティ等についての理解が薄れて来ているとの認識で、
賀川先生の理念と実践の理解と、賀川記念館がどんな事をやっ
て来たのかを知ってもらう事を目的として行ないました。
1868 年の神戸港開港から 1963 年の初代賀川記念館設立まで
の期間を前半として、賀川豊彦がスラムに入り活動をせざるを
得ないようになった神戸の社会情勢と、賀川豊彦が実施した
様々な事業についての内容が中心に伝えられました。
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11 月 15 日（土）明石 義信
常磐教会（福島県いわき市）牧師 白水のぞみ保育園長

賀川豊彦胸像除幕式
賀川記念館 50 周年記念事業の一貫として、
賀川豊彦の「胸像」
を制作することを計画しておりました。賀川記念館に来られた
多くの方々が賀川豊彦に出会い、賀川豊彦の原点を繰り返し考
える機会を作りたいとの願いを込めての計画です。その除幕式
を 10 月 21 日に執り行いました。
制作者は、乾漆のモダンアートで海外でも高い評価を受けて
おられる彫刻家 小杉三朗氏です。
「乾漆とは、粘土で作った原
型の上に、漆（うるし）を浸した麻布を何層も重ねて貼って行
く技法です。漆は日本の気候風土に合った伝統的な素材ですか
ら、鑑真和上像のように 1000 年以上も保つことができ、また、
麻布の柔らかさと漆の深い光沢が独自の質感を生み出します」
と小杉氏談です。
こうした優れた特性を持つ反面、
「乾漆」は制作技術が難しく、
奈良・平安時代以降は途絶えていました。小杉氏はこの失われ
た技法を現代によみがえらせ、独自の色彩技法を開拓、
「色彩
乾漆」と名付け、26 歳で日展に初入選して以来、微妙な色使
いと妙味を生み出したこの技法が、世界でも類を見ない物とし
て高い評価を得ています。この「色彩乾漆」技法が賀川像の制
作に採用されています。
賀川記念館 4 階ミュージアムに設置していますので、どうぞ
一度お会いに来てください。

講演会『宇宙の目的』

2011 年 3 月 11 日以来、
東北の被災地のことをわすれないため、
2 年連続で東北ヘルプの川上直哉牧師の講演いただきましたが、
3 年目の今年は川上牧師に紹介いただき福島県いわき市の常磐
教会の牧師で白水のぞみ保育園長の明石義信さん（56）をお招
きしました。
放射能の見えない魔の手は子どもたちをむしばみ、この 8 月、
会津若松市の 15,000 名の子どもに 5 人の甲状腺癌および疑い
が確認されています。
「通常」は「100 万人に 5 人」と言われ
ています。また、
『福島原発から汚染水の大量海洋流出し、年間、
セシウム 137 が 8 兆 4000 億トン、トリチウム 8 兆 7600 億トン、
ストロンチウム 5 兆 1100 億トン』となっていて、汚染水の大
規模な海洋拡散が止められません。世界の海洋汚染が進んでい
ます。
標題の「フクシマ」が何故、カタカナなのか、それは、現在、
東北地方の多くの人々の意識の中に、危険なのは「福島」だけ、
他の場所は安全なのだという意識持つことによって安心を得た
いという気分が広がっています。しかし、実際、放射能は福島
県周辺の他県にも広がっており、世界での「フクシマ」という
言葉は、放射能で汚染された地域を指します。逃れることもで
きず、そこに生活をせざるを得ない方々にとっては、毎日、放
射能の不安と向き合う辛さをそのように考えざるを得ない事情
があります。
今、そこに住んでいる人々にとっては、そこから逃げるので
はなく、どうやったらそこで生きていけるのか、放射能との共
存が課題になっています。地域の中では合意形成が重要で、そ
れに納得しながらでないと生きていけません。国家が個人を
守ってくれないならば、個人が判断し自己決定していくしかあ
りません。しかし、そのことで苦しんでいる人々にどのように
寄り添い続けることができるのか、今日の課題となっています。
参加者からは、
「どうしてそのような重要なことが公で議論
されないのか」という質問が出ました。このような不条理をど
のように受け止めていくのか、そのようなこと含めて、
「フク
シマ」のことを考え続ける必要を感じました。

7 月 31 日の 18 時から 20 時までの時間で Thomas John
Hastings 博士の講演を 30 人の参加者を得て行いました。これ
は賀川豊彦が生涯をかけて書き上げた『宇宙の目的』の英訳完
成記念として行なったものです。賀川豊彦の書かれた最難解の
この著作を丁寧に解説頂き、参加者は熱心にメモを取りながら
参加していました。
当日はもう一つの目的であった、ヘイスティングス先生から
賀川家の代表としての賀川督明（賀川記念館館長）への、英訳
本の贈呈式を行いました。
なお、この内容は新聞で報道されました。
Thomas John Hastings 博士経歴
1987 年から来日し複数の大学で教鞭、2008 年東京神学大学
実践神学教授を最後に日本での大学教授生活を離れてアメリカ
に帰国、2012 年までプリンストン市神学研究センター副館長・
研究員、現在米国 NY 日本国際基督教大学財団・主任研究員と
して賀川研究を継続されている。

写真上・中：除幕式の様子
写真下

：制作者の小杉三朗氏（左）

写真左下：英訳本の贈呈の様子 賀川督明館長（左）と Hastings 博士（右）
写真右下：英訳本「宇宙の目的」
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特別展「村岡花子と賀川ハルの『花子とハル展』
」

!
!
了
終
に
盛況の内
NHK の朝ドラで「花子とアン」の放送が始まったのは
今年の 3 月 31 日でした。
しばらくして、
賀川記念館のミュー
ジアムを見学に来られた方が私たちに「この本に賀川豊彦
の事が載っていたので、見学に来ました」といって『アン
のゆりかご』という本を見せてくれました。そこには村岡
花子と賀川ハルが義理の従姉妹だと書かれていました。早
速インターネットで家系図を調べてみるとその通りです。
そして、1922 年に福音印刷の創業者であり花子の義父で
ある村岡平吉が昇天した時は、神戸から賀川豊彦がハルと
ともに行って豊彦が葬儀の司式を行なった事が書かれてい
ました。
このチャンスを生かして、多くの人に賀川豊彦とハルの
事を知ってもらおうと考え、この特別展を企画しました。
早速賀川記念館の「語り部ボランティア」の皆さん 15 人
に集まっていただき企画会議を行ないました。そこで展示
の方法、訴える内容、見学者にもって帰って頂くもの、等
を論議して決めました。そして開催期間を 9 月と 10 月の
2 ヶ月間としました。新聞社等のマスコミにもお知らせし
ましたところ、話題性のある企画として 4 つの新聞社に掲
載して頂きました。来館者は 2 ヶ月間で個人 659 名、団
体 248 名、合計 907 名になりました。御来館の皆様は、
賀川豊彦とハルの事を始めて知って、こんなすごい人が日
本に居たのか、と驚きと共に今の時代に居てくれたら良い
のにとの思いを述べられていました。賀川豊彦とハルを
知ってもらう企画は大成功に終わりました。語り部ボラン
ティアの皆さんのご協力です。9 月 28 名、10 月 24 名，
合計 52 名のご協力を頂きました。御来館有り難う御座い
ました。
写真左下：鍋谷由美子さんサイン会の様子 写真右下：講演会の様子

鍋谷由美子さん講演会
「ハルのたんぽぽ 花子のたんぽぽ」
「ハルのたんぽぽ 花子のたんぽぽ」と題した講演会を 9 月
17 日に開催しました。講師は『賀川ハルものがたり』の著者
鍋谷由美子さんです。
優しい語り口で、いろいろなエピソードを交えて、女性なら
ではの切り口と視点でのお話は、参加者の共感を得て、大変盛
り上がりました。
とりわけ、村岡花子をモデルとしたドラマ『花子とアン』が
NHK で放映され、講演会場の隣の部屋では賀川記念館の特別
展『花子とハル展』を開催している最中でしたので、参加者の
関心も大変高く、興味も大きかったようでした。
内容について詳しくは、講演者の著作『賀川ハルものがたり』
をご覧下さい。賀川記念館にて用意しています。

天国屋ナイトカフェ（7 月〜11 月）

毎月 20 名ほどのボランティアが、朝 9 時から晩まで料理を
作り、ケーキを焼いて、皆さんをお待ちしています。この美味
しい食事を味わいながら、すばらしい出し物をお楽しみいただ
いています。
7 月「サマー ドリーム コンサート」 と題して、天国屋
カフェで出会った若者たちが、歌や音楽で「夏の夜の夢」を見
せてくれたようだった。
8 月ジャクソン５ 登場！といえば今は亡きマイケル・ジャ
クソンの兄弟 5 人を思い浮かべるが、このジャクソンは、米国
ニュージャージー州のジャクソン教会の 5 名が、わたしたちの
ナイトカフェに参加してくださった。天国屋カフェとジャクソ
ン教会の繋がりは、 米国メソジスト合同教会が企画している
ADVANCE とう助成金制度。この制度に、
天国屋カフェが応募し、
その活動が機関誌に掲載された。その記事を通して、ジャクソ
ン教会は、わたしたちと繋がり、キリスト教会のミッション・
トリップとして来神が実現した。彼らは、ナイトカフェだけで
はなく、翌日の吾妻ふれまち夏まりにも参加した。
また、NZM18（のぞみ保育園有志）による歌と踊りと合奏を、
longman. たくへい＆えいじ ( たくへいさんは
「ゆうりん」
の職員 )
によるライブで会場は盛り上がりよき交流の場となりました。
9 月少し秋の気配も感じられ 9 月の夕暮れ、神戸ユニオン教
会の若手メンバーがピアノとゴスペルで、熱い夜を演出してく
ださった。マドカ・ンワノジョさん、ポール・ザウさん。二人
の豊かな個性と才能にうっとり。
11 月アジア学院との交流。 毎年恒例となりつつあるアジ
ア学院の参加。アジア学院は、
「共に生きる」
というテーマをもっ
て、アジアの農村リーダーを中心に研修会を行い、自給自足の
生活を目指し、平和を願って、地域づくりに貢献している。こ
の夜、活動報告のあと、カメルーンからの留学生、タタン・ティ
ルバーバンさんによる歌と踊りの指導もあった。参加者は、彼
女の魅力に誘われて、一緒に踊りを楽しんだ。

「ふくしま・こうべこどもプログラム」
天国屋カフェは、教会の依頼でふくしまの子どもたちを受け
入れるナイトカフェを開催しました。7 月 25 日の真夏の夜に開
催しました。カフェの冒頭では、現場からの報告がありました。
福島県の会津にある会津放射能情報センター代表の片岡輝美
さんが、福島第一原発の事故による放射能被害の現状を説明し、
子どもの甲状腺異常の確立が、かなり高い確立で発症している
報告を受けました。この事実をどのように受け止めるか。事柄
は深刻です。また、
こどもの保護者が心の内を話してくれました。
放射能の不安を日常生活では話せない空気で満ちているそうで
す。心配していても、言葉にできないもどかしさは、そこに住
む人々の心を重く苦しくしているようでした。
このような現実に対して、カフェのできることは限られてい
ます。たった一夜の夕食に、安全な食事を提供するだけ。小さ
なことしかできませんが、それでも 1 回の食事を安心して食べ、
心置きなく語り合う場を提供することができて、とてもよかっ
たともいます。また、カフェの学生ボランティアが、こどもた
ちに工作を企画してくれました。子どもたちが、段ボールでギ
ターをつくり、最後に、ギターのお披露目をし、一緒に歌を歌
いました。ご協力してくださった方々、みんなありがとう。

7 月：サマー ドリーム コンサート

8 月：米国ニュージャージー州のジャクソン教会

8 月：longman. たくへい＆えいじ ( 愛隣館研修センターの有志 )

8 月：NZM18（のぞみ保育園有志）

9 月：神戸ユニオン教会のピアノとゴスペル演奏

4
7 月：ふくしま・こうべこどもプログラム

11 月：アジア学院との交流
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最後に「督明さんと共に」の中で、
ご挨拶いただきました賀川一枝さんからの
メッセージ掲載させていただきます。

第 3 回 村島帰之（1891 〜 1965 年）

鳥飼慶陽さんのコラムも第3回をむかえます。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。

神戸のイエス団に連なるKAGAWA GALAXYとして、激動の時
代を共に歩んできた先達の中から、第1回は地元神戸で地道に活動
を続けた「武内勝」を、第2回は西宮と大阪四貫島を拠点に働いた
「吉田源治郎」を取り上げてきました。この第3回ではジャーナリス
トとして最初に賀川の同労者となった「村島帰之（よりゆき）」を
取り上げます。
大正4年に大阪毎日新聞社に入社後、大正6年の夏には米国留学
から帰国した賀川との交流がはじまり、出世作「ドン底生活」では
賀川を紹介するなどして、大正8年には神戸支局に移って「友愛会
関西労働同盟会」の結成の折には賀川を理事長にして村島は理事
を引き受けています。上の写真はその時のもので前列右端が賀川で
その隣が鈴木文治、村島は後列右二人目で意気揚々と肩を組んで
います。
村島は異色の記者として労働運動の第一線で活動をつづけ、賀
川の小説「死線を越えて」を「改造」に斡旋し、翌9年にはこれを改
造社より世に出す大役を果たした男としても知られ、翌10年の「川
崎三菱大争議」の時は肋膜炎で療養中でしたが、大正11年には日
本農民組合の理事に加わり、御殿場で開催された第1回イエスの友
会修養会に参加して講師をつとめ、その時の有名な賀川の講演筆
記「苦難に対する態度」を、さらに大正12年には神戸イエス団にお
ける賀川の聖書講義を「イエスの日常生活」として仕上げるなどの

活躍ぶりを見せ、同年12月には、賀川夫妻の媒酌のもとに生涯の
伴侶・宮沢しづえと神戸で結婚しています。
その後大正13年には賀川の名著「愛の科学」を世に出し、翌14
年には賀川の祈祷書「神との対座」を纏め、その後も「わが闘
病」「病床を道場として」「少年平和読本」などの賀川の著作を
世に出して、自らも「歓楽の墓」「善き隣人」「美しき献身」「賀
川豊彦病中闘史」ほか数多くの著作を残し、10年前には「村島帰
之著作選集」全5巻が出版されています。最晩年に御夫妻の美し
い著作「愛と死の別れ―野と花にかよう夫婦の手紙」や父・帰之
と息子・健一の共著「親馬鹿おやじ二代記」も注目を集め、村島
は1965年に73歳の生涯を終えています。
村島帰之ついては、個人的なブログ「対話の時代・宗教・人
権・部落問題」http://d.hatena.ne.jp/keiyousan/ における190回に
わたる長期連載「賀川豊彦の畏友・村島帰之」を行い、それらの
すべてを、賀川記念館のHP http://www.core100.net/ の「研究
所」の中で、読みやすくして公開していただいています。
中でもその中から、彼の重要な
著作――「村島帰之のアメリカ紀
行」「預言詩人・賀川豊彦」「労働
運動昔ばなし」「本邦労働運動と
基 督 教」「賀川豊彦 病中闘史」
「歓楽の墓」など――を独立した
作品として公開しています。
村島の作品はどれも逸品ばかり
で、歴史的な資料としても価値の
高いものです。賀川記念館には、
村島御夫妻の没後に平和學園創立
20周年記念出版としてつくられた
「ますらおのごとく――村島帰之
先生の生涯」（昭和41年・非売
品）が所蔵されています。

バトンをつなぐ
杉浦 秀典さん（賀川豊彦記念 松沢資料館）

梶谷 優介さん（国立療養所 邑久光明園）

石井 勇さん（五ヶ瀬自然エネルギー研究所）

右の写真は、賀川に随行して1931
年に出掛けた時のものです。

賀川記念館のボランティア ②

「神戸ユニオン教会・米国メソジスト合同教会」

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。
前回からシリーズで賀川記念館ボランティアを紹介しております。
第 2 回は、
「天国屋カフェ」ボランティアとして「神戸ユニオン教会・
米国メソジスト合同教会」を紹介いたします。

天国屋カフェのボランティアは、決して台所にいる人たちだけではあり
ません。わたしたちを支えてくれる人たちは、見えないところにもいます。わ
たしたちは、神戸ユニオン教会、米国メソジスト合同教会などのキリスト
教の諸教会は大きな力です。それぞれの教会が捧げてくれた献金が、天
国屋カフェのコーヒー焙煎機と冷凍庫、庭のぶどう棚となりました。
庭のぶどう棚は、カフェを居場所としている青年が一日がかりで組み立
ててくれました。今ぶどうは葉を落としていますが、来夏には、
きっと青い
葉を茂らせて木陰をつくるでしょう。そして、いつか実りをもたらす時が来
るでしょう。だから、ぶどう棚は、ガーデニングの道具という枠を超えて、
青年にモノ作りへのチャレンジの機会を与え、
「庭作りと実りという夢」を
も提供してくれるのです。
コーヒーの焙煎機は、
フィリピンの農家から直接購入した有機栽培コー
ヒーをちょうどいい具合に焙煎してくれます。だから、美味しいコーヒーを

10

髙田 知紀さん所用のため西谷 寛さん、賀川 一枝さんが紹介

提供できるようになりました。コーヒーを飲みながらの楽しい会話が聞こえ
てくるようです。
そして、冷凍庫は、食物の無駄が出ないように冷凍することで、台所の
機能が飛躍的にアップしました。
それぞれの教会の資金が抱負だから献金してくださったのではありま
せん。一人ひとりが見えない所で関心を持ち、応援してくれているから、そ
の祈りが届けられたと思っています。その祈りが形となって天国屋カフェ
の心に届きました。本当にありがとうございます。
西谷 寛さん（海と空の約束プロジェクト代表）

小林 洋司さん（兵庫大学短期大学部）

2009 年の「献身 100 年記念事業」に加えていただいたのをきっ
かけに、神戸とのご縁ができました。
「マイナスのシェア」
「痛
みに寄り添う」というテーマを見出せたのも、神戸で出会った
みなさんに触発されたからです。
頭でっかちな私たちは、現場を持たずに生きてきました。
神戸で初めて現場の世界に足を踏み入れたトクさんは、戸惑い
ながら自分なりに足がかりを見出していきます。その道筋の一
つが「マイナスのシェア」でした。しかし、それも今思えば机
上の空論だったのです。自らがマイナスを持つ当事者となって
はじめて、自分たちが、それまでわかったような気になってい
た傲慢さに思い至りました。最期の 4 カ月は、
「痛みに寄り添
おうとしてくれた」人たちの有り難さを実感し、
「マイナスを
シェア」する人たちと生きることが許された、素晴らしい時間
でした。
トクさんが気にかけていたことがあります。
それは豊彦が残した負の遺産です。端的に言えば、部落差別と
ハンセン病隔離の問題。豊彦を褒め称えるだけではなく、改め
るべき点は改めて、傷を与えた相手に許しを乞うこと。その許
しが受け入れられて和解できなければ、どんなに多くの善い行
ないをしても無に等しい、と二人で話し合ってきました。多分、
それができるのは肉親であるトクさんだけだから頑張らなくて
は、と励まし合ってきたのです。
トクさん亡き後、その宿題は誰が引き継ぎ、和解をかなえるのか。
私もお役に立ちたいと思っていますから、諦めずに前進してい
きましょう。
もう一つ、目の前のニーズに追い立てられながら生きる日々の
暮らしの中で、ほんの少しでいいから、大局を見る心の余裕を
持ちたいと言い合ってきました。それが平和を実現し、子ども
や孫の世代により良い社会をバトンタッチすることにつながる
と信じているからです。
殺人や虐待は誰もが憎むべき罪ですが、それを犯す人が止むに
止まれぬ想いでそこに至ったことを忘れないでいたいと思いま
す。
「痛み」を和らげ人を笑顔にするために、痛みに寄り添う
人になれるように祈ります。ほんの少しの救いが、罪に転落す
ることを踏みとどまる支えになることを信じています。
豊彦が防貧のためのアイディアを考えたのも、貧しさが人の心
を荒廃させ、罪の温床になることを防ぐためだったはずです。
あの時代の貧しさと比べ、今の時代の貧しさは水面下に潜んで
いる分、厄介です。追いつめられた人が、罪を犯す前に救われ
る手だてを考えなくてはなりません。
トクさんは天国に移り、苦しみから解放されているのですから、
悲しむべきではないのでしょう。しかし、まだまだやりたいこ
とが、
いっぱいあったに違いないのです。トクさんの描いた夢を、
代わりにみなさんにかなえていただきたい。そのためにトクさ
んのバトンを受け取ってほしいと願っています。
2014 年 11 月 22 日 賀川一枝
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「督明さんと共に」
第1部

記念礼拝

第 1 部は、上内鏡子牧師（日本キリスト教団神戸イエス団教会）の
司式により、約 180 名のご参加をいただき記念礼拝を行ないました。
その中で、
「やくそくされたもの」というテーマで上内牧師より以下
の感話をいただきました。
督明さんとの出合いは、賀川豊彦献身 100 年事業でした。理念委員
会を立ち上げ、
「ミッションステートメント 2009」を打ち出しました。
「ミッションステートメント 2009」
わたしたちイエス団の実践は、
1909 年 12 月 24 日の賀川豊彦の献身に始まる。
そして、イエスの愛に倣い、
互いに仕えあい、社会悪と闘い、
新しい社会を目指して
多くの協働者とともに今日まで歩み続けてきた。
この歴史を検証し、働きを引き継ぎ、
今、わたしたちはイエスに倣って生きる。
わたしたちは、いのちが大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、隣り人と共に生きる社会をつくりだす
わたしたちは、違いを認め合える社会をつくりだす
わたしたちは、自然が大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、平和をつくりだす
この中で督明さんは、
「歴史の検証」という言葉を盛り込みました。
賀川豊彦の孫として、マイナスの遺産とも向き合う道を選びました。
歴史を検証しながら、新しい未来を切り開こうと考えました。更に、
「痛みのシェア」
、
「負の遺産のシェア」
、
「マイナスのシェア」という
テーマに取り組まれます。それは、個人的な病の痛みでなく、この
世の不条理や不正義によってもたらされる痛みをわたしたち一人一
人がシェアしなければならないということです。
今、
「僕が担いきれなかった痛みをみんなで担って欲しい」
と言っているように思えます。今私たちは未来へつなぐバトンを、
督明さんから引き受けようとしています。そして、この約束を大切
にすることを願います。
記念礼拝の後、イエス団 黒田道郎理事長と賀川一枝さんよりご挨
拶をいただき、参加された方一人一人が、大きなロウソクの灯から
小さなロウソクの灯に、ロウソクの灯火を分かちあいました。

第2部

思いをつなぐ

第 2 部では、イエス団 平田義常務理事の司会により、賀川督明さん
と共に進められてきたそれぞれの活動内容と督明さんの思いをつな
いでいく決意を下記の方々から語っていただきました。
皆さまもご存じのように、督明さんが活動されておられた分野は
多岐にわたります。その多岐にわたる活動がこの会で紹介されるこ
とによって、各団体や個人の方々が、督明さんを「結節点」として
お互いに繋がっていくことを願い、それぞれの方がスライドを使っ
て督明さんとのつながりを話していただきました。

１． 杉浦 秀典 様

賀川豊彦記念 松沢資料館

２． 梶谷 優介 様

国立療養所 邑久光明園

３． 石井 勇 様

五ヶ瀬自然エネルギー研究所

４． 髙田 知紀 様

神戸市立工業高等専門学校

５． 西谷 寛 様

海と空の約束プロジェクト代表

６． 小林 洋司 様

兵庫大学短期大学部

その後、場所をかえて有志の方による交流会がもたれました。

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。
2014 年 7 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 1,176,000 円
寄付金 1,446,684 円
賀川像設置寄附 70,000 円
真愛ホーム寄付 5,000 円
フェスティバル寄付金
195,000 円
総合計 2,892,684 円
これからも皆様のお支えにより、さまざまな活動を行ってまいり
ます。今後とも引き続きご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
賛助（団体）：
JA 大阪中央会 オリジン電気商事株式会社 コープエイシス
コープ住宅株式会社 生活協同組合コープこうべ 生協労連
全国労働者共済生活協同組合 チャイルド社神戸営業所
徳島県労働者福祉協議会 仲上アイクリニック のぞみ保育園
賛助（個人）
秋田喜代子 アチャンポン倫子 阿部能英 五十棲敦江 池本正人
磯部亜希子 磯部浩二 磯前則光 岩切幸子 植月優子 大下道
大野剛 大山由紀 岡田誠一 岡本久子 岡本康子 岡安茂祐
小澤幸次郎 鍵山直人 加藤鉄三郎 上内英子 河内明 河崎紀子
川端総子 金鐘才 桐月一邦 日下知久 久保正幸 栗岡美保
熊埜御堂美佐子 栗山究 黒田絢 小井出佑圭 越牟田政亮
越牟田愛子 是澤久美子 斉藤勉 桜井利枝 佐藤悦子 佐藤秀男
佐原正洋 佐原尚子 白鳥信美 須貝強 杉山精一 髙梨佳子
竹内郁夫 竹内豊子 田中恵 田中真理子 田辺健二 谷田志津代
玉置良子 田村三佳子 辻早苗 常峰明希 土井哲也 徳弘圭子
冨岡恭子 鳥飼慶陽 永井美香 中村義寿 中村三郎 中山秀美
鍋谷由美子 鍋谷堯爾 滑川静夫 滑川敏子 滑川敏子 南波陽子
仁木壮 西内芳子 野瀬千津子 橋本理 畑雅洋 埴岡義範
早川富美子 早野美智子 原利治 原田洋子 平井孝子 平木是
東村元嗣 東村かずこ 広崎仁一 藤田秀雄 二村摂三 二村道代
冨士本利子 堀俊朗 前田宗彦 増井俊行 増井由美子 三島浩昭
水島慶子 宮﨑操 深山和江 宮本修男 宮本しげ子 三好長栄
向井ひとみ 村田光恵 村山直子 森文子 森田弘子 谷口冶道
山口政紀 山口洋子 山本有希子 湯口恵 横山直子 吉本浩三
吉山修平 米田和代 米満弘 米満八重子 若松善英 渡邉真未
ﾙｰｽ・M・ｸﾞﾙｰﾍﾞﾙ
寄付金（団体）：
青谷 4 丁目町内会 ウエスレーメソジスト合同教会
神戸ユニオン教会 オリジン電気商事株式会社 昭和電工ユニオン
サンタバーバラファーストメソジスト合同教会 民児協八雲地区
全労済中日本事業本部 私のお針箱 One Village One Earth

写真 司式者の上内鏡子牧師

寄付金（個人）：
赤本公孝 阿部志郎 上田征史 岡安茂祐 上内鏡子 佐々木正夫
島田恒 坪田恵美子 寺脇喜久代 土井哲也 都倉康之 撫原周子
二河照子 西義人 原田好司 舟橋信夫 真下東雄 真部マリ子
米満弘 匿名 1 件
賀川像設置寄付：
コープ環境サービス JA 大阪中央会 梅村貞造 芳賀順子

ロウソクの灯火を分かちあう
大きなロウソクの灯から、小さなロウソクに灯火を分けてもらい、
小さなロウソクによって、わたしたちの未来を明るくしましょう。

真愛ホーム寄付：日本基督教団東京信愛教会 小澤幸次郎 竹谷俊彦
物品寄贈（団体）：北田合名会社
2014 年 7 月 1 日〜 2013 年 11 月 30 日現在（敬称略 順不同）

賀川記念館賛助会ご入会のお願い

写真 ロウソクの灯火を分かちあう様子

写真 挨拶をされる賀川一枝さん
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賀川記念館は、賀川豊彦献身 100 年を記念して、2009 年 12 月に新たに
建て替えられました。今を生きる私たちの献身拠点として、2010 年 4 月よ
り活動を開始いたしました。「一人は万人のために、万人は一人のために」
を標語とし、「みなさんとともに生きる社会」を目指して事業を進めてまい
ります。ぜひ、賀川記念館賛助会へご入会くださり、記念館の働きを支え
てくださいますようお願い致します。
賛助会
賀川記念館の働きを支援することを目的としています。
賛助会会費
年額は下記の通りとし、一口以上、上限はありません。
個人：一口 1,000 円 団体：一口 10,000 円
会費は年度ごとの更新とします。
賛助会員入会と退会
「賀川記念館賛助会 入会申込書」に必要事項をご記入いただき、会費を
納入ください。退会される場合は事務局までご連絡ください。
賛助会費の使途
賀川記念館の諸事業に活用いたします。
賛助会費の税控除
個人の方は、所得税にかかわる寄付金控除の対象になります。
団体の方は、法人税法により「損金算入」することができます。
領収書をご希望の方はお申し出ください。
賛助会費のお振り込み方法
郵便局：01140−8−3721 社会福祉法人イエス団 賀川記念館
銀行：三井住友 三宮支店 普通 3253938

2014 年
7月
01（火） 花子とハル展企画会
03（木） B 級グルメの会（見学）
全労済 山梨・千葉・栃木（講演・見学）
06（日） 全労済東京（講演・見学）
08（火） 講演会「記念館の働き」（講師：祐村明、西義人）
13（日） 全労済 神奈川（講演・見学）
14（月） JA 和歌山（西参事出張講演）
15（火） 全労済 神奈川（講演・見学）
17（木） フライパンでパン教室 全労済 群馬・静岡（講演・見学）
18（金） 全労済 埼玉・新潟（講演・見学） ナイトカフェ
19（土） 関学村瀬ゼミ（講演・見学）
20（日） 神戸東部教会（見学） 泉北栂教会（映画・見学）
22（火） コープ住宅（講演・見学）
23（水） 和歌山生協連（講演・見学） 語り部研修会
24（木） 語り部研修会
25（金） ふくしま・こうべナイトカフェ
29（火） 私立保育園連盟救急法研修
31（木） フライパンでパン教室
講演会「宇宙の目的」（講師：Thomas John Hastings）
8月
02（土）
06（水）
08（金）
12（火）
21（木）
26（火）
26（火）
28（木）
29（金）
31（日）

ひょうご部落解放・人権センター（見学・説明）
コープ高砂（講演・見学）
花子とハル展企画会
キリスト教女性センター（見学・会場使用）
フライパンでパン教室
全労済中日本事業部（講演・見学）
大学生協寄付講座「協同組合論」（賀川館長出張講演）
フライパンでパン教室 淀川市民生協（講演・見学）
ナイトカフェ ( ジャクソンメソジスト合同教会）
馬場様（講演・見学）

9月
02（火） 花子とハル展スタート
04（木） 全労済長野茨城（講演・見学）
05（金） 活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ住吉（講演・見学）
13（土） 「ハルのたんぽぽ、花子のたんぽぽ」講師：鍋谷由美子
19（金） ナイトカフェ コア 100 賀川（共栄火災にて）
23（祝） 全労済全国組織事業本部（講演・見学）
26（金） 兵庫 JCC（講演・見学）
10 月
10（金）
17（金）
21（火）
25（土）
31（金）

神戸雲内教会（説明・見学）
諸星氏（講演・見学） ナイトカフェ
賀川像除幕式
生協労連（講演・見学）
コア 100 賀川例会（JA 兵庫にて） 花子とハル展終了

11 月
02（日）
06（木）
08（土）
11（火）
13（木）

賀川記念館フェスティバル
JA 大阪中央会（西参事出張講演）
城北高校（説明・見学） YMCA 退職主事会（説明・見学）
竹内豊子 10 名（説明・見学）
コープこうべ第 1 地区本部（講演・見学）
JA 兵庫（西参事出張講演）
15（土） 「 原発事故あって、『フクシマ』の今」講師：明石義信
18（火） 昭和電工ユニオン（講演・見学）
全労済愛知県本部（講演・見学）
19（水） 全労済愛知県本部（講演・見学）
20（木） 東淀川社会福祉施設連絡会（講演・見学）
全労済福島県本部（講演・見学）
21（金） PHD 協会（講演・見学） ナイトカフェ
22（土） 「督明さんと共に」
24（祝） コープ藤井（講演・見学）
26（水） 全労済大阪本部（講演・見学）
記念館ミュージアム入場者数
07 月

一般 021 名

団体 237 名

行事 389 名

合計 647 名

08 月

一般 047 名

団体 073 名

行事 032 名

合計 152 名

09 月

一般 313 名

団体 104 名

行事 029 名

合計 446 名

10 月

一般 326 名

団体 130 名

行事 034 名

合計 490 名

11 月

一般 043 名

団体 308 名

行事 011 名

合計 362 名
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未来に伝えたいこと

Volunteer 2014 年 12 月 vol.

〜1.17 阪神淡路大震災 20 年追悼ジャズコンサート〜

1995 年の阪神淡路大震災から 20 年、震災を生き抜いてきた大人たちが、今震災を知らない
世代に向けて語ります。失われた多くの尊い生命、絶望的に破壊された日々の暮らし、深く傷
ついた心。 再び新しい生命を吹き込むために、たどってきた道。
1.17 の出来事は、過去に留まらない。今、未来に向けて語ります。

1/17

社会福祉法人・学校法人 イエス団

日 時：2015 年 1 月 17 日（土）14:00〜16:00 頃
14：00〜14：10 追悼〜黙想と祈り〜
14：10〜15：15 〜1.17 の被災体験から〜
15：30〜16：00 〜追悼ジャズコンサート〜竹中 真 さん
会 場：賀川記念館 4 階メモリアルホール 入場無料
お問合せ：賀川記念館 tel 078-221-3627

「督明さんと共に」

グローバル時代における賀川豊彦の再評価 〜Thomas John Hastings 博士講演会〜
博士は、最近賀川豊彦の生涯の研究テーマである「宇宙の目的」を英訳されアメリカで出版
されました。とても積極的な反響が出始めているとの報告を受けています。日本と世界の観点
から賀川豊彦をどのように評価すべきかということについてお話を聞きます。

1/24

日 時：2015 年 1 月 24 日（土）14:00〜16:00
会 場：賀川記念館 4 階メモリアルホール
入場無料
お問合せ：賀川記念館 tel 078-221-3627

テナント募集のご案内

物件種目：医療用貸店舗
最 寄 駅：阪神「春日野道」駅
賃貸条件：テナント D 271,950 円／月（税込）
敷金 賃料の 10 か月分
敷引 3 か月分
物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5-2-20
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 27,195 円
駐 車 場：店舗南側に来客用駐車場有り
備

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627
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考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

賀川記念館館長、賀川督明さんは、
「賀川
豊彦献身 100 年記念事業」を機に神戸での
活動を始めました。献身 100 年記念事業に
ついて、また賀川記念館の仕事について、共
に考え、語り合い、実行してきました。新し
い賀川記念館の建築にも深く携わり、ミュー
ジアムの設計を担い、その後も持続可能な社
会の実現を目指して、多くの人との交わりの
中で活動を展開してきました。その志半ばで、
去る 2014 年 9 月 17 日、午後 9 時 32 分、召
天されました。
11 月 22 日、賀川記念館で「督明さんと共
に」と題する会を開催しました。お別れ会で
も送る会でもありません。短い神戸での活動
期間でしたが、彼と共に歩んだ日々を思い起
こし、彼が目指したものをもう一度みんなで
共有し、私たちが彼を結節点としてつながる
ための会として行いました。

たくさんの方々にご出席をいただきました。
一部を記念礼拝とし、二部を「思いをつなぐ」
として、督明さんと活動を共にした６名の
方々にお話をいただきました。それぞれのお
話から、彼の目指したものと共に彼の人とな
りが垣間見えてきたように思います。そして
何より、ひとり一人の彼に対する思いが強く
伝わり、もう一度それぞれが、その思いを新
たにできた会になりました。
「督明さんと共に」の案内文の最後に、「今、
あらためて、督明さんに思いを寄せながら、
彼と共に生きてきた仲間がここに集い、私た
ちがつながる機会となることを願っていま
す。
」と書きました。つながることで広がり
や深さが加えられることがあるかもしれませ
ん。
「思い」がつながりを強めると思います。
そのことを覚え、その思いを「シェア」して
いければ、と願います。
副館長 馬場一郎

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（日）〜1 月 5 日（月）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 20 日（土）〜1 月 7 日（水）休業いたします。

天国屋ナイトカフェ
vol.

2015 年
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1 月 23 日（金）17:30〜
発行日

2014 年 12 月 15 日

発行者

馬場一郎

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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