賀川豊彦召天55周年記念集会
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今年は賀川先生が天に召されて55周年になります。
この時代に賀川精神を如何に継承すべきかを共に考えたいと
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思います。どうぞ多数ご参加下さいますよう、
お待ちいたしております。

社会福祉法人・学校法人 イエス団

■と き： 2015 年 4 月 25 日（土） 午後1 時〜2時30分
■ところ： 賀川記念館4Fメモリアルホール

※本年度より賀川記念館で行ないます。
場所をお間違えのないようにご注意下さい。

2015 年度を迎えて

■テーマ：「私を生かす賀川豊彦の姿」

■講 師： 深田未来生先生（同志社大学名誉教授）

2009 年賀川豊彦献身 100 年記念事業のひとつとして、

☆参加無料 お申込みは、賀川記念館事務局まで。
（電話078-221-3627）

賀川記念館の建替えが行われました。2010 年 4 月から、

民間の隣保館がもうわずかしか存在していない今、

新しい記念館としての仕事が始まり、5 年が過ぎよう

だからこそ現代における隣保事業を模索していくこと

としています。 賀川記念館の仕事

は、5 年が経過し、これからの

を考えた時、

2009 年までとそれ以降、そして 100 年記念事業とし
2013 年
12 月
01（月）
02（火）
05（金）
08（月）
10（水）
11（木）
12（金）
13（土）
16（火）
17（水）
20（土）
23（火）

賀川記念館の仕事

を考える時、大変重要になってくると考えています。

ての建替えの意味をもう一度考えてみる必要があるの
コープ豊中へ出張講演（語り部 志方氏）
コア 100 賀川例会（川重）
ナイトカフェ
コープこうべ第 3 地区へ出張講演（語り部 志方氏）
全労済大阪府本部（講演・見学）
全労済愛知県本部（講演・見学）
神戸大学（見学） 関西大学（西参事・出張講演）
全労済本部教育センター（講演・見学）
観光街づくり研究会（講演・見学）
神戸山手大学（説明・見学）
全労済大阪府本部（講演・見学）
徳島城東高校（賀川ウォーク）
関西大学他合同（講演・見学）
関西学院大学（西参事・出張講演）

2014 年
1月
07（水）
16（金）
17（土）
23（金）

神戸こども総合専門学院（講演・見学）
岡山コープ（説明・見学） JA 三重（見学）
追悼ジャズコンサート
ひょうご部落解放（説明・見学）
全労済・全中北労組連合会（講演・見学）ナイトカフェ
24（土） Thomas John Hastings 博士講演会
29（木） 韓国グループ（見学）
31（土） パン教室

ではないかと思います。

2月
03（火）
04（水）
05（木）
06（金）
07（土）
08（日）
09（月）
11（水）
13（金）
18（水）
20（金）
21（土）

全労済福島県本部（講演・見学）
韓国語会話
尼崎市人権・同和教育研究協議会（講演・見学）
神戸 YMCA（講演・見学）
日生協（講演・見学）
淡路市人権推進課（説明・見学）
台湾 YMCA 関係者（説明・見学）
ユニオン教会（見学）
カフェイングリッシュ
JA 三重中央会（講演・見学） 韓国語会話
ナイトカフェ
パン教室 ひょうご部落解放・人権研究所（説明・見学
100 年シンポジウム
24（火） 大阪市企業人権推進協議会北区支部（講演・見学）
27（金） 私立学校人権教育研修グループ（講演・見学）
28（土） コープおきなわ

01 月 一般 044 名 団体 077 名 行事 224 名 合計 345 名
02 月 一般 050 名 団体 149 名 行事 139 名 合計 338 名

賀川記念館では、2015 年度より順次、機関紙「ボランティア」を郵送からメール購読をご希望の方にはメールでの
送信に変更させていただきたく進めております。つきましては、メール購読を希望される方は、office@core100.net 宛に、
お名前と 機関紙ボランティアメール購読希望 とご記入の上、メールをお送りください。お手数をおかけ致しますが、
よろしくお願い致します。
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発行日

2015 年 3 月 25 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

〜 100 年前の賀川豊彦の活動は、目の前に迫る困難

事はできなくても、人格と人格との接触をより多く増

に向かって、福祉、教育、医療、生産、労働、協同組合、

す運動こそ大切であり、社会悪の問題は物質の問題で

平和、人権、共生といった多様な取り組みを渾然一体

はなく、人格の問題に係わるといわれていました。

のものとして展開させています。それぞれの取り組み

環境社会の変革とともに愛の行為の実践こそ記念館の

が互いに協働することが、最大の効力を発揮したから

いのちであろうと思います。〜

です。私たちは、賀川豊彦の多様な取り組みに出合い、
100 年を遡って検証し、また新たな 100 年を見通し、

fax：078-221-0810

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

office@core100.net

（ 賀川記念館 10 年のあゆみ

今井鎮雄先生のあいさ

つ文から抜粋 1973 年 4 月 21 日）

互いの分野を越えた、現代にふさわしい形を模索する
ことで、多くの課題を解決し、共に生きる社会を実現
することを目指します。〜
（賀川豊彦献身 100 年記念事業
神戸プロジェクト宣言 2007 年 4 月 28 日）

記念館ミュージアム入場者数

〜賀川先生の最初の仕事が 65 年前、この地域に始
まった時、先生の心には社会を変革するほどの大きな

セツルメント事業の使命である

人格交流運動

を

進めるための人材の育成、ボランティアの発掘が急務
です。 賀川記念館の仕事

をしていく

人

を育て

ていくことは、大きな課題であります。さらに賀川記
念館は、第 2 種社会福祉事業である隣保事業を行って

12 月 一般 026 名 団体 171 名 行事 100 名 合計 297 名

機関紙『ボランティア』メール購読のお願い
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精神を受け継ぐ場であるべき ということであります。

今、賀川記念館は総合研究所事業、ミュージアム・

いるところですが、国や市からの運営費としての補助

アーカイブズ事業、カフェ事業、そしてコア 100 賀川

金はありません。財政的な基盤を作り、自立した持続

への取り組みを展開しています。建替えられた賀川記

可能な人・事業・資金の経営モデルをつくることが、

念館の設えの中で、総合研究所事業で現代の課題を学

必要です。もうひとつの大きな課題です。

び、実践に結び付けていく取り組み、ミュージアム・
アーカイブズ事業で賀川を通しての福祉教育の発信、

私、馬場一郎は 2015 年 4 月 1 日付けで、館長に任

賀川関係資料の発掘、整理と出版、広報。コア 100 賀川

じられました。賀川記念館の

への取り組みとして、献身 100 年記念事業を協働した

切った 5 年の中で、副館長として内的な課題をみてき

賀川をルーツに持つ団体との連携、研修、協働を行っ

ました。本来は逆ですが、今後はその課題からスター

てきました。これらの事業はある意味、2009 年から

トし、持続可能な

の事業ということができるかもしれません。

つくりたいと思います。

使命

賀川記念館の仕事

からスタートを

を築く土台を

そのような器ではありませんし、未熟なものですが、
さらに、もうひとつの事業である隣保（地域福祉）

ぜひ賀川記念館に連なる皆様の大きなお力添ぞえをい

事業は、旧賀川記念館が建てられた時の使命でありま

ただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。

した。 記念物的建物は賀川の意志ではなく、賀川の

2015 年 3 月 21 日 副館長 馬場一郎
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未来に伝えたいこと
〜1.17 阪神淡路大震災
20 年追悼ジャズコンサート〜

神戸に赴任した当時、地域住民の一人に「世間では時の経過
を測るのに『戦後』を使うけれど、
神戸の人たちは『地震のあと』
というと言い方をする」と言われたことがあります。一つの時
代の歴史を形成するほどに大きな衝撃を与えた震災。この震災
を生き抜いた者が、震災を知らない未来の世代に向けて語り伝
える責任はとても大きいと感じました。
ちょうど、知り合いの米田和正さんより、ジャズピアニスト
の竹中真さん（写真：右上）を紹介してもらい、体験談に加えて、
追悼ジャズコンサートを計画しました。
地域障がい者の NPO 法人中央むつみ会の理事長である坂井
宗月さん（写真：左下）からは、被災した精神障害者の避難生
活の大変さや薬の処方の困難さの報告を受けました。それが後
には改善され、障がい者の避難訓練や「お薬手帳」の制度など
が整えられたと話されました。また、在日外国人の立場から在

日コリアン高齢者を支援
するソロソロ会の全美玉
( チョン・ミオ ) さんは、
震災当時には在日外国人
対する差別があったり、
唯一の情報発信の言語が
日本語で、多くの外国人
の避難が困難だったとご
自身の震災体験を踏まえ
ながら報告してください
ました。そのことがきっ
かけで、多文化共生を目
的としたラジオ放送局「FM わいわい」などの設立にも繋がっ
たそうです。体験談の最後は、元神戸イエス団教会の沖田康孝
牧師が、賀川記念館での救援活動について話されました。賀川
記念館の建物は地震でも被害に遭わなかったので、各地から救
援にくるボランティアの活動拠点として機能したことを教わり
ました。
これらの震災体験を受けて、神戸大学のボランティアのグ
ループ「ボラバン」の新谷彗介さん（写真：右下）より、東日
本大震災の支援活動について報告を受けました。グループの活
動を担当する大学教員らが、阪神淡路大震災を経験したことが
元になって、東日本大震災の支援活動を進めていったそうです。
過去の震災での教訓を次の震災で生かすこと、また、新しい世
代に伝えることの大切さを味わった一日でした。 （上内鏡子）

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 12 月から 2015 年 2 月までの報告をさせていただきます。
賛助会費
寄付金
クリスマス献金
真愛ホーム寄付金
総合計

235,000 円
1,146,236 円
238,000 円
14,000 円
1,633,236 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）：神戸雲内教会
賛助（個人）：
明松善一 明松しのぶ 阿部ちくさ 有村克敏 有村香 池本正人
石丸偉丈 磯部卓三 磯部和恵 磯前則光 上田カオル 牛尾宏
上野みづほ 太田明 太田明子 大塚善彦 大塚みち子 奥村達郎
岡田三枝子 片山郁子 上内鏡子 神谷るり子 河内明 北川太一
北山秀俊 倉澤条太 児玉浩樹 権藤久喜 佐川英美 桜谷昌代
佐々木正夫 師玉健男 宿南敏子 正垣幸一郎 杉野高司
鈴木誠也 関紀美子 大仁多美子 髙梨佳子 谷垣わきゑ
棚田ちさこ 棚田茉楠 中井福美 中西勇 中村義寿 中村典子
中村光夫 中村知子 名久井佳治 名越信次 南波陽子 仁木壮
西内芳子 西海弘子 西岡栄子 西垣光代 二星明子 野世英水
服部康喜 服部榮 林久利 東村元嗣 東村かずこ 檜山秋彦
冨士本利子 真ハナ和弘 光田豊茂 光田恵子 椋木真佐子
村岡敏子 森文子 矢崎邦彦 矢崎永久子 保田茂 山口あい子
山口三治 山下路子 山田和子 吉崎友紀 吉澤惠次 吉田有二
吉山修平 渡辺賢次 匿名 1 件
寄付金（団体）：
JA 経営研究会 One Village One Earth 青谷コープ委員会
ウェスレー・ファウンデーション 学校法人恵泉女学園
神戸イエス団教会 神戸市中央まち支援 神戸新聞厚生事業団
全大阪労働者共済生活協同組合 全労済福島県本部
全労済愛知県本部 全労済大阪府本部 （株）ディ・オー
中北薬品労働組合 葺合地区更生保護女性会
寄付金（個人）：
Martha Mensendiek 上田征史 榎本てる子 大木知子 岡崎寿子
上内鏡子 白崎絹子 坪田恵美子 所崎旦 二河照子 西原恭子
西岡美貴子 西原直美 原田好司 馬路泰蔵 馬路明子 祐村明
匿名 1 件
クリスマス献金（団体）：
愛隣館研修センター あゆみ幼児園 イースター式典社
一麦保育園 関西学院宗教活動委員会 甲子園二葉教会
甲子園二葉幼稚園 神戸イエス団教会 頌栄短期大学宗教部
垂水教会婦人会 浪花教会 西宮一麦教会 松沢教会
クリスマス献金（個人）：
井塚栄子 糸原由美子 粕谷敏道 粕谷典 上井香代 木村量好
木村淳子 小宮山盛昭 近藤良子 近藤孝子 佐々木迪淳 島田恒
立石昭三 立石恭子 田中道子 谷田志津代 都倉康之 都倉久子
中村澄江 早野美智子 藤原加寿子 本城智子 松田喜久子
松原辰宣 村瀬義史 桃川尚子 桃川愛子 桃川典久 森田弘子
山口則子

「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
1 月 24 日、賀川記念館の 4 階ホールに於いて行なわれました。
土曜日にも拘らず 80 名の参加を得て開催されました。講演の
タイトルは「グローバル時代における賀川豊彦の再評価」です。
博士は、最近賀川豊彦の生涯の研究テーマをまとめた「宇宙
の目的」を英訳され、イギリスから出版されました。積極的な
反響が出始めているとの報告を受けています。その様な状況の
下でのいわば報告会のような性格を持つ講演会でした。
多様な内容の中から一つを取り上げて報告します。
『賀川は、科学と宗教がより真剣に向き合うことは、正しい
方向であるとした時代に、そして事物が専門化・細分化してゆ
くような時代に、敢えて「事物を全体として見た」数少ない思
想家の一人でした。
賀川の生来の霊的、哲学的性向、強いキリスト教信仰、そし
て近代化学への積極的な融合が「事物を全体として見る」彼の
能力として、彼の著述に現れています。彼は、
「宇宙の目的」
の結論に於いて、アジア的虚無とヨーロッパ的有神論と近代化
学の三要素の総合化（synthesis）を主張する。
』と述べています。
この専門化・細分化から総合化の流れは現代の思想界の新しい
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傾向となっています。この一点だけでも賀川の思想は、現代の
グローバル時代に高い評価を受け得ると言えるでしょう。

真愛ホーム寄付（個人）：竹谷俊彦 田中桂子 西岡栄子 野瀬千津子
山田達造 横山昌彦
2014 年 12 月 1 日〜 2015 年 2 月 28 日現在（敬称略・順不同）

2014 年度賀川記念館 賛助会名簿
賛助（団体）：
JA 大阪中央会 イースター式典社 オリジン電気商事株式会社
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 神戸雲内教会 神戸国際キリスト教会
株式会社コープエイシス コープ住宅株式会社 生協労連
生活協同組合コープこうべ
多い夢 チャイルド社神戸営業所
中央むつみ会 （株）ディ・オー 徳島県労働者福祉協議会
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
のぞみ保育園 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
秋田喜代子 明松善一 明松しのぶ アチャンポン倫子 阿部能英
阿部ちくさ 綾目広治 荒内直子 嵐倉良子 有村克敏 有村香
池本正人 石川勝子 石田チヅコ 石場紘彦 石丸偉丈 磯田律子
五十棲敦江 磯部亜希子 磯部浩二 磯部卓三 磯部和恵 磯前則光
井塚栄子 井上淳信 井上智世 飯岡聰 岩木英一 岩切幸子
岩橋恵子 岩村義雄 上田一郎 上田カオル 上田一喜 植月優子
上野みづほ 牛尾宏 牛田清博 宇野稔 宇野楊子 大澤曉
大下道 太田明 太田明子 大塚善彦 大塚みち子 大沼智得
大野剛 大野順弘 大平久司 大山由紀 岡田誠一 岡田三枝子

岡本榮一 岡本久子 岡本康子 岡安茂祐 荻田尚治 奥村達郎
小澤幸次郎 鍵山直人 片山郁子 加藤鉄三郎 加藤カヨ子
片岡實 加藤壽宏 金川眞巳 金山民子 上井香代 上内英子
上内鏡子 神谷潔 神谷るり子 亀野真一 加山久夫 刈谷雅夫
川井ふみ子 河内明 川北勉 河崎紀子 河谷里美 河谷保
川端俊之 川端総子 河原克美 北川太一 北野収 北山秀俊
金鐘才 金良子 桐月一邦 日下すゞ 日下知久 久保正幸
久保惠三郎 久保恭子 熊埜御堂美佐子 倉澤条太 栗岡美保
栗山究 黒田絢 小井出佑圭 上月三代司 児島隆介 児島若菜
越牟田政亮 越牟田愛子 児玉浩樹 小林昌範 小宮山盛昭
是澤久美子 権藤久喜 近藤良子 近藤孝子 斉藤勉 齊藤宏
斉藤弥生 坂井宗月 佐川英美 先﨑伍郎 桜井利枝 桜谷昌代
佐々木正夫 佐藤悦子 佐藤秀男 佐原正洋 佐原尚子 重元勝
志方京三 師玉健男 品田充儀 島田恒 島津陽子 清水里美
下地徹 宿南敏子 正垣幸一郎 白崎絹子 白鳥信美 新川和栄
新野三四子 須貝強 杉野高司 杉山精一 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 髙梨佳子 武田仁
武井博子 武井正彦 竹内郁夫 竹内豊子 竹内栄子 竹腰英樹
田中恵 田中真理子 田中康博 棚田ちさこ 棚田茉楠 田辺健二
谷垣わきゑ 谷田志津代 玉置良子 田村宜治 田村三佳子
近松文子 千田明美 張さつき 辻早苗 辻博史 常峰明希
坪田恵美子 土井哲也 徳弘圭子 年清彰雄 冨岡恭子 友貞澄
鳥飼慶陽 中井福美 永井美香 中﨑さおり 中﨑和代 中西勇
中野素子 中村義寿 中村三郎 中村澄江 中村典子 中村光夫
中村知子 中山秀美 名久井佳治 名越信次 南波陽子 鍋谷堯爾
鍋谷由美子 滑川静夫 滑川敏子 滑川敏子 仁木壮 西内芳子
西海弘子 西岡栄子 西垣秀樹 西垣美根子 西垣光代 西村風胡
二星明子 野瀬千津子 野世英水 箱﨑孝治 箱﨑実千代 元正章
橋本理 長谷川勝義 畑雅洋 服部康喜 服部榮 埴岡義範
馬場一郎 早川富美子 林久利 早野美智子 原利治 原田洋子
原山元志 春名義広 東村元嗣 東村かずこ 久川正博 久川良
枝 久積育郎 檜山秋彦 平井孝子 平木是 平林喜博 広崎仁一
廣瀬義昭 廣田重行 日和佐信子 福井香代子 藤田秀雄
冨士本利子 藤原博史 二村摂三 二村道代 堀俊朗 本城智子
前田暁子 前田雅彦 前田武男 前田宗彦 牧田稔 増井俊行
増井由美子 松長乃生 真ハナ和弘 三島浩昭 水島慶子
道上康彦 光田豊茂 光田恵子 宮崎和恵 宮﨑操 深山和江
宮本修男 宮本しげ子 三好長栄 三好美佐子 向井ひとみ
椋木真佐子 村岡敏子 村田光恵 村山直子 森文子 森下美代子
森田弘子 森畑哲洋 八木憲一郎 谷口冶道 安井功 保田茂
矢崎邦彦 矢崎永久子 矢田部佳子 矢野寛子 矢野幸治
山口あい子 山口一史 山口則子 山口政紀 山口洋子 山口三治
山口洋介 山下路子 山田和子 山田洋一 大和慎吾 山本常雄
山本有希子 湯口恵 横山直子 横山直美 横山葉子 吉崎友紀
吉澤惠次 吉田有二 吉村毅 吉村美紀 吉本浩三 吉山修平
米田和代 米田成己 米満弘 米満八重子 李善惠 渡部美津江
ﾙｰｽ・M・ｸﾞﾙｰﾍﾞﾙ 若松善英 渡辺賢次 渡邉真未 匿名 1 件
（敬称略・順不同）
※2014 年 4 月 1 日〜2015 年 2 月 28 日の間に賛助会費をお納めいただいた方々
です。十分確認しておりますが、誤り等ございましたらお知らせいただきたくお
願い申し上げます。

賀川記念館賛助会
ご入会とご継続のお願い
日頃は、賀川記念館の活動にご理解、ご協力いただき心より感謝
いたします。さて、新年度も賛助会員として賀川記念館の活動をお
支えいただきたく、お願いとご案内をさせていただきます。つきま
しては、同封の振込用紙にて、会費をお納めいただければ幸いです。
皆さまのご健勝を心よりお祈り申しあげます。
賛助会 賀川記念館の働きを支援することを目的としています。
賛助会会費
年額は下記の通りとし、一口以上、上限はありません。
個人：一口 1,000 円
団体：一口 10,000 円
会費は年度ごとの更新とします。
賛助会員入会と退会
「賀川記念館賛助会 入会申込書」に必要事項をご記入いただ
き、会費を納入ください。
退会される場合は事務局までご連絡ください。
賛助会費の使途
賀川記念館の諸事業に活用いたします。
賛助会費の税控除
個人の方は、所得税にかかわる寄付金控除の対象になります。
団体の方は、法人税法により「損金算入」することができま
す。領収書をご希望の方はお申し出ください。
賛助会費のお振り込み方法
郵便局：01140−8−3721 社会福祉法人イエス団 賀川記念館
銀行：三井住友 三宮支店 普通 3253938
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第 4 回 黒田四郎（1896 〜 1989 年）
鳥飼慶陽さんのコラムも最終回をむかえます。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。
数多くの先達が、人知れず黙々と、託された歩みを積み重ねてこ
られました。そしてその先達の方々は現在も「復活の主と共に」
「KAGAWA GALAXY」として、21世紀を生きる私たちと共に、大
いに働き続けておられます。そこでこの連載の最後は、大切な先達
のおひとりである「黒田四郎牧師」を取り上げます。
黒田師は今から26年前（1989年）、93歳の天寿をもってその生
涯を終えておられます。特にイエス団関係者においては、師の二冊
の労作『人間賀川豊彦』（1970）「私の賀川豊彦研究』（1983）を
通して、賀川豊彦と共に時代を生きた生き証人として、身近に知ら
れている御方です。かててくわえて、現在のイエス団の黒田道郎
理事長並びに光の子保育園の黒田信雄園長はそのお孫さんであら
れ、四貫島教会の黒田嗣郎牧師は黒田理事長の御子息ということ
で、恵まれた多くの御親族に囲まれ、黒田四郎牧師御夫妻の御遺
志はいま四代にも亘って受け継がれています。
左の写真は、賀川
豊彦や吉本健子らと
共に1928年に富山で
撮られたものです（左
端が黒田）。黒田師の
御子息・路輝氏によ
って1990年に編纂さ
れた「黒田四郎記念
誌：恩寵の実験室」
（賀川ミュージアム所
蔵）には、黒田師の説
教・随筆・歌をはじめ
御葬儀の記録や親族
の方々の言葉のほか
多くの写真が収めら
れています。右の写真もその中のもので、石井教会で撮られた御夫
妻（夫四郎83歳、妻百合子79歳）です。
編纂に当られた路輝氏は、これまで丹念に黒田四郎関係資料の
蒐集保存整理を重ねてこられ、既にその内の多くを東京の松沢資
料館に寄贈されているそうです。
因みに、小冊子『わが生涯を語る』（1984年）に残された本人記
録の略歴を抜粋してみますと、黒田師は1896年（明治29）生まれ。
1914年（大正3）堺中学校卒業し、神戸神学校に入学してすぐ新川
で活動していた賀川を訪ねる。1918年（大正7）神戸神学校卒業。
神戸の日本基督二宮教会の牧師となり神戸神学校、頌栄保育短大、

神戸ＹＭＣＡ、神戸ＹＷＣＡの講師を兼任。1919年（大正8）鈴木
伝助の司式、賀川の介添で、矢田百合子と結婚。百合子は神戸女
子神学校に入学。その後神戸市の東端に会堂を建て灘教会と改名。
1928年（昭和3）より5年間「神の国運動」に参加。1933年（昭和
8）より日本基督岐阜教会で6年半、新会堂建築。1939（昭和14）
日本基督教団より中国・南京
へ派遣され、南京日本人合同
教会を開設。1946年（昭和
21）帰国。同年5月より「新日
本建設キリスト運動」に参加
し全国津々浦々を巡回。1949
年（昭和24）にこの運動は終
了し直ちに東京の東駒形教会
に招かれ、11年間（うち3ヵ年
は松沢教会をも兼牧）奉仕す
ると共に、賀川先生の諸事業
のために働く。1960年（昭和
35）賀川帰天のあと長男保郎
牧師の徳島石井教会の牧師館
の一室に住み日本キリスト伝
道会のエバンゼリス卜として
全 国の巡回 伝 道を続ける。
1981年（昭和56）妻の百合子
が帰天、享年81才。1983（昭
和58）エバンゼリストを辞任
し完全引退。
なお、この小冊子には、1925年〜1935年までの9冊（名高い『ジ
ョン・ウェスレー信仰日誌』、マヤスの説教集『神への飢渇』など
の翻訳を含む）のリストと共に「賀川先生の秘書として一番長く
身辺にいたため賀川先生の著訳書約3百冊中、少くも約40冊位は
何らかの奉仕をさせて貰った。」とも付記されています。
黒田師の述懐では「神戸神学校を卒業すると、新川と川を隔て
た日本基督二宮教会に赴任したので、それ以来10年間は新川の伝
道師を兼任するような形となり」「賀川先生の留守中はよく早朝
の礼拝説教を代行させて貰いました」とも記されています。賀川
の『歌集・銀色の泥濘』（1949）も黒田師の手になるもので、師の
働きは多彩であり、残されている論文・日記なども数多く、今後の
総合的な「黒田四郎研究」が待たれます。

賀川記念館のボランティア ③ 「賀川記念館 語り部」 横井 幸雄
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。
今回は、賀川記念館 語り部ボランティアとして活動しておられる、
横井幸雄さんを紹介させていただきます。

私が賀川豊彦を知ったのはいつ頃なのかは覚えていないが、知るにつ
れて心の中に強く残ると共に思いが生じた。思いとは神戸が生んだ偉大
な人物が、今は忘れられた存在になっているのは何故、
ということである。
65才で産業社会を卒業してすぐに神戸市シルバーカレッジに入学した。
( 地域ボランティアをしている妻の強い勧めがあった ) 入学式で今井鎮雄
学長（2014 年 11月 3 日ご逝去）の講話「再び学んで、他のために」
という
建学の精神について説かれた。ボランティアによる社会参加によって福
祉文化の作り手になることを願う、
との内容であった。
今井学長の話しをもっと理解するために 2006 年に出版された書籍
「時を刻む 今井鎮雄の仕事」を読んだ。そこには福祉の内容と共に賀川
豊彦に関することが詳しく書かれていた。
２１世紀の社会的な問題を予見
して、これに応えている。賀川の思想と行動を今こそ生かして結実させる
ことが必要と書かれている。
2008年11月シルバーカレッジ開校15周年記念として「賀川豊彦につい
ての記念講演会」が開催された。この時に「賀川豊彦献身 100 年記念事
業」の説明があり、ボランティアを募集された。応募したボランティアの内
容は「語り部」であった。NPO 法人「グループわ」
（カレッジ卒業生で構成
された NPO 団体、第 1回賀川賞受賞）
より、郷肥三さん、芳賀順子さんが
応募されており心強く思った。語り部のメンバーは女性が多く、個性の強
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い方が多かったが、賀川豊彦への熱い思いが伝わって来たように感じた。
賀川記念館の西参事より多くの資料と共に、宿題を頂き研鑽を重ねた。
西参事の指導は適切で、メンバーがうまく乗せられた感がする。語りは、
自分らしさで話し、
自分の主観で話せるのは良かった。私は賀川豊彦を
知って貰うこと、賀川の先見性を話し、賀川豊彦への熱い思いを伝えて
いる。これからも励みたいと思う。
（郷肥三さんは2013 年11月不慮の交通事故で亡くなられた。彼も熱い思
いを持っておられた、彼の思いも伝えたいと思う）

100

年

シンポジウム事業
シンポジウム事業

阪神・淡路大震災 20 年に係るシンポジウム

阪神・淡路大震災 20 年、
これからの協同組合の役割

賀川記念館が事務局をしている「コア 100 賀川」が「近畿ろ
うきん」と共催し、3 月 21 日（土）賀川記念館 4 階ホールに
於いて上記のシンポジウムを開催しました。コア 100 賀川は、
5 年まえの「賀川豊彦献身 100 年記念事業」で、今井 鎮雄先生、
日野原重明先生、野尻武敏先生、三人の鼎談を含むシンポジウ
ムを第 1 回として、その時どきに賀川精神に関連する課題に付
いて議論するシンポジウムを 100 年間続ける計画を立てました。
今回はその第 6 回目に当たります。
冒頭で阪神・淡路、東日本大震災の犠牲者の方々に黙祷を捧
げた後、神戸商科大学名誉教授で、
「神戸復興塾」塾長の小森
星 児 氏（写 真 左）が 基 調 講
演をされました。小森氏は
「震災時に人々の絆は被災者
の救済に役立ったが、それ
は一時的な物であった。こ
れからの社会は、普段から
支 え 合 え る よ う な『協 同』
のあり方を考える必要があ
る」と 提 案 し ま し た。そ の
後パネルディスカッション
があり、コープこうべ元理
事の柳瀬啓子氏が、
「震災直
後の組合員の助け合いがス
ムースに行なえたのは、日
頃からのご一緒の活動が
あ っ た か ら だ」と 指 摘、他
のパネラーから「これからは、
協同組合が日常的にコミュ

「今井鎮雄先生お別れ会」
2014 年 11 月 3 日（93 歳）にご逝去された、今井鎮雄先生
のお別れ会が、2015 年 2 月 8 日（日）
、神戸ポートピアホテル
で開催されました。イエス団では、1981 年から 2001 年まで
20 年もの間、理事長の役割を担ってくださいました。
1920 年（T 9）東京に生まれ、旧満州・大連へ転居後、旧制
中学を終え、
同志社大学法学部を卒業されました。1946 年
（S21）
、
灘購買組合
（現、
生活協同組合コープこうべ）
勤務。1948 年
（S23）
、
神戸 YMCA 奉職、その後 1963 年（S38）から 21 年間、神戸
YMCA で総主事を務められました。1953 年（S28）
、日本で初
めての肢体不自由児キャンプを手がけられた他、カギっ子対策
としての学童保育、里親を求める「愛の手運動」や「神戸いの
ちの電話」の開設、PHD 運動など多彩なボランティア活動を
先駆けて実践されてこられました。
記憶に新しいところでは、賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸
プロジェクト実行委員長として、このプロジェクトを成功に導
いてくださっています。
『賀川の時代と現代とは状況が大きく
異なりますが、それにもかかわらず人が互いに寄り添い、互い
の立場を理解し、尊敬し合い、共に支え合うことの大切さは、
今も変わることなく私たちの課題です。物質的な豊かさは進み
ましたが、こころの豊かさや「共にいきる」ことの大切さがか

写真左：小森星児氏の基調講演
写真上：シンポジウムの様子 右から、
柳瀬啓子氏、池田啓一氏、橋谷惟子氏、浦田和久氏、
小森星児氏、山口一史氏

ニケーションを密に取り合い、互いに連携する事が大切だ」と
締めくくりました。
まさに我が意を得たり、でした。
「コア 100 賀川」は、賀川
豊彦を創設者とする農業、漁業、生活、医療、共済等の協同組
合に労働金庫、同じ精神を持つ連合、YMCA、共栄火災、イエ
ス団等を構成メンバーとする組織です。これらのメンバーが
二ヶ月に 1 回集まりお互いに情報交換をしていますので、何か
事が起こるとすぐに結束して行動できる様になっています。
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天国屋

ナイトカフェ（12 月〜2 月）
ナイトカフェの催しは、ゴスペル・フラ、ピアノ演奏、ソプ
ラノとピアノと充実してきていますが、ボランティアの確保は
なかなか難しいです。午前中の台所は、かなり充実しています。
近隣のキリスト教会の関係者の理解と協力は大きいので、感謝
しています。その一方で、ナイトカフェ本番のボランティアは、
必ずしも万全ではありません。
、朝からずっとボランティアと
して働いてくださる人もいて、体調など心配なこともあります。
たくさんの人がボランティアに来てくださることを願いなが
ら、受け入れ側も工夫して、手伝う一人ひとりが楽しく豊かな
時間を過ごしてほしいと願います。

写真：ポール・ザウくんのピアノ演奏（2015 年 1 月 23 日）

写真：ゴスペル＆フラダンス（2014 年 12 月 5 日）

子どもたちの英語クラブ
あいカリーナとクラウディア宣教師は、ひまわり学級 ( 学童
保育）のことどもたちにも英語を教えています。簡単な英語を
使った歌やゲームを子どもたちと楽しみます。フィリピン出身
のカリーナ先生は、セミプロの歌手です。たくさんの歌を知っ
ています。このクラスは、月末の土曜日午後２時頃から開かれ
ています。

英語カフェ
英語カフェでは、新しい英語の先生を迎えます。フィリピン
出身のあいカリーナさん。クラウディア宣教師と二人で教える
ことになります。月に１度、大人のための英語カフェを開いて
います。基本的には、毎月最後の土曜日に、正午から 1 字半頃
まで天国屋カフェで行います。誰でも大歓迎です。詳細は賀川
記念館まで問い合わせてください。 （tel 078-221-3627）

English Cafe at Kagawa Center
We have a new teacher at the English Café! Her name is Ai
Carina from the Philippines. She and Rev. Claudia will be
teaching the once a month adult lunchtime English Cafe. We
usually meet the last Saturday of the month from 12-1:30 p.m. in
Tengokuya Cafe. All are welcome to join! Call the Tengokuya
Cafe for times and dates. （tel 078-221-3627）
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写真：ドナ立木さん＆脇山幹士さんの演奏（2015 年 2 月 20 日）

CHILDREN'S ENGLISH CLUB
Carina and Claudia are teaching English to the Himawari
children at Kagawa Center once a month. We learn songs,
play games, and simple English words. Teacher Carina, from
the Philippines, is a semi professional singer so has lots of
songs to share with the children!
This class is usually held on the last Saturday of each month
from 2:00 p.m.

パン教室

フライパンで作る
天然酵母ポリパン教室＠天国屋

2014 年の夏に 5 回シリーズで行ったポリパン教室は、
春に 3 回シリーズで挑戦しました。1 回 3〜4 人で、指導
者が 2 人という贅沢な条件で行われました。ポリ袋とフラ
イパンで作る天然酵母のパンは、参加する人の心もふっく
らと膨らませてくれているようで、和やかなパン教室と
なっています。
次回は、5〜7 月に月一回全 3 回シリーズで予定してい
ます。詳細は賀川記念館のホームページをご確認ください。

外国にルーツをもつ子ども達の学習支援教室
2013 年度の開始より子ども達ひとりひとりのレベルに合わ
せたプログラム作りをしていただいている講師の方々や、ほぼ
マンツーマンで子ども達と向き合ってくださる、ボランティア
スタッフの方々、また時々会場をご提供くださる吾妻ふれあい
まちづくり協議会の皆様方にご支援いただき、感謝のうちに無
事 2 年間過ごすことができました。
現在では 8 名の子ども達に 8 名のスタッフと、開始より徐々
にではありますが、参加者やボランティアの方も増え、また地
域の方々や公的機関にもこの取り組みを認知していただけるよ
うになりました。
学習の内容も小学校からの宿題や予習、復習にとどまらず、
夏休みの補講や冬休みの宿題なども一緒に取り組んでいます。
日本語が分からない保護者の方へは、連絡帳や学校からのお手
紙の説明も行っています。また、生活での困りごとや、利用で
きる機関等の紹介、地域との顔の見える関係づくりのつなぎ役
としての役割も担っています。これからもこの取り組みを長く
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。

第 77 回 友愛幼児園卒園式
第 77 回友愛幼児園卒園式が 3 月 14 日（土）に行われました。
年長児すみれ組 27 名、全員そろって卒園式をすることができ
ました。77 回ということは第 1 回の卒園児は 82 歳ということ
になります。証書に書かれた通しの番号も 2000 番を超えてい
ます。時々今友愛に来ている子どもたちのおじいちゃん、おば
あちゃんから「私もここの卒園です」と言われるのも納得です。
実は卒園式の 2 週間くらい前から、感染症が流行り心配しま
したが、全員そろって卒園式に参加できて、ほっと一安心でし
た。普段はやんちゃな子ども達も、真剣な表情でひとりひとり
保育証書 を受け取っていました。友愛幼児園は 保育証書
と言っています。その文面には、
このほいくしょうしょは 2010 年 4 月から 2015 年 3 月まで
このようじえんでつよいからだと うつくしいこころをもつ
よいこどもになったことのしるしです
と書かれています。心から、元気に強く、やさしく成長していっ
てほしいなあと思います。
友愛幼児園の大切にしている「やさしい心」
「ただしい心」
「つらぬく心」を持って、これからも神さまに守られしっかり
と歩んでいってください。

神戸イエス団教会
神戸イエス団教会の中でも子どもの教会の礼拝についてお話
します。教会に来ている子どもたちは、日曜日の午前 9 時から
礼拝を守り、9 時半から 10 時半まで学びとおやつのときを持
ちます。学びは、テーマごとに聖書やキリスト教のことを学び
ます。その他、みんなでお菓子や食事を作る時、地域の行事に
参加する時、そして、みんなで歌を練習する時などがあります。
1 月には、書き初め大会を行って、子どもたちに一年の抱負を
書いてもらいました。
5 名ほどのちいさな集まりだけれども、みんな毎週やってき
て、仲良く日曜日の朝の時間を過ごしています。グループは、
小さいながら、友愛幼児園やひまわり学級の出身者など小さい
頃から顔を合わせている子どもたちも多いです。一緒に成長し
ていければうれしいと思います。
もっとたくさんの子どもたちが来てくれるとうれしいので、
どうぞ、ぜひ来てください。

「はいず」

「友愛幼児園」

子どもの教会
毎週日曜日 9:00am〜10:30am 於：賀川記念館４階礼拝堂
持ち物は何にも必要ありませんが、礼拝中に感謝と献身のしる
しとして献金があります。
日本キリスト教団 神戸イエス団教会
tel 078-251-4870

5

天国屋

ナイトカフェ（12 月〜2 月）
ナイトカフェの催しは、ゴスペル・フラ、ピアノ演奏、ソプ
ラノとピアノと充実してきていますが、ボランティアの確保は
なかなか難しいです。午前中の台所は、かなり充実しています。
近隣のキリスト教会の関係者の理解と協力は大きいので、感謝
しています。その一方で、ナイトカフェ本番のボランティアは、
必ずしも万全ではありません。
、朝からずっとボランティアと
して働いてくださる人もいて、体調など心配なこともあります。
たくさんの人がボランティアに来てくださることを願いなが
ら、受け入れ側も工夫して、手伝う一人ひとりが楽しく豊かな
時間を過ごしてほしいと願います。

写真：ポール・ザウくんのピアノ演奏（2015 年 1 月 23 日）

写真：ゴスペル＆フラダンス（2014 年 12 月 5 日）

子どもたちの英語クラブ
あいカリーナとクラウディア宣教師は、ひまわり学級 ( 学童
保育）のことどもたちにも英語を教えています。簡単な英語を
使った歌やゲームを子どもたちと楽しみます。フィリピン出身
のカリーナ先生は、セミプロの歌手です。たくさんの歌を知っ
ています。このクラスは、月末の土曜日午後２時頃から開かれ
ています。

英語カフェ
英語カフェでは、新しい英語の先生を迎えます。フィリピン
出身のあいカリーナさん。クラウディア宣教師と二人で教える
ことになります。月に１度、大人のための英語カフェを開いて
います。基本的には、毎月最後の土曜日に、正午から 1 字半頃
まで天国屋カフェで行います。誰でも大歓迎です。詳細は賀川
記念館まで問い合わせてください。 （tel 078-221-3627）

English Cafe at Kagawa Center
We have a new teacher at the English Café! Her name is Ai
Carina from the Philippines. She and Rev. Claudia will be
teaching the once a month adult lunchtime English Cafe. We
usually meet the last Saturday of the month from 12-1:30 p.m. in
Tengokuya Cafe. All are welcome to join! Call the Tengokuya
Cafe for times and dates. （tel 078-221-3627）

4

写真：ドナ立木さん＆脇山幹士さんの演奏（2015 年 2 月 20 日）

CHILDREN'S ENGLISH CLUB
Carina and Claudia are teaching English to the Himawari
children at Kagawa Center once a month. We learn songs,
play games, and simple English words. Teacher Carina, from
the Philippines, is a semi professional singer so has lots of
songs to share with the children!
This class is usually held on the last Saturday of each month
from 2:00 p.m.

パン教室

フライパンで作る
天然酵母ポリパン教室＠天国屋

2014 年の夏に 5 回シリーズで行ったポリパン教室は、
春に 3 回シリーズで挑戦しました。1 回 3〜4 人で、指導
者が 2 人という贅沢な条件で行われました。ポリ袋とフラ
イパンで作る天然酵母のパンは、参加する人の心もふっく
らと膨らませてくれているようで、和やかなパン教室と
なっています。
次回は、5〜7 月に月一回全 3 回シリーズで予定してい
ます。詳細は賀川記念館のホームページをご確認ください。

外国にルーツをもつ子ども達の学習支援教室
2013 年度の開始より子ども達ひとりひとりのレベルに合わ
せたプログラム作りをしていただいている講師の方々や、ほぼ
マンツーマンで子ども達と向き合ってくださる、ボランティア
スタッフの方々、また時々会場をご提供くださる吾妻ふれあい
まちづくり協議会の皆様方にご支援いただき、感謝のうちに無
事 2 年間過ごすことができました。
現在では 8 名の子ども達に 8 名のスタッフと、開始より徐々
にではありますが、参加者やボランティアの方も増え、また地
域の方々や公的機関にもこの取り組みを認知していただけるよ
うになりました。
学習の内容も小学校からの宿題や予習、復習にとどまらず、
夏休みの補講や冬休みの宿題なども一緒に取り組んでいます。
日本語が分からない保護者の方へは、連絡帳や学校からのお手
紙の説明も行っています。また、生活での困りごとや、利用で
きる機関等の紹介、地域との顔の見える関係づくりのつなぎ役
としての役割も担っています。これからもこの取り組みを長く
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。

第 77 回 友愛幼児園卒園式
第 77 回友愛幼児園卒園式が 3 月 14 日（土）に行われました。
年長児すみれ組 27 名、全員そろって卒園式をすることができ
ました。77 回ということは第 1 回の卒園児は 82 歳ということ
になります。証書に書かれた通しの番号も 2000 番を超えてい
ます。時々今友愛に来ている子どもたちのおじいちゃん、おば
あちゃんから「私もここの卒園です」と言われるのも納得です。
実は卒園式の 2 週間くらい前から、感染症が流行り心配しま
したが、全員そろって卒園式に参加できて、ほっと一安心でし
た。普段はやんちゃな子ども達も、真剣な表情でひとりひとり
保育証書 を受け取っていました。友愛幼児園は 保育証書
と言っています。その文面には、
このほいくしょうしょは 2010 年 4 月から 2015 年 3 月まで
このようじえんでつよいからだと うつくしいこころをもつ
よいこどもになったことのしるしです
と書かれています。心から、元気に強く、やさしく成長していっ
てほしいなあと思います。
友愛幼児園の大切にしている「やさしい心」
「ただしい心」
「つらぬく心」を持って、これからも神さまに守られしっかり
と歩んでいってください。

神戸イエス団教会
神戸イエス団教会の中でも子どもの教会の礼拝についてお話
します。教会に来ている子どもたちは、日曜日の午前 9 時から
礼拝を守り、9 時半から 10 時半まで学びとおやつのときを持
ちます。学びは、テーマごとに聖書やキリスト教のことを学び
ます。その他、みんなでお菓子や食事を作る時、地域の行事に
参加する時、そして、みんなで歌を練習する時などがあります。
1 月には、書き初め大会を行って、子どもたちに一年の抱負を
書いてもらいました。
5 名ほどのちいさな集まりだけれども、みんな毎週やってき
て、仲良く日曜日の朝の時間を過ごしています。グループは、
小さいながら、友愛幼児園やひまわり学級の出身者など小さい
頃から顔を合わせている子どもたちも多いです。一緒に成長し
ていければうれしいと思います。
もっとたくさんの子どもたちが来てくれるとうれしいので、
どうぞ、ぜひ来てください。

「はいず」

「友愛幼児園」

子どもの教会
毎週日曜日 9:00am〜10:30am 於：賀川記念館４階礼拝堂
持ち物は何にも必要ありませんが、礼拝中に感謝と献身のしる
しとして献金があります。
日本キリスト教団 神戸イエス団教会
tel 078-251-4870

5

賀川
川豊
豊彦
彦献
献身
身
賀
100年記念事業
年記念事業
100

第 4 回 黒田四郎（1896 〜 1989 年）
鳥飼慶陽さんのコラムも最終回をむかえます。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。
数多くの先達が、人知れず黙々と、託された歩みを積み重ねてこ
られました。そしてその先達の方々は現在も「復活の主と共に」
「KAGAWA GALAXY」として、21世紀を生きる私たちと共に、大
いに働き続けておられます。そこでこの連載の最後は、大切な先達
のおひとりである「黒田四郎牧師」を取り上げます。
黒田師は今から26年前（1989年）、93歳の天寿をもってその生
涯を終えておられます。特にイエス団関係者においては、師の二冊
の労作『人間賀川豊彦』（1970）「私の賀川豊彦研究』（1983）を
通して、賀川豊彦と共に時代を生きた生き証人として、身近に知ら
れている御方です。かててくわえて、現在のイエス団の黒田道郎
理事長並びに光の子保育園の黒田信雄園長はそのお孫さんであら
れ、四貫島教会の黒田嗣郎牧師は黒田理事長の御子息ということ
で、恵まれた多くの御親族に囲まれ、黒田四郎牧師御夫妻の御遺
志はいま四代にも亘って受け継がれています。
左の写真は、賀川
豊彦や吉本健子らと
共に1928年に富山で
撮られたものです（左
端が黒田）。黒田師の
御子息・路輝氏によ
って1990年に編纂さ
れた「黒田四郎記念
誌：恩寵の実験室」
（賀川ミュージアム所
蔵）には、黒田師の説
教・随筆・歌をはじめ
御葬儀の記録や親族
の方々の言葉のほか
多くの写真が収めら
れています。右の写真もその中のもので、石井教会で撮られた御夫
妻（夫四郎83歳、妻百合子79歳）です。
編纂に当られた路輝氏は、これまで丹念に黒田四郎関係資料の
蒐集保存整理を重ねてこられ、既にその内の多くを東京の松沢資
料館に寄贈されているそうです。
因みに、小冊子『わが生涯を語る』（1984年）に残された本人記
録の略歴を抜粋してみますと、黒田師は1896年（明治29）生まれ。
1914年（大正3）堺中学校卒業し、神戸神学校に入学してすぐ新川
で活動していた賀川を訪ねる。1918年（大正7）神戸神学校卒業。
神戸の日本基督二宮教会の牧師となり神戸神学校、頌栄保育短大、

神戸ＹＭＣＡ、神戸ＹＷＣＡの講師を兼任。1919年（大正8）鈴木
伝助の司式、賀川の介添で、矢田百合子と結婚。百合子は神戸女
子神学校に入学。その後神戸市の東端に会堂を建て灘教会と改名。
1928年（昭和3）より5年間「神の国運動」に参加。1933年（昭和
8）より日本基督岐阜教会で6年半、新会堂建築。1939（昭和14）
日本基督教団より中国・南京
へ派遣され、南京日本人合同
教会を開設。1946年（昭和
21）帰国。同年5月より「新日
本建設キリスト運動」に参加
し全国津々浦々を巡回。1949
年（昭和24）にこの運動は終
了し直ちに東京の東駒形教会
に招かれ、11年間（うち3ヵ年
は松沢教会をも兼牧）奉仕す
ると共に、賀川先生の諸事業
のために働く。1960年（昭和
35）賀川帰天のあと長男保郎
牧師の徳島石井教会の牧師館
の一室に住み日本キリスト伝
道会のエバンゼリス卜として
全 国の巡回 伝 道を続ける。
1981年（昭和56）妻の百合子
が帰天、享年81才。1983（昭
和58）エバンゼリストを辞任
し完全引退。
なお、この小冊子には、1925年〜1935年までの9冊（名高い『ジ
ョン・ウェスレー信仰日誌』、マヤスの説教集『神への飢渇』など
の翻訳を含む）のリストと共に「賀川先生の秘書として一番長く
身辺にいたため賀川先生の著訳書約3百冊中、少くも約40冊位は
何らかの奉仕をさせて貰った。」とも付記されています。
黒田師の述懐では「神戸神学校を卒業すると、新川と川を隔て
た日本基督二宮教会に赴任したので、それ以来10年間は新川の伝
道師を兼任するような形となり」「賀川先生の留守中はよく早朝
の礼拝説教を代行させて貰いました」とも記されています。賀川
の『歌集・銀色の泥濘』（1949）も黒田師の手になるもので、師の
働きは多彩であり、残されている論文・日記なども数多く、今後の
総合的な「黒田四郎研究」が待たれます。

賀川記念館のボランティア ③ 「賀川記念館 語り部」 横井 幸雄
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。
今回は、賀川記念館 語り部ボランティアとして活動しておられる、
横井幸雄さんを紹介させていただきます。

私が賀川豊彦を知ったのはいつ頃なのかは覚えていないが、知るにつ
れて心の中に強く残ると共に思いが生じた。思いとは神戸が生んだ偉大
な人物が、今は忘れられた存在になっているのは何故、
ということである。
65才で産業社会を卒業してすぐに神戸市シルバーカレッジに入学した。
( 地域ボランティアをしている妻の強い勧めがあった ) 入学式で今井鎮雄
学長（2014 年 11月 3 日ご逝去）の講話「再び学んで、他のために」
という
建学の精神について説かれた。ボランティアによる社会参加によって福
祉文化の作り手になることを願う、
との内容であった。
今井学長の話しをもっと理解するために 2006 年に出版された書籍
「時を刻む 今井鎮雄の仕事」を読んだ。そこには福祉の内容と共に賀川
豊彦に関することが詳しく書かれていた。
２１世紀の社会的な問題を予見
して、これに応えている。賀川の思想と行動を今こそ生かして結実させる
ことが必要と書かれている。
2008年11月シルバーカレッジ開校15周年記念として「賀川豊彦につい
ての記念講演会」が開催された。この時に「賀川豊彦献身 100 年記念事
業」の説明があり、ボランティアを募集された。応募したボランティアの内
容は「語り部」であった。NPO 法人「グループわ」
（カレッジ卒業生で構成
された NPO 団体、第 1回賀川賞受賞）
より、郷肥三さん、芳賀順子さんが
応募されており心強く思った。語り部のメンバーは女性が多く、個性の強
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い方が多かったが、賀川豊彦への熱い思いが伝わって来たように感じた。
賀川記念館の西参事より多くの資料と共に、宿題を頂き研鑽を重ねた。
西参事の指導は適切で、メンバーがうまく乗せられた感がする。語りは、
自分らしさで話し、
自分の主観で話せるのは良かった。私は賀川豊彦を
知って貰うこと、賀川の先見性を話し、賀川豊彦への熱い思いを伝えて
いる。これからも励みたいと思う。
（郷肥三さんは2013 年11月不慮の交通事故で亡くなられた。彼も熱い思
いを持っておられた、彼の思いも伝えたいと思う）

100

年

シンポジウム事業
シンポジウム事業

阪神・淡路大震災 20 年に係るシンポジウム

阪神・淡路大震災 20 年、
これからの協同組合の役割

賀川記念館が事務局をしている「コア 100 賀川」が「近畿ろ
うきん」と共催し、3 月 21 日（土）賀川記念館 4 階ホールに
於いて上記のシンポジウムを開催しました。コア 100 賀川は、
5 年まえの「賀川豊彦献身 100 年記念事業」で、今井 鎮雄先生、
日野原重明先生、野尻武敏先生、三人の鼎談を含むシンポジウ
ムを第 1 回として、その時どきに賀川精神に関連する課題に付
いて議論するシンポジウムを 100 年間続ける計画を立てました。
今回はその第 6 回目に当たります。
冒頭で阪神・淡路、東日本大震災の犠牲者の方々に黙祷を捧
げた後、神戸商科大学名誉教授で、
「神戸復興塾」塾長の小森
星 児 氏（写 真 左）が 基 調 講
演をされました。小森氏は
「震災時に人々の絆は被災者
の救済に役立ったが、それ
は一時的な物であった。こ
れからの社会は、普段から
支 え 合 え る よ う な『協 同』
のあり方を考える必要があ
る」と 提 案 し ま し た。そ の
後パネルディスカッション
があり、コープこうべ元理
事の柳瀬啓子氏が、
「震災直
後の組合員の助け合いがス
ムースに行なえたのは、日
頃からのご一緒の活動が
あ っ た か ら だ」と 指 摘、他
のパネラーから「これからは、
協同組合が日常的にコミュ

「今井鎮雄先生お別れ会」
2014 年 11 月 3 日（93 歳）にご逝去された、今井鎮雄先生
のお別れ会が、2015 年 2 月 8 日（日）
、神戸ポートピアホテル
で開催されました。イエス団では、1981 年から 2001 年まで
20 年もの間、理事長の役割を担ってくださいました。
1920 年（T 9）東京に生まれ、旧満州・大連へ転居後、旧制
中学を終え、
同志社大学法学部を卒業されました。1946 年
（S21）
、
灘購買組合
（現、
生活協同組合コープこうべ）
勤務。1948 年
（S23）
、
神戸 YMCA 奉職、その後 1963 年（S38）から 21 年間、神戸
YMCA で総主事を務められました。1953 年（S28）
、日本で初
めての肢体不自由児キャンプを手がけられた他、カギっ子対策
としての学童保育、里親を求める「愛の手運動」や「神戸いの
ちの電話」の開設、PHD 運動など多彩なボランティア活動を
先駆けて実践されてこられました。
記憶に新しいところでは、賀川豊彦献身 100 年記念事業神戸
プロジェクト実行委員長として、このプロジェクトを成功に導
いてくださっています。
『賀川の時代と現代とは状況が大きく
異なりますが、それにもかかわらず人が互いに寄り添い、互い
の立場を理解し、尊敬し合い、共に支え合うことの大切さは、
今も変わることなく私たちの課題です。物質的な豊かさは進み
ましたが、こころの豊かさや「共にいきる」ことの大切さがか

写真左：小森星児氏の基調講演
写真上：シンポジウムの様子 右から、
柳瀬啓子氏、池田啓一氏、橋谷惟子氏、浦田和久氏、
小森星児氏、山口一史氏

ニケーションを密に取り合い、互いに連携する事が大切だ」と
締めくくりました。
まさに我が意を得たり、でした。
「コア 100 賀川」は、賀川
豊彦を創設者とする農業、漁業、生活、医療、共済等の協同組
合に労働金庫、同じ精神を持つ連合、YMCA、共栄火災、イエ
ス団等を構成メンバーとする組織です。これらのメンバーが
二ヶ月に 1 回集まりお互いに情報交換をしていますので、何か
事が起こるとすぐに結束して行動できる様になっています。
まさに今回のシンポジウムの結論を実践しています。今後もこ
の活動を活発に続けて行きたいと思います。

えつて薄められている今、私たちは新たな生き方を求めていま
す。この事業が、人間の時代への扉を再び開ける機会となるこ
とを願ってやみません。
』と思いを語られています。
忘れられない思い出の一つにこんなことがありました。2009
年 12 月 12 日、新しい賀川記念館が完成し、多く方々を迎え献
館式が執り行われようとしていました。知事や市長など多くの
来賓の方々が来られる中、真っ先に足を運んでくださったのが
本部事務局でした。
「どうされたのか」と思うやいなや「どうだ、
建物は建ったけれど、資金の調達のめどはたったのか、今後の
運営のめどはたっているのか」という趣旨のことを尋ねられた
ことを思い出します。100 年を振り返り、これからの 100 年の
ビジョンを語り掛けてくださる一方、現場で最も苦慮していた
問題に「どうだ」と配慮してくださるその姿勢に、こころを鷲
づかみされた思い出があります。多くの方々がそのような思い
をされたに違いありません。今井先生の背中を観た私たちは、
こらからの未来を託されているのだと思います。
「イエスに倣っ
て生きる」そのことを自らの実践で示してくださった類い希な
先生でした。天国で「どうだ」と見守ってくださっていること
と思います。
（中田一夫）
写真左下：賀川記念館献館式での挨拶
写真右下：賀川豊彦献身 100 年記念事業 記念式典（2009 年 12 月 22 日）
右から今井鎮雄氏、賀川豊彦の長女 冨沢千代子氏、次女 籾井梅子氏
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賀川豊彦召天55周年記念集会

Volunteer 2015 年 3 月
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今年は賀川先生が天に召されて55周年になります。
この時代に賀川精神を如何に継承すべきかを共に考えたいと

4 25

思います。どうぞ多数ご参加下さいますよう、
お待ちいたしております。

社会福祉法人・学校法人 イエス団

■と き： 2015 年 4 月 25 日（土） 午後1 時〜2時30分
■ところ： 賀川記念館4Fメモリアルホール

※本年度より賀川記念館で行ないます。
場所をお間違えのないようにご注意下さい。

2015 年度を迎えて

■テーマ：「私を生かす賀川豊彦の姿」

■講 師： 深田未来生先生（同志社大学名誉教授）

2009 年賀川豊彦献身 100 年記念事業のひとつとして、

☆参加無料 お申込みは、賀川記念館事務局まで。
（電話078-221-3627）

賀川記念館の建替えが行われました。2010 年 4 月から、

民間の隣保館がもうわずかしか存在していない今、

新しい記念館としての仕事が始まり、5 年が過ぎよう

だからこそ現代における隣保事業を模索していくこと

としています。 賀川記念館の仕事

は、5 年が経過し、これからの

を考えた時、

2009 年までとそれ以降、そして 100 年記念事業とし
2014 年
12 月
01（月）
02（火）
05（金）
08（月）
10（水）
11（木）
12（金）
13（土）
16（火）
17（水）
20（土）
23（火）

賀川記念館の仕事

を考える時、大変重要になってくると考えています。

ての建替えの意味をもう一度考えてみる必要があるの
コープ豊中へ出張講演（語り部 志方氏）
コア 100 賀川例会（川重）
ナイトカフェ
コープこうべ第 3 地区へ出張講演（語り部 志方氏）
全労済大阪府本部（講演・見学）
全労済愛知県本部（講演・見学）
神戸大学（見学） 関西大学（西参事・出張講演）
全労済本部教育センター（講演・見学）
観光街づくり研究会（講演・見学）
神戸山手大学（説明・見学）
全労済大阪府本部（講演・見学）
徳島城東高校（賀川ウォーク）
関西大学他合同（講演・見学）
関西学院大学（西参事・出張講演）

2015 年
1月
07（水）
16（金）
17（土）
23（金）

神戸こども総合専門学院（講演・見学）
岡山コープ（説明・見学） JA 三重（見学）
追悼ジャズコンサート
ひょうご部落解放（説明・見学）
全労済・全中北労組連合会（講演・見学）ナイトカフェ
24（土） Thomas John Hastings 博士講演会
29（木） 韓国グループ（見学）
31（土） パン教室

ではないかと思います。

2月
03（火）
04（水）
05（木）
06（金）
07（土）
08（日）
09（月）
11（水）
13（金）
18（水）
20（金）
21（土）

全労済福島県本部（講演・見学）
韓国語会話
尼崎市人権・同和教育研究協議会（講演・見学）
神戸 YMCA（講演・見学）
日生協（講演・見学）
淡路市人権推進課（説明・見学）
台湾 YMCA 関係者（説明・見学）
ユニオン教会（見学）
カフェイングリッシュ
JA 三重中央会（講演・見学） 韓国語会話
ナイトカフェ
パン教室 ひょうご部落解放・人権研究所（説明・見学
100 年シンポジウム
24（火） 大阪市企業人権推進協議会北区支部（講演・見学）
27（金） 私立学校人権教育研修グループ（講演・見学）
28（土） コープおきなわ

01 月 一般 044 名 団体 077 名 行事 224 名 合計 345 名
02 月 一般 050 名 団体 149 名 行事 139 名 合計 338 名

賀川記念館では、2015 年度より順次、機関紙「ボランティア」を郵送からメール購読をご希望の方にはメールでの
送信に変更させていただきたく進めております。つきましては、メール購読を希望される方は、office@core100.net 宛に、
お名前と 機関紙ボランティアメール購読希望 とご記入の上、メールをお送りください。お手数をおかけ致しますが、
よろしくお願い致します。
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発行日

2015 年 3 月 25 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

〜 100 年前の賀川豊彦の活動は、目の前に迫る困難

事はできなくても、人格と人格との接触をより多く増

に向かって、福祉、教育、医療、生産、労働、協同組合、

す運動こそ大切であり、社会悪の問題は物質の問題で

平和、人権、共生といった多様な取り組みを渾然一体

はなく、人格の問題に係わるといわれていました。

のものとして展開させています。それぞれの取り組み

環境社会の変革とともに愛の行為の実践こそ記念館の

が互いに協働することが、最大の効力を発揮したから

いのちであろうと思います。〜

です。私たちは、賀川豊彦の多様な取り組みに出合い、
100 年を遡って検証し、また新たな 100 年を見通し、

fax：078-221-0810

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

office@core100.net

（ 賀川記念館 10 年のあゆみ

今井鎮雄先生のあいさ

つ文から抜粋 1973 年 4 月 21 日）

互いの分野を越えた、現代にふさわしい形を模索する
ことで、多くの課題を解決し、共に生きる社会を実現
することを目指します。〜
（賀川豊彦献身 100 年記念事業
神戸プロジェクト宣言 2007 年 4 月 28 日）

記念館ミュージアム入場者数

〜賀川先生の最初の仕事が 65 年前、この地域に始
まった時、先生の心には社会を変革するほどの大きな

セツルメント事業の使命である

人格交流運動

を

進めるための人材の育成、ボランティアの発掘が急務
です。 賀川記念館の仕事

をしていく

人

を育て

ていくことは、大きな課題であります。さらに賀川記
念館は、第 2 種社会福祉事業である隣保事業を行って

12 月 一般 026 名 団体 171 名 行事 100 名 合計 297 名

機関紙『ボランティア』メール購読のお願い
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精神を受け継ぐ場であるべき ということであります。

今、賀川記念館は総合研究所事業、ミュージアム・

いるところですが、国や市からの運営費としての補助

アーカイブズ事業、カフェ事業、そしてコア 100 賀川

金はありません。財政的な基盤を作り、自立した持続

への取り組みを展開しています。建替えられた賀川記

可能な人・事業・資金の経営モデルをつくることが、

念館の設えの中で、総合研究所事業で現代の課題を学

必要です。もうひとつの大きな課題です。

び、実践に結び付けていく取り組み、ミュージアム・
アーカイブズ事業で賀川を通しての福祉教育の発信、

私、馬場一郎は 2015 年 4 月 1 日付けで、館長に任

賀川関係資料の発掘、整理と出版、広報。コア 100 賀川

じられました。賀川記念館の

への取り組みとして、献身 100 年記念事業を協働した

切った 5 年の中で、副館長として内的な課題をみてき

賀川をルーツに持つ団体との連携、研修、協働を行っ

ました。本来は逆ですが、今後はその課題からスター

てきました。これらの事業はある意味、2009 年から

トし、持続可能な

の事業ということができるかもしれません。

つくりたいと思います。

使命

賀川記念館の仕事

からスタートを

を築く土台を

そのような器ではありませんし、未熟なものですが、
さらに、もうひとつの事業である隣保（地域福祉）

ぜひ賀川記念館に連なる皆様の大きなお力添ぞえをい

事業は、旧賀川記念館が建てられた時の使命でありま

ただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。

した。 記念物的建物は賀川の意志ではなく、賀川の

2015 年 3 月 21 日 副館長 馬場一郎

1

