今年もやります !

賀川記念館フェスティバル（バザー）!!
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2010 年度から「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 49 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。
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社会福祉法人・学校法人 イエス団

イエス団の仕事

11 月 1 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。

昨年度のフェスティバル（バザー）のみの市の様子

賀川記念館ボランティア募集 !!
賀川豊彦を知っていますか・・・・？
私たちの法人の創立者は賀川豊彦です。あらゆる社会運動・社会事
業の さきがけ として活躍された人であり、 ひとりは万人のため
に 万人はひとりのために の精神を実践されました。賀川豊彦の
精神を継承するために賀川記念館が活動しています。制度の隙間か
ら漏れた人たちのニーズを知り、その支援を行っています。
ぜひ、賀川記念館の活動にご参加いただき、ご協力ください。

現在、以下のプログラムでボランティアを募集しています。どうぞ
一度ご連絡をいただき、
見学にお越しください。お待ちしております。
※下記に内容を書きますが、
②③はまだ計画段階です。また、日時を
書いていますが、全て参加できなくても構いません。

①プログラム名：はいず
内容：外国籍等の子どもたち、およびその保護者への学習支援
週 1 回、2 時間程度
参加人数：子ども 9 名と保護者 1 名
スタッフ：教師 1 名、助手 1 名、ボランティア数名

③プログラム名：さまざまな子どもの居場所づくり
内容：居場所のない子どもたちに対してプログラムの提供
毎週日曜日の集まりと学習、月 1 回のハイキング、野外活動等のイ
ベント
参加予定人数：5 名くらい（小学生中心）
スタッフ：スタッフ 1 〜 2 名、ボランティア数名

②プログラム名：貧困の連鎖を断ちきる取り組み
内容：生活困窮家庭の子どもに対する学習支援
週 1 〜 2 回、2 時間程度
参加予定人数：5 〜 10 名（小学生〜中学生）最終的には高校進学を
めざす
スタッフ：教師 1 名、助手 1 名、ボランティア数名
※開始時期など詳細は未定

テナント募集のご案内

④プログラム名：天国屋カフェ
内容：さまざまな人たちの居場所づくり
毎週木・金・土曜日のランチの提供（500 円）
毎月第 3 金曜日ナイトカフェを実施夕食、飲み物を提供
スタッフ：職員 2 名、ボランティア 10 名
賀川記念館 担当 杉原・山田 Tel．078-221-3627

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

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
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考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）
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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

その精神は現在も大切にされ、引き継がれてい
ます。例えば、 保育園は決められた制度にある
保育事業を行うだけではない ということです。
子どもの権利が守られ、健やかな成長を保障しい
くために、保護者と共に考え、支援をしていく。
園児だけではなく、地域の子どもたちと共に生き
ていく、そのような意識が必要です。私たちは、
保育園をやっているけれど、保育という仕事を通
して セツルメント運動 を行っていくのです。
以下は、2009 年賀川豊彦献身 100 年記念事業
の時に設定された私たちのミッションステートメ
ントです。
「Mission Statement 2009」
わたしたちイエス団の実践は

互いに仕えあい、社会悪と闘い
新しい社会を目指して
写真：昔の神戸イエス団の建物

〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20

社会福祉法人・学校法人 イエス団

そして組織は大きくなり「イエス団」と変更され、
今日に至っています。

そして、イエスの愛に倣い

築 年 月：2009 年 11 月

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

当時の組織は
「救霊団」
と名付けられました。人々
の幸せを願い、伝道とセツルメント運動で社会的
に弱い立場にある人々を支え、自立できるために
何ができるかを考えて仕事をしてきたのです。

1909 年 12 月 24 日の賀川豊彦の献身に始まる。

使用部分面積：D 区画：約 25.9 坪

備

1909 年、21 歳の賀川豊彦は当時スラムと呼ば
れていた地域に住み込み、貧しい人たちと共に暮
らし、貧困をなくすために仕事を始めました。こ
れを「セツルメント運動」と呼びます。賀川はセ
ツルメント運動の根本原理は 人格交流運動であ
る と言われました。寄り添い、共に生きること
で人格の交流を行い、その人自身が真の意味で「変
わる」ために働いてきたのです。

office@core100.net

写真：近所の子供達と賀川豊彦

多くの協働者と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
私たちイエス団は現在、京都、大阪、奈良、和歌山、
兵庫、香川、徳島で 40 の施設を運営しています。
そ の 対 象 は、乳 児、幼 児、児 童、障 が い 児・者、
高齢者そして地域の人々であります。社会福祉の
制度がまだ整っていなかった時代から、社会的に
弱くされた人々と共に生きてきた歴史は、制度と
しての事業を行う上にも意識され、生かされてい
ます。自立と相互扶助を目指した開拓的・実験的
事業の精神を引き継いでいるのです。
イエス団の仕事は、賀川が貧しい人たちに接し
てやむにやまれず、そこに暮らす人々と同じ目線
で、自分のこととしてその場に身を置き、人々と
共に喜んで課題に取り組んだことが出発点です。
今、私たちは制度の中にありますが、その対象者
の背後にある地域社会の「課題」に目を注ぎ、そ
れを解決していく「運動」を引き受けていく賀川
の言う「人格交流運動」を引き継ぎ、
「ミッション
ステートメント 2009」に書かれた社会の実現に向
けて歩んでいこうとする組織でありたいと思って
います。
賀川記念館館長 馬場一郎
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賀川豊彦召天 55 周年記念集会開催 !!
賀川豊彦召天55周年記念集会が2015年4月25日
（土）、賀川記念館と神戸市舞子墓園にある賀川記念
納骨堂で行われました。
記念礼拝には72名の方にご参加いただき、召天55周
年を記念して深田未来生先生より『私を生かす賀川豊
彦』と言うテーマでお話をいただきました。深田先生
のご講演の内容を以下に掲載させていただきます。
記念礼拝の後、有志16名で舞子墓園を訪れ、墓地の
清掃と墓前礼拝を行ないました。
ご協力いただいた方々、ご参加いただいた方々に感
謝致します。

写真：舞子墓園での墓前礼拝

『私を生かす賀川豊彦の姿』
奨励 深田未来生先生 （同志社大学名誉教授）
1. 賀川豊彦は誰だったのか
50年前、72歳に達する前に天国に旅立っていった賀川豊彦。
ここに集う人々を含め20世紀の大半を通して日本を超えて世界
にその存在が知れ渡った一キリスト者をどのように呼べばよい
のか。このことは決して簡単ではない。彼は様々な名称で呼ば
れてきたからである。何年も前、上智大学が企画した「カトリ
ック大辞典」の編集が進められていた時、私は依頼を受けて
「賀川豊彦」を担当した。引き受けたのは良かったのだが、後
にどのような肩がきをつけるかでハタと困った。最終的に私は
「伝道者、キリスト教社会運動家」としたのだが、私としては
「伝道者」だけでも充分だと思っていたし、今でもその考えは
変わらない。ただし、彼の広い活動と影響範囲を考えて「社会
運動家」も加えたのであった。そのなかでも「運動」と言う表
現は大切だと思っている。
運動を英語ではMovementと言う。動的イメージを伴う言葉
である。「固定」とは異なった表現と言える。キリスト者とし
て生きた賀川は先駆者的、そして開拓者的運動の推進者として
徹して歩み続けた存在であった。立ち止まり、固定化する必要
が起こった時にはその運動に賛同した人がその役割を担ったの
である。したがって運動が推進されてゆく道程を振り向くと、
運動の同志たちが土を掘り、耕し、種をまき実りを目指して働
いている姿が多く見えてくる。即ち、キリストの教会をはじめ
として、社会の多方面にわたる賀川のインパクトは賀川に刺激
を受け、啓蒙され、時には経済的支援を受けながら賀川の信仰
と思想を社会に、とくに周辺的存在に現実としようと苦闘しな
がら、多くの実りをもたらした人々を忘れることはできないの
である。
賀川は神の愛に目覚めた若き日からその愛をリアルなものと
し、すべての人に関わるものとするために「良きおとずれ」と
しての福音をつたえ、キリストにあって新たに生きる決断を迫
る使命に生きようとした。これが伝道者の中心的使命である。
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写真上：墓地清掃の様子 写真下：司式をする上内牧師（神戸イエス団教会）

これを伝統的キリスト教は召命とよぶ。Callingである。賀川は
この使命を多角的に捉えたのである。伝道者として、社会福祉、
労働者、農民の組織化のための組合運動、協同組合運動、世界
連邦を目指す平和運動、キリスト教社会主義の表現としての日
本社会党の結成、そして著作活動と彼の運動生活は多岐にわた
った。
彼には独特のカリスマがあった。神から与えられた賜もので
ある。それは決して清らかで、この世離れした「聖人」像を伴
うようなものではなかった。彼には地べた的存在として一種の
泥臭さがあった。あれだけの演説家、説教者であったにもかか
わらず、専門的観点から観察すれば雄弁家だったとはいえない
面もあった。それは英語であっても日本語であっても同様であ
る。そうであるにもかかわらず、彼の「語り」に衝撃を受け、
心を揺さぶられ、生き方をラジカルに(急進的に)、(数えきれな
く)多くの人が変えられた出来事は日本の歴史において数少な
い。否、ないとすら言ってもよかろう。それらの人々がみなキ
リスト教会に繋がったとは限らない。いまだに高齢者の中から
賀川の話を聞いたり、本を読んだりして人生の方向転換を試み、
さまざまな形でこの世に貢献した人の話を聞いたり読んだりす
ることがある。それが意外な人だったり、社会の中核だけでな
く、片隅に生きた人だったりする。ことによると、このように
蒔かれた種は日本社会に限ることなく、広範囲にわたって芽生
え、豊かな実りを生み出した点に置いて賀川は最も評価される
べきなのかもしれない。
豊かな実りを生み出した人々は必ずしも有名人になったとい
うことではない。魂の目覚め、覚醒、を体験し、自分の命、生
き方にキリストを迎え入れ、あるいはキリストの姿に打たれ、
神の愛と正義が現実となって周辺に変化をもたらすことを目指
して生きた人びとを意味する。そのように生きることを選択す
ることへと誘導の役割を果たす人を伝道者と考えるならば賀川
は何よりも伝道者であったのである。

2. 私と賀川豊彦
私の賀川理解は個人的体験抜きでは語れない。個人的という
よりは、私の家族と賀川の関係とした方がより正確であろう。
私の両親は賀川の小説にも描かれているが、それはあくまで

賀川記念館の歩み
2015 年
3月
7（土）
8（日）
10（火）
12（木）
18（水）
20（金）
27（金）
28（土）

パン教室
宮古販売（兵庫県ユニセフ協会）
大学生協大阪・兵庫・和歌山ブロック（講演・見学）
小野柄地区民生委員（講演・見学）
青少年本部（西参事・出張講演）
大阪労福協（西参事・出張講演） ナイトカフェ
語り部の会
夢前コープ委員会（講演・見学）

4月
02（木）
03（金）
04（土）
06（月）
09（木）
14（火）
17（金）
23（木）
24（金）
25（土）

コープムービング（講演・見学）
トヨタ車体労働組合（講演・見学）
コープ愛知（西参事・出張講演）
ガーデンエルロイ（西参事・出張講演）
全労済茨城県本部（講演・見学）
コア 100 賀川（於農業会館）
ナイトカフェ
日本セカンドライフ協会（講演・見学）
全矢崎労働組合（講演・見学）
賀川豊彦召天 55 周年記念集会

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。
2015 年 3 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
786,000 円
寄付金
492,371 円
クリスマス献金
27,332 円
真愛ホーム・友愛幼児園寄附 9,710 円
総合計 1,315,413 円

5月
03（日） 扇町教会（見学・説明）
08（金） コニカミノルタ（見学・説明）
14（木） 西宮弟子教会（見学・説明）
15（金） 大阪聖書学院（講演・見学） ナイトカフェ
22（金） 和歌山生協連（講演・見学）
23（土） 全労済大阪府（西参事・出張講演）UA ゼンセン（講演・見学）
27（水） コア 100 賀川（於コープこうべ生文センター）
ウルサン東区地域自治センター（見学）
28（木） 白川台コープ委員会（見学） 関西聖書学院（見学）
29（金） 相鉄労連（講演・見学）
6月
06（土） 電機連合福祉共済センター（講演・見学） 明治学院同窓会
07（日） 京滋大学生協（西参事・出張講演）
全労済東日本（講演・見学）
08（月） 全労済北日本事業本部（講演・見学）
09（火） 全労済秋田県本部（講演・見学）
13（土） 宮古販売（西宮ワイズメンズクラブ）
14（日） 全労済東日本事業部（講演・見学）
15（月） 全労済宮城県本部（講演・見学）
16（火） 全労済秋田県本部（講演・見学）愛知県労福協（説明・見学）
18（木） 全労済秋田県本部（講演・見学）
19（金） ナイトカフェ
20（土） パン教室 総合研究所講演会 関学山本ゼミ（説明・見学）
21（日） 奈良やまと会（説明・見学）
23（火） 全労済宮城県本部（講演・見学）
26（金） 大阪労福協（講演・見学） 宝塚コープ委員会（講演・見学）
全労済岩手県本部（講演・見学）
28（日） 全労済鳥取県本部（見学）
29（月）〜30（火）5 館連絡会議（於蒲郡）
記念館ミュージアム入場者数
3月

一般 41 名

団体

65 名

行事

172 名

合計 278 名

4月

一般 42 名

団体

88 名

行事

182 名

合計 312 名

5月

一般 75 名

団体 119 名

行事

110 名

合計 304 名

6月

一般 31 名

団体 360 名

行事

160 名

合計 551 名

賀川記念館賛助会ご入会のお願い
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。

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）：
イースター式典社 一麦保育園 公益財団法人賀川事業団雲柱社
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神戸支店 コープ環境サービス
株式会社ディ・オー トヨタ車体労働組合 のぞみ保育園
日本食研ホールディングス株式会社 葺合公民館館長庄田公哉
ぶどうの木保育園 明治学院同窓会兵庫県支部
賛助（個人）
青竹豊 青柳靖子 英賀康子 赤本公孝 秋田喜代子 綾目広治
荒内直子 荒木郁子 石場紘彦 石丸鐵太郎 五十棲敦江
磯部亜希子 磯前則光 井上淳信 飯岡聰 今井牧夫 岩木英一
上田一喜 宇治加奈子 牛尾宏 牛田清博 占部雅史 大内惠子
太田明 大野義明 岡田勇 岡田誠一 岡田三枝子 岡安茂祐
小澤幸次郎 越牟田愛子 賀川一枝 加藤鉄三郎 加藤カヨ子
加藤壽宏 加山久夫 刈谷雅夫 川井ふみ子 川崎紘平 紀伊茂
河崎良行 河崎久子 日下すゞ 久保惠三郎 久保恭子 栗山究
倉澤条太 黒田絢 児島隆介 児島若菜 小西桂子 小宮山盛昭
是澤久美子 近藤孝子 近藤良子 齊藤宏 酒井宏 酒井丈子
先﨑伍郎 桜井利枝 桜谷昌代 佐々木正夫 澤田宏 志方京三
師玉健男 篠田有記 島田恒 島田誠 島津陽子 清水里美
下地徹 新野三四子 須貝強 杉野高司 杉本知佐 杉本信子
杉山精一 杉山博昭 関紀美子 十亀仁恵 髙阪邦子 髙梨佳子
武井博子 竹内栄子 武知忠義 立川博道 田中寛 田中道子
田中真理子 田中康博 谷垣わきゑ 谷田志津代 田村三佳子
近松文子 張さつき 辻早苗 鄭恵怜 手塚葉子 土井哲也
年清彰雄 冨岡恭子 鳥飼慶陽 中井福美 永井美香 中澤真理
中野素子 中村澄江 中山尚幸 名越信次 南波陽子 西内芳子
西海弘子 西岡栄子 西垣秀樹 西垣光代 西村かほる 西村風胡
能見あすみ 野瀬千津子 野世英水 畑雅洋 服部榮 服部康喜
濱田浩子 早川富美子 原田洋子 久川正博 久積育郎 平木是
檜山秋彦 広崎仁一 廣田重行 日和佐信子 福井香代子
福井康代 藤井和郎 冨士本利子 細貝由枝 本城智子 牧田稔
前田武男 松長乃生 松山典子 道上康彦 光田豊茂 光田恵子
港川陽子 三好長栄 村岡敏子 村上真理子 桃川尚子 森文子
森下美代子 森田弘子 森畑哲洋 森本芙紗子 八木憲一郎
矢崎邦彦 矢崎永久子 安井功 保野恵子 矢田部佳子
矢野寛子 矢野幸治 山内一郎 山口あい子 山口政紀 山口洋子
山口三治 山城尚子 山田達造 山本常雄 山本美紀 山本有希子
吉澤惠次 吉田有二 吉山修平 米田和代 米田成己 李善惠
渡邉真未 渡部美津江 匿名 1 名
寄付金（団体）：
One Village One Earth ウェスレー・ファウンデーション
関西学院大学神学部 神戸市社会福祉協議会 コープムービング
ジー・エル・シー 全大阪労働者共済生活協同組合
全労済大阪府本部 大学生協京滋・奈良ブロック 私のお針箱
寄付金（個人）：
上内鏡子 小林郁雄
真下東雄 山崎妙子

西義人

二河照子

原田好司

藤原貴子

クリスマス献金（団体）： 友愛幼児園 親隣館保育園
真愛ホーム寄付（個人）：英賀康子
野瀬千津子 藤田有美子

日下すゞ

竹谷俊彦

西岡栄子

友愛幼児園寄付（個人）：日下すゞ
2015 年 3 月 1 日〜 2015 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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「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

昨年の天国屋ボランティア講座で知り合った山口ますみ
さん。それ以来、
夏と春に、
パン教室を開いてくださっています。
現在は、太田さんもパートナーとして毎回の参加です。参加
者は、それほど多くないのですが、小さいグループでゆっくり
と楽しくパンを焼く姿は、
「スローライフ」そのもの。心も体も
幸せになれるようです。
このパン教室に、TV 朝日の「おはよう朝日」から声がかか
りました。6 月10日( 水 )に山口ますみさんの師匠である梶晶
子先生が出演。こんなつながりができてよかったです。
また、この夏「天然酵母ポリパン子ども編」を開催する予
定です。こどもだけでも親子でも参加できます。夏休みの自
由研究にも最適です。
どしどし応募してください。
日程は、右
に掲載していますチラシをご覧ください。

夏休みの自由研究に！
親子の楽しい夏の思い出に！
２０１５年 8 月 22 日(土)10：00〜12：30
フライパンで作る
天然酵母ポリパン子ども教室
この夏休みに、子どもだけでも、親子でも、学校の夏
休み自由研究に最適！パンについてのお話と、実際のパ
ン作りのセットです。
� �������
日程：2015 年 8 月 22 日(土)基本のイングリッシュマフィン
時間：１０：００〜１２：３０頃
定員：８名様
料金：１回 ２５００円 （1 人分のランチ代含む）
持ち物：エプロン 、手ふきタオル 、筆記用具 、パン持ち帰り用袋
※子どもだけの場合は、小学生以上。
� ����

���������������

���� Jr �����

Happy,Healthy,Tasty ＆ Smile を コ ン セ プ ト に 東 京 で 活 躍 さ れ て い る
happyDERI 主宰梶晶子先生に指導頂いた二人が神戸を拠点にパン作りの楽
しさをお届けします。
����� ����������(�)
��������� ���������������
��� ������������
��������� ����� ������

「天国屋カフェ 開業 5 周年感謝講座」
一杯のコーヒーができるまで
〜有機栽培コーヒー「レネ・マウンティン」のこころ〜

都市における
コミュニティ・カフェの担う役割

講師：レナート・ンガヤウェン・ギリガンさん

講師：豊嶋悠爾さん

日時：2015 年 7 月 28 日（火）
18：00〜20：00
①
②
③
④

フィリピン・コーディリエラ地方の紹介
コーヒーができるまで
アグロフォレストリーとは？
なぜアグロフォレストリーなのか？

会 場：賀川記念館 4 階
参加費：1 回 500 円 ( コーヒーとケーキ付き )
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日時：2015 年 9 月 12 日（土）
14：00〜16：00
現代の都市に営利を目的としないカフェがいく
つもできている。なぜか？豊嶋さんは、神戸市
内にある「コミュニティ・カフェ」を巡り、そ
の役割について考えてみる。

主催：賀川記念館隣保事業 天国屋カフェ
〒651−0076 神戸市中央区吾妻通 5-2-20
《問い合わせ》078 (221) 3627

小説的描写である。ドイツ人の貿易商と日本女性の間に生まれ
た父は誕生から少年時代へと極めて不幸な日々を送ったために、
終生幼少時代の思い出をあまり語りたがらなかった。十代後半、
大阪の大丸で「丁稚奉公」をしながら自分の出生がもたらした
不幸を嘆き、目にしたこともない父の存在を見出そうと煩悶の
日々に明け暮れていた。ある夕方、大阪の町かどで道行く人に
語りかけていた若き賀川の姿にひかれ、立ち止まってその話を
聞いた。ひきつけられるものを感じて、その後神戸に職を見つ
けてスラムに住む賀川を訪ねるに至る。賀川に自分の身の上話
をし、父の存在を飢え渇くように求める心の内を賀川にさらけ
出した。黙って聞いていた賀川が、ひとこと、「深田君、君に
はお父さんいるよ」と告げる。きっと話はそれだけではなかっ
たであろうが、父はその時「僕は先生が言われていることが分
かった」と何度も話すのを私は少年として聞いたことがある。
お父さんとは「天の父」であることは明らかである。
その後、失業した父は賀川が住む貧困地域に他の青年たちと
住みこんで働きつつ、生涯の親友木立義道に会っている。
1923年の関東大震災が起こったのはそんな時であった。賀川
の行動は迅速であった。鉄道が不通になっていたので、海路東
京に向かった賀川は状況を的確に把握して神戸に戻り、留守中
に同志たちが集めていた食料や毛布を船に積み、3人の青年を
伴なって直ちに東京へ戻ったのである。その3人の中に深田と
木立も含まれていた。それから東京下町、本所松倉町の焼け野
原にテントを張っての賀川の救援活動はすさまじいの一言に尽
きる。そして集まって来た青年ボランティア達の働きは父が克
明に記した「宗教部日誌」によってありありと見えてくる。不
思議な信仰、運動、友情共同体が形成されて行くのである。
集まって来たのは決してエリート青年たちではなかった。どち
らかと言えば社会の底辺で、そこに近い所で、ひたすら懸命に
働いていた人たちであった。男性が多かったが、女性たちもい
た。皆が洗礼を受けたキリスト者でもなかった。そうでありな
がら、破壊しつくされた東京の悲惨な現実の中に立ち、賀川と
言う若き指導者を中心にする運動、当然困窮者、災害被害者の
救援活動を優先課題としながらも、同時に神の愛を具体的なも
のにしようとする運動に参加した青年たちは熱情に満ち、身を
投じるようにして働いたのである。彼らの思いは前提として愛
と正義の神は存在し、「私たちはその神を信じている、いや、
信じようとしている。その神の愛と正義はすべての人々に向け
られている。どのように巨大な問題や差し迫る人々のニードで
あっても神は信じる者たちがそれと取り組むことを求めておら
れる。そして神は共に働いていて下さる。自分にも担える役割
がある。このことを信じられるのはここに賀川豊彦と言う一人
の伝道者がいて「イエス運動」とでもいえる運動の先頭に立つ
その姿を見るからだ。その姿に自分も従いたい。そしてイエス
に見習って底辺や社会の周辺に身をかがめて生きようとしてい
る人々に仕えて生きたい」と言った思いだったと言える。
これらの青年たちはエリート・インテリではなかったと言った
がそれは知性や能力に欠けていたという意味ではない。世の中
の「物差し」で言うエリートではないということだ。彼らが協
力して働き、賀川がいてもいなくても朝早く祈りを共にし、聖
書を読み、朝食後ただちに焼け野原に繰り出して行く生活の中
で成長してゆく姿にはたくましさと、さわやかさと、魂の美し
さがまし加わってゆくのであった。
私の母は22歳の青年であった。石川県輪島の比較的裕福な商
人の家に生まれたが9才で母親が死に、自分はティーンエージ
ャーの時結核で長く療養しながら自分はこのままここにいては
駄目になると帯、着物等、金目のあるものを柳行李に詰めて家
出。京都へ。高野のカネボウで女工になりたいと願ったが購買
部に回されて働いた。友人に誘われて、ある日公会堂で開かれ
た賀川豊彦の講演会に出席した。話はよくわからなかったが
「ここに一人の若いクリスチャンがいる。神戸でスラムに住み
ながら
3万人の労働者の先頭に立って働く人の権利を主張し、
かたや捨て子を拾ってミルクを飲ませながら涙する人」なのだ
と感動し、主催者の招きで翌日三条通りのYMCAで30分賀川に
会い、自分の悩みを聞いてもらう。輪島で味わった苦悩の体験

写真：講演での深田未来生先生

を話したのである。黙って聞いていた賀川が「柳川さん、私に
も同じ様な体験があったよ」と語った時に彼の眼には涙がたま
っているのを見た彼女は強く心を打たれたという。そして関東
大震災が起こり賀川が東京の焼け野原で救済活動を始めたこと
を聞いてカネボウをやめて東京へ出る。松倉町に賀川を訪ね、
働きたい希望を述べると、賀川の第一声は「柳川さん、ご飯炊
ける?」で、あったという。まだ少人数だったボランティア集
団の、更に少人数だった女性たちの一人となったのであった。

3. 力を合わせる青年たちの中から
松倉町があった東京本所はその後零細企業が密集する地域へ
と変身してゆくのであるが、これも、再び、1945年3月10日の
大空襲ですべて焼失してしまう。しかし、あの関東大震災にお
ける30代半ばの賀川を中心として働いた人々の中から賀川の運
動を様々な形で推し進めてゆく人々が生まれたのである。各々
がその人なりに賀川を通して神の呼び出しに応じて行ったと言
ってもよい。純真で従順な青年たちばかりではなかっただけに
賀川にも様々な苦労があったであろうが、それでも一人ひとり
が個性を用い、生かして与えられていたタラントの何倍もの働
きを成し遂げてこの世の歩みを終えた。きっと天国で賀川との
再会を喜んでいるであろう。
私は松倉町で出会った二人の家庭に生まれた。父は伝道者に
なりたいと賀川に申し出た時に、賀川は自分の長老派の背景に
もかかわらず、メソジスト派の青山学院神学部に深田を送り込
んだ。賀川にとって教派はどうでもよかったというより、各々
の伝統が特徴を持ち寄って働けばより強いエネルギーが生まれ
ると考えたのであろう。父は青山を卒業する時に賀川から徳島
へ行ってローガン先生を助けなさいという要望を断ってアメリ
カにわたり太平洋神学校で学んだあとカルフォルニアの日本人
教会の牧師として働いた。私が生まれたのはその生活の中での
ことであった。
1937年、私が4歳の時、賀川は再び父に声をかけ、本所に帰
り本所イエス団教会(のちに東駒形教会)の牧師と本所基督教産
業青年会の主事として働くことを求めた。私たちはその要望に
応えた父と共に太平洋を渡って日本へ帰って来たのであった。
私が生まれる前年、7歳の長男がベーカスフィールドと言う
熱帯の様に暑いカリフォルニアの農村の教会の牧会にあたって
いた両親の祈りにもかかわらず世を去っていた。残された姉と
翌年生まれた私は事あるごとに賀川のことを聞かされて育った
と言ってよい。必ずしも賀川を神格化していた両親ではなかっ
たが、強い尊敬の念と信頼を賀川に寄せていた。したがって私
はいろいろなことがよくわからない年齢から賀川に会ったり、
話を聞いたりしていた。太平洋戦争が終わり飢えと混乱の体験
と、不満が高まっていた私の自由学園での学校生活への反抗が
原動力となり、16歳で単身、現金米ドル50ドルを手にしてアメ
リカへ渡ったのである。帰ったという方が正確なのかもしれな
いが。出発前、親の提案もあり私は賀川の所に挨拶に出かけた。
まだ餓鬼のような少年である。賀川は私を励まし、色紙の字を
書いてくれた。達筆だった賀川だが、時には書きなぐるような
字を書いている時もあった。しかしその日の彼は丁寧に色紙に
次のような言葉を書いてくれたのである。
敬虔は霊魂に築く神殿であり 勤労は神への捧げものである。
愛は神と人とを結ぶ紐帯である。
アメリカへ行くことも不安。賀川の所へ一人で挨拶に行くこと
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はもっと不安だった私はひたすら心を熱くして家路についたこ
とを思い出す。
その翌年の出来事である。夏体み中の仕事を探して私は口ス
アンジェルスにいた。賀川が戦後初めて海外に伝道旅行に出か
け数日ロスアンジェルスに寄ることを耳にした私は考えた。ま
だ洗礼を受けていなかった私は信仰がなかったわけではないが、
それは明確でよく考えつくしたものでもなかった。パロアルト
と言う町のYMCAに部屋を借り、一日5時間レストランで皿洗
いをしながら高校に通いながらキリストへの信仰をはっきりさ
せ、しっかり生きるためにも洗礼を受けたいと考えていただけ
に賀川に会えるのを機に相談しようと思ったのである。ロスの
日本人町には合同教会という大きな教会があった。1950年7月
30日は日曜日で口ス近辺の日本人教会はすべてこの合同教会に
集まり礼拝を共にし、賀川を説教者として迎えることを耳にし
た。その朝、6時から教会で早天祈祷会があることを知り、こ
れがチャンスだ、相談するのならこの時だと私はそこへ出かけ
た。祈祷会が終わった時、恐る恐る私は賀川に近づき、挨拶す
ると同時に洗礼のことを話したいと考えていた。笑顔で私に握
手の手を差し伸べた彼は「深田君、今日君の洗礼式をしよう」
と言われ、部屋の隅に私を連れてゆき「祈りたまえ」という。
私は何をどう祈ったか、全く記憶にない。ただ驚き、動揺し、
すべてが不思議に思えた。
合同教会は満杯で人々は通路にも周りにも立っていた。礼拝
の終わり近く、賀川は一言二言説明し、私に正面の壇上に上が
るように招いてくれた。私は洗礼を受けている間、ただただ感
動し、涙が止まらなかった。何故涙なのか自分でもよくわから
なかった。会衆の一番前に座っておられた高橋さんという老婦
人が壇に近づきピンクのハンカチを渡してくれた。出席してい
た多くの人々は強い印象を心に残したとのちのち何人もの方か
ら聞いた。
こうして両親だけでなく私も賀川から強いインパクトを受け
てアメリカでの勉強を続けボストン大学神学大学院に行くこと
になった。3年後、卒業を一ヶ月後に控えたあの4月、ある朝大
学で指導教授の一人に呼び止められた。そして賀川の死を知っ
た。その年八月には伝道者として日本へ帰る見通しが立ってい
ただけに、賀川の死は衝撃的であり、大きな悲しみであった。
その4年半ほど前に私は父が牧師をしていた国分寺教会で賀川
の司式で結婚式をしていたことも悲しみの一部に作用していた。

4. 聖人であるよりも、開拓者であり先駆者である賀川
運動とは動的だと言った。しかし信仰による運動には常に神
の心を探りながら歩む謙虚さ、謙遜が必要である。そうでない
と独りよがりに、自分に見えるものだけを念頭に置いて突っ走
る危険に直面する。イエスの生涯において最大の危機であった
十字架を前にした時、イエスは弟子たちに「目を覚ましていな
さい」と言われて一人祈られたとある。この目を覚ましていな
さいとは「祈っていなさい」と言う意味でもあった。にもかか
わらず、弟子たちは眠りこけてしまったのである。(マルコ 13 :
35) (ルカ 22 : 40)
賀川の言葉に「火事の時はポンプを押しながら祈れ」と言う
のがある。ポンプといわれても現代っ子には分かりにくいが消

防ポンプである。この言葉は関東大震災の賀川の行動を象徴す
る。彼の行動の速さは注目に値するが、それだけではない。祈
りの言葉を持って彼の所に集まった人々は町に繰り出し毛布や
食料を集めて歩いた。賀川は祈りながら東京へ向かったであろ
う。神戸に戻って集められた毛布や食料を船に積んでとんぼ返
りで東京へ再び発ったのである。このように祈りは行動を生か
し、行動は祈りを必要とすることを賀川は生涯通して示しなが
ら運動を推進していった。精神革新、魂の覚醒を呼び覚ます運
動であった。そしてその運動は日本のみならず世界に広く繰り
広げられた伝道、協同組合、労働、農民、社会福祉運動、世界
連邦、平和運動... に見出すことが出来る。
すべてにおいて賀川はこの世的に見て成功したわけではない。
実際に成功したこと、求めた目に見える変化が起こったことは
多くはなかったと言ってもいい。この世的というのは具体的事
例、数字で証明できる変化、目で見、体で感じ取ることのでき
る進歩と言うことである。さらに、賀川の考えや主張が全部正
しかったわけでもない。そうであるにもかかわらず、彼の運動
は実った、いや、実りつつあると考えていい。彼が進めようと
した運動に共鳴し、その推進のために協力し、人々に語り告げ、
新しい状況や、起ってくる問題と真剣に取り組もうとする人間
たちが運動から生まれ育っていったという点において私たちは
賀川の先導者、先駆者、啓蒙者としての役割を高く評価できる
のである。
心とか魂は肉眼では見えない。それでいて人間は一人ひとり
それを秘めて、それに動かされて生きている。宗教はその健康
を求める運動であり、それを育むのが信仰であろう。賀川は
「魂の彫刻」と言う表現を用いた。本の題でもある。時には
「魂の芸術」とも言った。彼が信じた神は霊魂の、魂の窓を打
ち開いて光を差し入れ、そこにあるものが、あり得る最大の姿
へと形作られるために「のみ」（彫刻刀）をふるって創造の作
業に勤しむ神なのである。そしてその神は愛の神であるがゆえ
にその存在を徹して愛する者のために投げ出して苦しみ、涙し
ながらも愛する者をかき抱き、救おうとする。。。それが十字
架上で血を流したイエスであった。そのイエスをそのままにし
ておく神ではない。永遠に彼に従おうとする人々と共に生きて
いて下さる。これが復活であり、賀川が主張した贖罪愛の神で
あった。
賀川は人に頼まれるとしばしばヨハネの手紙1:4章から言葉
を選んで書いた。文語訳であったが私たちは口語訳に馴染んで
いる。
互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者
は皆、神から生まれ、神を知っているからです．．．と4章は
始まる。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、
私たちの罪を償う(つぐなう)いけにえとして、み子をお遣わし
になりました。ここに愛があります。。。神は愛です。愛にと
どまる人は、神の内にとどまり、神もその人のうちにとどまっ
て下さいます。。。（ヨハネの手紙1 4:7-16）
賀川豊彦を生かし、支え、動かし続けたのはこの神への絶対
的信頼と信仰であった。私はその姿だけではなく、そのような
信頼と信仰をまず追い求めて生き続けたいと願っている。

講演会予告 『賀川豊彦と韓国』 講師：李
賀川豊彦は 1925 年頃から招待を受け、世界中を 20 回程
講演旅行をしています。
その間、韓国をいくども訪問し、韓国のキリスト教に大き
な影響を与えたと言われています。今まで賀川豊彦と韓国
との関係を明らかにした文献や報告書には接することがで
きませんでした。今回、李さんの調査研究によりこの関係
が明らかになるかも知れません。大変興味深い内容ですの
で、どうぞご参加ください。
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善惠

同志社大学大学院社会研究科助手
日本基督教団洛陽教会協力宣教師

日 時：2015 年 9 月 19 日（土）
13：30〜15：00
場 所：賀川記念館 4 階ホール
参加費：500 円
参加のお申込は賀川記念館まで。
tel 078-221-3627

6 月 竹中真ジャズライブ
今年は、
「平和」
「戦争」
といったテーマの曲目を世界中
から集めてこられました。そこに、
ウィットに富んだお話を加
えながら、
ピアノの響きがヨーロッパ中を駆け巡り、
日本に
まで広がったというステキなライブでした。その曲目の多様
性に思わずニッコリです。今年で4回目になるこのジャズラ
イブですが、竹中さんは観客層をよく理解しておられ、みん
なの心に沁みる選曲をしてくれました。ありがとうございま
す。そして、来年もよろしくお願いします。
来年は、2016年6月17日(金)です。

天国屋カフェ

のキッチンについて

2015 年度より、天国屋カフェの居場所を居場所らしく、
そして、
もっとみなさんのお役に立てるようにと、新しいボ
ランティア体制を作りました。それは、社会復帰や自立を目
指す方々にも場を提供するということです。現在は、NPO
法人中央むつみ会との連携で、就労支援のお手伝いをす
ることになりました。天国屋カフェが果たせる役割は大きく
ありませんが、一つ一つの出会いを大切にしながらの働き
です。
天国屋カフェは５周年を迎えました。この５年、資本もな
い中で、ボランティアの皆さんが本当に支えてくださいまし
た。その支えられた居場所を支援の場としても用いられる
ことになりました。神様は確実に導いてくださっています。

天国屋ナイトカフェ 年間スケジュール

2015 2015 2015 2015 2015

07 月 17 日 (fri)
08 月
09 月 18 日 (fri)

マジック ED のテーブルマジック
夏休み
One Village One Earth,
絵画展示とフェアトレード活動紹介

10 月 16 日 (fri)
11 月 20 日 (fri) アジア学院との交流 ARI
12 月 04 日 (fri)
2016 年
1 月 15 日 (fri)
02 月 18 日 (fri) ハープ演奏 児島若菜さんとお友達
03 月 18 日 (fri)

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

天国屋カフェホームページをぜひご覧下さい !!

http://tengokuya.pepper.jp/
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天国屋

とり

ナイトカフェ（3 月〜6 月）

3月はポール君のピアノ演奏。
ポール・ザウ君は、固定ファンも尽きま
した。いつもポール君を応援してい
るお客さんがいることはとても嬉し
い限りです。また、ポール君も練習
のやりがいがあるというものです。
今回は、お母さんのメアリーさんとの
共演で、最後は祈りに満ちていました。

４月 春 ゴ ス ペ ル ・ フ ラ

5 月 広瀬江利さん＆広瀬一葉さんのピアノとソプラノ演奏
は、
グループ花音(かのん)として披露された。親しみある歌、
讃美歌、そして、阪神淡路大震災の経験談を交えて、神様
のなさった業の証しとしての歌。素晴らしいひと時でした。
お二人は広瀬さんですが、姉妹でも家族でもありません。
「広瀬」は石川県に多いのだそうです。江利さんのお連れ
合いと一葉さんが同郷の石川だったのです。こんな不思議
な出会いもあるのですね。
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鳥飼慶陽の

第１回

とく

のり よし

徳 憲義（1892 〜 1960）

今回から鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (2)が3回シリーズでスタートします。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。

3 月 ポール君のピアノ演奏

広瀬江利さん＆広瀬一葉さんのピアノとソプラノ演奏

がい

これまで賀川豊
彦・ハル夫妻と共
に歩みを共にして
きた数多くの先達
の内、わたしたち
の「イエス団」に
関わりのあった
方々を、とりあえ
ず順不同で「武内
勝・雪」「吉田源
治郎・幸」「村島
帰之・しづゑ」
「黒田四郎・百合
子」の四組を取り
上げました。今回よりⅡ期目となります。
そこでまず第一回は「徳憲義」の登場です。徳は
奄美徳之島の出身で沖縄中学を卒業後、関西学院神
学部本科に在学中、「新川」に派遣された神学生の
ひとりです。
右下の写真は有名ですが、先般「武内勝所蔵資
料」のアルバムにあった写真の上部に、武内の筆跡
で「大正三年七月賀川先生プリンストン大学入学の
ため新川尻海岸にて記念撮影」と記されていたこと
から、賀川夫妻が「新川」を離れる前のものであっ
たことがはじめて明らかになりました。
加えてさらに、写真右下角には小さな紙が張られ、
左端大人は「吉岡（芳之助）」。前列右端は「小田
佳男」でその上は「伊藤平次」。最上段の学生は
「平野（喬市）」でその前が「徳憲義」と添え書き
され、彼らは関西学院神学部から派遣された神学生
たちであることも特定出来たのでした。
徳はその後、1923（大正12）年に渡米し2年後、
賀川の母校プリンストン大学神学部で学びつつ在学
中に「賀川大兄に捧ぐ」として処女作『生命の歩
み』（新生堂、大正15年）を出版しています。これ
には賀川豊彦が10頁ほどの「序」を贈りました。そ
の書き出しは次のような言葉があります。
「貧民窟では、毎年関西学院神学部から、応援者
を迎へるのが恒例であった。その年も、私は、二人
の新しき神学生を迎へた。それは私が貧民窟へ入っ
てから三年目の四月であった。神戸の空は晴れ渡り、
桜が綻んで皆浮れて居た。殊に原田の森は緑なす六
甲の輝きをうけて、社会の嘆きを忘れるほど若い人
の胸を溶けさせて居た。さうした中から、特に撰ば
れて、貧民窟に応援に来られた兄弟は殊勝な魂の持
主であると、私は心から尊敬を捧げたのである。」
徳はプリンストンを卒業後、1927（昭和2）年よ
りロスアンゼルス日本人合同教会牧師に就任してい

ますが、彼は1935（昭和10）年に帰国するまでも、
途切れることなくイエス団の活動を熱心に支え続けて
いたことは、すでに別のブログで紹介しておきました。
徳憲義には著作も多く、わたしの手許にあるもので
だけでも『愛の本質』（昭和4年）、詩集『愛は甦
る』（同年）、『歌ひつつ祈りつつ』（昭和5年）、
『ウエスレーの信仰』（昭和13年）など逸品ばかり。
戦後1946（昭和21）年には関西学院の理事に就き、
日本基督教団の巡回教師としても活躍し、賀川豊彦と
ほぼ時を同じくして1960（昭和35）年3月、69歳の生
涯を終えています。
没後（1962年）『愛しつつ祈りつつ――故徳憲義
記念』が纏められ、彼の説教・語録・詩・論説等と共
に賀川豊彦・武内勝・浜崎次郎など20数名におよぶ
貴重な想い出の記が遺されています。ここに収めた顔
写真はその記念誌の冒頭に飾られ「徳憲義遺影 昭和
33年7月写」と記されています。
なお、奥牧師のように若き日、賀川らの「救霊団」
（「イエス団」）の活動に派遣された神学生たちの名
前は、ほかにも賀川の先の「序」にある3名――「坂
本」「矢田（文一郎）」「山中」と、武内の文章「徳
憲義先生とイエス団教会」で「米倉次吉」をあげてい
ます。草創期の彼等の体験は大きいものでした。
その後今日に至るまで、イエス団と関西学院との交
流は深まり、賀川豊彦も関西学院の要請で度々講話に
出向き、関西学院の理事を務めると共に、阪本勝・河
上丈太郎・今田恵・竹内愛二・中島重・松沢兼人・由
木康など、「賀川豊彦（イエス団）と関西学院」の関
係は親密なものがありました。
過日、賀川記念館を会場に明治学院関係者の集いが
あり「賀川豊彦と明治学院の関係について」報告を求
められ、その記録を賀川記念館のHPに収めていただ
きましたが、あらためていま、関西学院や同志社など
の関係についても学び直しておくのも面白そうです。
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「総合研究所プログラム」
『子どもの貧困、負の連鎖を止めるために』
講師： 徳丸 ゆき子
徳丸ゆき子氏は、NPO 法人にて不登校、ひきこもり支援に従事さ
れた後、国際協力 NGO セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンに所属し、
国内事業、子どもの社会参画、子どもの貧困、東北大震災復興支援
のスタッフとして活動されていますが、大阪母子の衝撃的なふたつ
の事件、2010年8月大阪市西区幼児2人の「放置死事件」
と2013年
5月大阪市北区母子「変死事件」
を契機に
「悲劇を繰り返したくない」
と 2013 年、現団体 CPAO＝Child Poverty Action Osaka（通称シー
パオ C＝Child/ 子ども、パオ＝包む、モンゴルの移動式住居、家）
を
設立されました。
調べてみると、お金がないため人とつながりを持てない、働くこと
や文化活動に参加できないという相対的貧困者が 1980 年代バブル
絶頂期には10人に1人であったのに対し、今では6人に1人。中でも
一人親世帯の54.6％が生活に困窮しておられるという日本の現状が
そこにありました。
シングルマザーの81％は働き、
その4割以上は非正規労働者。また、
女性の賃金水準は低く母親が働くことの障害は多い。いわゆるワー
キング・プア。平均所得が標準の半分以下。それでも、生活保護は
受けたくないという女性たち。それは想像もできないほど屈辱的であ
るという話でした。
徳丸氏は突き動かされるように支援にあたられ、3 年で 300 人くら
いの方々と繋がられたとのことです。
「しらべる」
「みつける」そして「つ
なげる」
「ほぐす」ことの重要性。子ども食堂、実家のような子どもが
駆け込める親子の居場所作り、お寺おやつクラブ、月１お父さんと
様々な事業を展開されました。そして、その尊い働きによって救われ
た方々がたくさんありました。全国から食糧等の支援物資も届きます。

活動に賛同してくださる方は増えてきています。
「世の中捨てたもの
ではない」
「困った時はお互いさま」
。大切なことは、場作り、人作り、
人と人とが支え、支えられる地域作りと熱く語ってくださいました。
こうして、負の連鎖を止めるためには、行政の公的資金投入は不
可欠。官民一体となって制度改革と居場所作りを行うこと。それが
喫緊の課題であると力強く締めくくられました。
私たちイエス団に連なる者として、できることがすぐ傍にあるの
ではないでしょうか。CPAOのような働きが地域に広がり、生きづら
さを感じている方々の支えとなり、子どもたちが安心して過ごせる
社会をつくりだすことができるようにと祈ります。

「くじらぐも」「放課後等デイサービス」の
「くじらぐも」がスタート！

外国にルーツを持つ子 どもの学習教室

2014 年度の取り組み

（3年目を迎えた「はいず」の報告）
昨年度も「神戸定住外国人支援センター」
、
「神戸市中央区社会福祉協
議会」
、
「吾妻地域福祉ネットワーク」
、ボランティアの方々の協力のもと、
また「人・まち・つなぐ」中央区協働助成の助成を受け活動を行うことがで
きました。
1．参加者と支援者の増加
参加児童は、1年目の 2 人（アフガン、中国）
と保護者 1人から、2 年目に
は3人（パキスタン、
中国）増え
（2人は途中で退会しましたが）
、
2014年度は、
新しく5人増えました
（パキスタン1人、インド1人、中国3人）
。年度末には
卒業して新長田に通う中学生もいて、7人になりました。
支援者は、当初の4人から少しずつ増え、今は中国人留学生が2人、
ＳＯ
さん一家を支援している方など2人増え、年度末は8人になりました。
２．活動の広がり
毎週金曜日の学習支援が続いていますが、夏休みも宿題の消化と学習
習慣を絶やさないために 4 回集中講座をしました。一昨年も自由課題が理
解しにくい、
ということでしたが、昨年度も工作や絵、絵日記や観察日記な
どに取り組みました。
また、1 学期 2 学期とＳＯさんの学級での状況について、学校見学や担
任との懇談を行いました。なかなか個別支援は難しい、
ということでしたが、
「はいず」での学習の様子や成長の様子と、個別支援の成果などを話し合
いました。2月3月には緊急に週１回個別支援を増やした人もいました。
3．成果
子どもたちは、
日本の学校にも慣れ、学習の内容もよく理解できるよう
になってきました。
「はいず」では、得意な部分（特に算数など）
を伸ばしな
がら、
日本語の学習言語、読解などに力を入れてきました。
中国人留学生の二人は、算数の問題の用語の理解に力を入れ、予習も
進めて、学校での授業についていけるように指導してもらいました。また、
中国語で話ができ、相談できることは、中国人児童にとってリラックスでき
る居場所となりました。学校で 1 年間全く日本語を話さなかったＨＩさんは、
はいずではコマ回しや折り紙、手品など得意なことを披露し、楽しみながら
クラスを継続しました。
日本語の理解は進みながらも話すことがなったの
ですが、今年 1 月から突然話し始めました。
Ｗさんは、中学進学のことや家
族の問題など留学生にも相談し、新しく来日した小学生を誘ってくれました。

ＳＯさん、
ＨＡさんは算数が苦手でしたが、1 対 1 で数概念を指導する
中で、かけ算の九九や引き算がスムーズになってきて、学校でも落ち着
いて授業が受けられるようになってきました。また、
コマ回しや縄跳び、か
るたとりなどをやりながら、こつやルールを学び合うことで、学級でも仲
間に入れるようにすすめ、
ＹＵさんもコマ回しや縄跳びから友達が広がっ
ています。
ＫＯさんは、生活面の日本語はあまり困らないのですが、学習言語が
難しく、
日記指導や算数の文章問題から言葉の学習を進めています。こ
のような取り組みの中で、当初のネットを見て問い合わせがあるだけでな
く、親子で新しく来日した仲間に声をかけて、学習に参加してくるケース
も出てきました。
4．課題
人数が増え、直面しているのが、場所の確保です。月１回は使えなくな
る場所があります。今は 5 階の和室と４階の研究室を使っていますが、
ど
うにもならないときは、地域福祉センターをお借りしました。この場合は、
学習資料の移動と学習場所を知らせることが大変です。
もっと困るのは、
参加児童が増えてくると、
支援の方が足りなくなります。
どうしても１対１の支援が中心になるので、支援者の増加が求められます。
お世話になっている神戸大学大学院のゼミ生の方々は、アルバイトの問
題もありなかなか広がりにくいし、卒業という期限もあります。
2014年度 開催回数（1月〜3月就学前プレスクール含む）66回
参加延べ人数 299人

賀川記念館のボランティア ④

「外国にルーツを持つ子どもの学習教室 はいず」

小城 智子

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。シリーズ「賀川記念館のボランティア」第 4 回は、2013 年
4 月から行なっています「外国にルーツを持つ子 どもの学習教室 はいず」のボランティアを紹介致します。

2015 年 4 月「くじらぐも」は「放課後等デイサービス」
の制度の中でスタートをきりました。
現在、小学 1 年生から高校 2 年生の 7 名の子ども達が利
用しています。平日は放課後に養護学校に迎えに行き、お
やつをみんなで食べた後は、製作やみんなの手伝い、園庭
で遊ぶなど、家庭のかわりとして、くつろぎながらもいろ
いろな活動にチャレンジしています。夏休みなどの長期休
暇は午前 9 時頃から午後 5 時過ぎまで過ごします。お昼ご
はんはお弁当、近隣の大安亭市場に一緒に買い物に行く人、
4F の天国屋（コミュニティカフェ）で食事をする事もあ
ります。
日々の生活、遊びの中で友愛幼児園（保育園）
、ひまわ
り学級（学童保育）
、吾妻地域との連携を深め、それぞれ
の個別支援計画にそった療育を考え、楽しく言語やコミュ
ニケーション指導を続けています。

参加者も支援者も増えてきた はいず

2004 年、ひまわり学級（学童保育）に通っていた障害児が中学生に
なり、仕事を持つ母親の強い要望で知的障害児の学童保育「くじら
ぐも」として始まる。
2006 年「くじらぐも」は神戸市独自の「日中一時支援事業（障害児
タイムケア）
」として知的障害児の学童保育を再スタート。
2012 年児童福祉法改正により障害のある就学児童、生徒を対象とし
た「放課後等デイサービス」が始まる。
2012 年 8 月児童発達支援事業「くっく」開設
2015 年 4 月小学校にあがった「くっく」出身者を中心に、
「くじら
ぐもクラス」
（9 名）も開設
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「はいず」

「ナマエナニ」
「えっ？」冬休み明けにＡ君が突然話しかけてきて、
驚きました。
「名
前何？」
と聞いているとわかり、
「こじょうです。
」
「うーん、
うま」
「しきです。
」
「うーん、
きりん」彼は、はいずに来て1年になりますが、
日本語を頑固にこばみ、問いかけや
説明に「うん」
「いや」
としか言いませんでした。中国人留学生の 2 人の先生に丁
寧に中国語と日本語で日本語指導と算数や国語の学習のサポートをしてもらって
いました。2 月には、新しい中国人の子に通訳してくれるようになり、今では見違え
るように日本語で話します。
2013 年に外国人の子どもたちの学習支援と居場所づくりということで、
「はい
ず」がスタート。毎週金曜日の 4 時から5 時半まで活動しています。当初は子ども
たち3人お母さんが1人で、支援者が６人でしたが、今は子どもたちが 8人お母さ
んが1人、支援者が 8人になりました。今年5月から日本語学習のお母さんと1年
生の参加もあって、にぎやかになってきました。
子どもたちは、
日本の学校になれるのも日本語習得のスピードも早く、来るた
びに言葉が増え、活動的になり、本当にうらやましいと思います。最近中国から
やってきた子どもも、通訳してもらってやっと学習するところから始まりましたが、
あっという間に日本語で学習指導ができるようになってきました。それでも 4 年生
5 年生ぐらいに来日すると、今までの算数などの学習と日本語の問題をつないで
読み取れるように指導してくださる中国人留学生の先生たちの指導は貴重です。
また、国ごとに特徴がありますが、保護者が日本の学校のシステムや宿題など
学習方法を理解することが難しい場合もあり、子どもたち自身が学習の方法を理
解し、身につけることも大切です。そのためのサポートの場にもしています。
日本
語の語彙を増やすこと、苦手な読解を練習することと、得意な子の多い算数理
科などを伸ばすことも大事にしています。
学校では、外国人児童へのサポート体制（日本語の練習、通訳など）
をいろい
ろとっていますが、個別指導が難しいこともあります。
「はいず」から、子どもたち

への学習支援のやり方や対応など学校や担任と連絡を取り話し合うこともして
きました。
日本の学校では夏休みには工作や絵、
自由研究といった課題も出ます。今年
も、
いつもとは違う学校の宿題を消化するための時間も作りたいと考えています。
子どもたちとは、学習だけでなくこま回しや縄跳びをしたり、カルタとりをした
りしながら、こつ やルールを学び、学級でも仲間に入れるように進めています。
日曜日にはモスクに通って出会う友達というつながりや、中国語で話ができ、相
談しリラックスできる居場所としても大事にしていきたいと考えています。今年
中学生になり、新長田のＫＦＣ
（神戸定住外国人支援センター）
に通い始めたＢ
さんも進学のことや家族の問題など相談してきました。
参加児童が増えて、支援者が足りなくなってきました。
どうしても１対１の支援
が中心になります。これからも多くの支援者に応援いただきたいです。
（→「はいず」ボランティア募集は、P12をご覧ください）
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「くじらぐも」がスタート！
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やってきた子どもも、通訳してもらってやっと学習するところから始まりましたが、
あっという間に日本語で学習指導ができるようになってきました。それでも 4 年生
5 年生ぐらいに来日すると、今までの算数などの学習と日本語の問題をつないで
読み取れるように指導してくださる中国人留学生の先生たちの指導は貴重です。
また、国ごとに特徴がありますが、保護者が日本の学校のシステムや宿題など
学習方法を理解することが難しい場合もあり、子どもたち自身が学習の方法を理
解し、身につけることも大切です。そのためのサポートの場にもしています。
日本
語の語彙を増やすこと、苦手な読解を練習することと、得意な子の多い算数理
科などを伸ばすことも大事にしています。
学校では、外国人児童へのサポート体制（日本語の練習、通訳など）
をいろい
ろとっていますが、個別指導が難しいこともあります。
「はいず」から、子どもたち

への学習支援のやり方や対応など学校や担任と連絡を取り話し合うこともして
きました。
日本の学校では夏休みには工作や絵、
自由研究といった課題も出ます。今年
も、
いつもとは違う学校の宿題を消化するための時間も作りたいと考えています。
子どもたちとは、学習だけでなくこま回しや縄跳びをしたり、カルタとりをした
りしながら、こつ やルールを学び、学級でも仲間に入れるように進めています。
日曜日にはモスクに通って出会う友達というつながりや、中国語で話ができ、相
談しリラックスできる居場所としても大事にしていきたいと考えています。今年
中学生になり、新長田のＫＦＣ
（神戸定住外国人支援センター）
に通い始めたＢ
さんも進学のことや家族の問題など相談してきました。
参加児童が増えて、支援者が足りなくなってきました。
どうしても１対１の支援
が中心になります。これからも多くの支援者に応援いただきたいです。
（→「はいず」ボランティア募集は、P12をご覧ください）
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天国屋

とり

ナイトカフェ（3 月〜6 月）

3月はポール君のピアノ演奏。
ポール・ザウ君は、固定ファンも尽きま
した。いつもポール君を応援してい
るお客さんがいることはとても嬉し
い限りです。また、ポール君も練習
のやりがいがあるというものです。
今回は、お母さんのメアリーさんとの
共演で、最後は祈りに満ちていました。

４月 春 ゴ ス ペ ル ・ フ ラ

5 月 広瀬江利さん＆広瀬一葉さんのピアノとソプラノ演奏
は、
グループ花音(かのん)として披露された。親しみある歌、
讃美歌、そして、阪神淡路大震災の経験談を交えて、神様
のなさった業の証しとしての歌。素晴らしいひと時でした。
お二人は広瀬さんですが、姉妹でも家族でもありません。
「広瀬」は石川県に多いのだそうです。江利さんのお連れ
合いと一葉さんが同郷の石川だったのです。こんな不思議
な出会いもあるのですね。
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鳥飼慶陽の

第１回

とく

のり よし

徳 憲義（1892 〜 1960）

今回から鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (2)が3回シリーズでスタートします。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。

3 月 ポール君のピアノ演奏

広瀬江利さん＆広瀬一葉さんのピアノとソプラノ演奏

がい

これまで賀川豊
彦・ハル夫妻と共
に歩みを共にして
きた数多くの先達
の内、わたしたち
の「イエス団」に
関わりのあった
方々を、とりあえ
ず順不同で「武内
勝・雪」「吉田源
治郎・幸」「村島
帰之・しづゑ」
「黒田四郎・百合
子」の四組を取り
上げました。今回よりⅡ期目となります。
そこでまず第一回は「徳憲義」の登場です。徳は
奄美徳之島の出身で沖縄中学を卒業後、関西学院神
学部本科に在学中、「新川」に派遣された神学生の
ひとりです。
右下の写真は有名ですが、先般「武内勝所蔵資
料」のアルバムにあった写真の上部に、武内の筆跡
で「大正三年七月賀川先生プリンストン大学入学の
ため新川尻海岸にて記念撮影」と記されていたこと
から、賀川夫妻が「新川」を離れる前のものであっ
たことがはじめて明らかになりました。
加えてさらに、写真右下角には小さな紙が張られ、
左端大人は「吉岡（芳之助）」。前列右端は「小田
佳男」でその上は「伊藤平次」。最上段の学生は
「平野（喬市）」でその前が「徳憲義」と添え書き
され、彼らは関西学院神学部から派遣された神学生
たちであることも特定出来たのでした。
徳はその後、1923（大正12）年に渡米し2年後、
賀川の母校プリンストン大学神学部で学びつつ在学
中に「賀川大兄に捧ぐ」として処女作『生命の歩
み』（新生堂、大正15年）を出版しています。これ
には賀川豊彦が10頁ほどの「序」を贈りました。そ
の書き出しは次のような言葉があります。
「貧民窟では、毎年関西学院神学部から、応援者
を迎へるのが恒例であった。その年も、私は、二人
の新しき神学生を迎へた。それは私が貧民窟へ入っ
てから三年目の四月であった。神戸の空は晴れ渡り、
桜が綻んで皆浮れて居た。殊に原田の森は緑なす六
甲の輝きをうけて、社会の嘆きを忘れるほど若い人
の胸を溶けさせて居た。さうした中から、特に撰ば
れて、貧民窟に応援に来られた兄弟は殊勝な魂の持
主であると、私は心から尊敬を捧げたのである。」
徳はプリンストンを卒業後、1927（昭和2）年よ
りロスアンゼルス日本人合同教会牧師に就任してい

ますが、彼は1935（昭和10）年に帰国するまでも、
途切れることなくイエス団の活動を熱心に支え続けて
いたことは、すでに別のブログで紹介しておきました。
徳憲義には著作も多く、わたしの手許にあるもので
だけでも『愛の本質』（昭和4年）、詩集『愛は甦
る』（同年）、『歌ひつつ祈りつつ』（昭和5年）、
『ウエスレーの信仰』（昭和13年）など逸品ばかり。
戦後1946（昭和21）年には関西学院の理事に就き、
日本基督教団の巡回教師としても活躍し、賀川豊彦と
ほぼ時を同じくして1960（昭和35）年3月、69歳の生
涯を終えています。
没後（1962年）『愛しつつ祈りつつ――故徳憲義
記念』が纏められ、彼の説教・語録・詩・論説等と共
に賀川豊彦・武内勝・浜崎次郎など20数名におよぶ
貴重な想い出の記が遺されています。ここに収めた顔
写真はその記念誌の冒頭に飾られ「徳憲義遺影 昭和
33年7月写」と記されています。
なお、奥牧師のように若き日、賀川らの「救霊団」
（「イエス団」）の活動に派遣された神学生たちの名
前は、ほかにも賀川の先の「序」にある3名――「坂
本」「矢田（文一郎）」「山中」と、武内の文章「徳
憲義先生とイエス団教会」で「米倉次吉」をあげてい
ます。草創期の彼等の体験は大きいものでした。
その後今日に至るまで、イエス団と関西学院との交
流は深まり、賀川豊彦も関西学院の要請で度々講話に
出向き、関西学院の理事を務めると共に、阪本勝・河
上丈太郎・今田恵・竹内愛二・中島重・松沢兼人・由
木康など、「賀川豊彦（イエス団）と関西学院」の関
係は親密なものがありました。
過日、賀川記念館を会場に明治学院関係者の集いが
あり「賀川豊彦と明治学院の関係について」報告を求
められ、その記録を賀川記念館のHPに収めていただ
きましたが、あらためていま、関西学院や同志社など
の関係についても学び直しておくのも面白そうです。
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はもっと不安だった私はひたすら心を熱くして家路についたこ
とを思い出す。
その翌年の出来事である。夏体み中の仕事を探して私は口ス
アンジェルスにいた。賀川が戦後初めて海外に伝道旅行に出か
け数日ロスアンジェルスに寄ることを耳にした私は考えた。ま
だ洗礼を受けていなかった私は信仰がなかったわけではないが、
それは明確でよく考えつくしたものでもなかった。パロアルト
と言う町のYMCAに部屋を借り、一日5時間レストランで皿洗
いをしながら高校に通いながらキリストへの信仰をはっきりさ
せ、しっかり生きるためにも洗礼を受けたいと考えていただけ
に賀川に会えるのを機に相談しようと思ったのである。ロスの
日本人町には合同教会という大きな教会があった。1950年7月
30日は日曜日で口ス近辺の日本人教会はすべてこの合同教会に
集まり礼拝を共にし、賀川を説教者として迎えることを耳にし
た。その朝、6時から教会で早天祈祷会があることを知り、こ
れがチャンスだ、相談するのならこの時だと私はそこへ出かけ
た。祈祷会が終わった時、恐る恐る私は賀川に近づき、挨拶す
ると同時に洗礼のことを話したいと考えていた。笑顔で私に握
手の手を差し伸べた彼は「深田君、今日君の洗礼式をしよう」
と言われ、部屋の隅に私を連れてゆき「祈りたまえ」という。
私は何をどう祈ったか、全く記憶にない。ただ驚き、動揺し、
すべてが不思議に思えた。
合同教会は満杯で人々は通路にも周りにも立っていた。礼拝
の終わり近く、賀川は一言二言説明し、私に正面の壇上に上が
るように招いてくれた。私は洗礼を受けている間、ただただ感
動し、涙が止まらなかった。何故涙なのか自分でもよくわから
なかった。会衆の一番前に座っておられた高橋さんという老婦
人が壇に近づきピンクのハンカチを渡してくれた。出席してい
た多くの人々は強い印象を心に残したとのちのち何人もの方か
ら聞いた。
こうして両親だけでなく私も賀川から強いインパクトを受け
てアメリカでの勉強を続けボストン大学神学大学院に行くこと
になった。3年後、卒業を一ヶ月後に控えたあの4月、ある朝大
学で指導教授の一人に呼び止められた。そして賀川の死を知っ
た。その年八月には伝道者として日本へ帰る見通しが立ってい
ただけに、賀川の死は衝撃的であり、大きな悲しみであった。
その4年半ほど前に私は父が牧師をしていた国分寺教会で賀川
の司式で結婚式をしていたことも悲しみの一部に作用していた。

4. 聖人であるよりも、開拓者であり先駆者である賀川
運動とは動的だと言った。しかし信仰による運動には常に神
の心を探りながら歩む謙虚さ、謙遜が必要である。そうでない
と独りよがりに、自分に見えるものだけを念頭に置いて突っ走
る危険に直面する。イエスの生涯において最大の危機であった
十字架を前にした時、イエスは弟子たちに「目を覚ましていな
さい」と言われて一人祈られたとある。この目を覚ましていな
さいとは「祈っていなさい」と言う意味でもあった。にもかか
わらず、弟子たちは眠りこけてしまったのである。(マルコ 13 :
35) (ルカ 22 : 40)
賀川の言葉に「火事の時はポンプを押しながら祈れ」と言う
のがある。ポンプといわれても現代っ子には分かりにくいが消

防ポンプである。この言葉は関東大震災の賀川の行動を象徴す
る。彼の行動の速さは注目に値するが、それだけではない。祈
りの言葉を持って彼の所に集まった人々は町に繰り出し毛布や
食料を集めて歩いた。賀川は祈りながら東京へ向かったであろ
う。神戸に戻って集められた毛布や食料を船に積んでとんぼ返
りで東京へ再び発ったのである。このように祈りは行動を生か
し、行動は祈りを必要とすることを賀川は生涯通して示しなが
ら運動を推進していった。精神革新、魂の覚醒を呼び覚ます運
動であった。そしてその運動は日本のみならず世界に広く繰り
広げられた伝道、協同組合、労働、農民、社会福祉運動、世界
連邦、平和運動... に見出すことが出来る。
すべてにおいて賀川はこの世的に見て成功したわけではない。
実際に成功したこと、求めた目に見える変化が起こったことは
多くはなかったと言ってもいい。この世的というのは具体的事
例、数字で証明できる変化、目で見、体で感じ取ることのでき
る進歩と言うことである。さらに、賀川の考えや主張が全部正
しかったわけでもない。そうであるにもかかわらず、彼の運動
は実った、いや、実りつつあると考えていい。彼が進めようと
した運動に共鳴し、その推進のために協力し、人々に語り告げ、
新しい状況や、起ってくる問題と真剣に取り組もうとする人間
たちが運動から生まれ育っていったという点において私たちは
賀川の先導者、先駆者、啓蒙者としての役割を高く評価できる
のである。
心とか魂は肉眼では見えない。それでいて人間は一人ひとり
それを秘めて、それに動かされて生きている。宗教はその健康
を求める運動であり、それを育むのが信仰であろう。賀川は
「魂の彫刻」と言う表現を用いた。本の題でもある。時には
「魂の芸術」とも言った。彼が信じた神は霊魂の、魂の窓を打
ち開いて光を差し入れ、そこにあるものが、あり得る最大の姿
へと形作られるために「のみ」（彫刻刀）をふるって創造の作
業に勤しむ神なのである。そしてその神は愛の神であるがゆえ
にその存在を徹して愛する者のために投げ出して苦しみ、涙し
ながらも愛する者をかき抱き、救おうとする。。。それが十字
架上で血を流したイエスであった。そのイエスをそのままにし
ておく神ではない。永遠に彼に従おうとする人々と共に生きて
いて下さる。これが復活であり、賀川が主張した贖罪愛の神で
あった。
賀川は人に頼まれるとしばしばヨハネの手紙1:4章から言葉
を選んで書いた。文語訳であったが私たちは口語訳に馴染んで
いる。
互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者
は皆、神から生まれ、神を知っているからです．．．と4章は
始まる。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、
私たちの罪を償う(つぐなう)いけにえとして、み子をお遣わし
になりました。ここに愛があります。。。神は愛です。愛にと
どまる人は、神の内にとどまり、神もその人のうちにとどまっ
て下さいます。。。（ヨハネの手紙1 4:7-16）
賀川豊彦を生かし、支え、動かし続けたのはこの神への絶対
的信頼と信仰であった。私はその姿だけではなく、そのような
信頼と信仰をまず追い求めて生き続けたいと願っている。

講演会予告 『賀川豊彦と韓国』 講師：李
賀川豊彦は 1925 年頃から招待を受け、世界中を 20 回程
講演旅行をしています。
その間、韓国をいくども訪問し、韓国のキリスト教に大き
な影響を与えたと言われています。今まで賀川豊彦と韓国
との関係を明らかにした文献や報告書には接することがで
きませんでした。今回、李さんの調査研究によりこの関係
が明らかになるかも知れません。大変興味深い内容ですの
で、どうぞご参加ください。
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善惠

同志社大学大学院社会研究科助手
日本基督教団洛陽教会協力宣教師

日 時：2015 年 9 月 19 日（土）
13：30〜15：00
場 所：賀川記念館 4 階ホール
参加費：500 円
参加のお申込は賀川記念館まで。
tel 078-221-3627

6 月 竹中真ジャズライブ
今年は、
「平和」
「戦争」
といったテーマの曲目を世界中
から集めてこられました。そこに、
ウィットに富んだお話を加
えながら、
ピアノの響きがヨーロッパ中を駆け巡り、
日本に
まで広がったというステキなライブでした。その曲目の多様
性に思わずニッコリです。今年で4回目になるこのジャズラ
イブですが、竹中さんは観客層をよく理解しておられ、みん
なの心に沁みる選曲をしてくれました。ありがとうございま
す。そして、来年もよろしくお願いします。
来年は、2016年6月17日(金)です。

天国屋カフェ

のキッチンについて

2015 年度より、天国屋カフェの居場所を居場所らしく、
そして、
もっとみなさんのお役に立てるようにと、新しいボ
ランティア体制を作りました。それは、社会復帰や自立を目
指す方々にも場を提供するということです。現在は、NPO
法人中央むつみ会との連携で、就労支援のお手伝いをす
ることになりました。天国屋カフェが果たせる役割は大きく
ありませんが、一つ一つの出会いを大切にしながらの働き
です。
天国屋カフェは５周年を迎えました。この５年、資本もな
い中で、ボランティアの皆さんが本当に支えてくださいまし
た。その支えられた居場所を支援の場としても用いられる
ことになりました。神様は確実に導いてくださっています。

天国屋ナイトカフェ 年間スケジュール

2015 2015 2015 2015 2015

07 月 17 日 (fri)
08 月
09 月 18 日 (fri)

マジック ED のテーブルマジック
夏休み
One Village One Earth,
絵画展示とフェアトレード活動紹介

10 月 16 日 (fri)
11 月 20 日 (fri) アジア学院との交流 ARI
12 月 04 日 (fri)
2016 年
1 月 15 日 (fri)
02 月 18 日 (fri) ハープ演奏 児島若菜さんとお友達
03 月 18 日 (fri)

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

天国屋カフェホームページをぜひご覧下さい !!

http://tengokuya.pepper.jp/
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「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

昨年の天国屋ボランティア講座で知り合った山口ますみ
さん。それ以来、
夏と春に、
パン教室を開いてくださっています。
現在は、太田さんもパートナーとして毎回の参加です。参加
者は、それほど多くないのですが、小さいグループでゆっくり
と楽しくパンを焼く姿は、
「スローライフ」そのもの。心も体も
幸せになれるようです。
このパン教室に、TV 朝日の「おはよう朝日」から声がかか
りました。6 月10日( 水 )に山口ますみさんの師匠である梶晶
子先生が出演。こんなつながりができてよかったです。
また、この夏「天然酵母ポリパン子ども編」を開催する予
定です。こどもだけでも親子でも参加できます。夏休みの自
由研究にも最適です。
どしどし応募してください。
日程は、右
に掲載していますチラシをご覧ください。

夏休みの自由研究に！
親子の楽しい夏の思い出に！
２０１５年 8 月 22 日(土)10：00〜12：30
フライパンで作る
天然酵母ポリパン子ども教室
この夏休みに、子どもだけでも、親子でも、学校の夏
休み自由研究に最適！パンについてのお話と、実際のパ
ン作りのセットです。
� �������
日程：2015 年 8 月 22 日(土)基本のイングリッシュマフィン
時間：１０：００〜１２：３０頃
定員：８名様
料金：１回 ２５００円 （1 人分のランチ代含む）
持ち物：エプロン 、手ふきタオル 、筆記用具 、パン持ち帰り用袋
※子どもだけの場合は、小学生以上。
� ����

���������������

���� Jr �����

Happy,Healthy,Tasty ＆ Smile を コ ン セ プ ト に 東 京 で 活 躍 さ れ て い る
happyDERI 主宰梶晶子先生に指導頂いた二人が神戸を拠点にパン作りの楽
しさをお届けします。
����� ����������(�)
��������� ���������������
��� ������������
��������� ����� ������

「天国屋カフェ 開業 5 周年感謝講座」
一杯のコーヒーができるまで
〜有機栽培コーヒー「レネ・マウンティン」のこころ〜

都市における
コミュニティ・カフェの担う役割

講師：レナート・ンガヤウェン・ギリガンさん

講師：豊嶋悠爾さん

日時：2015 年 7 月 28 日（火）
18：00〜20：00
①
②
③
④

フィリピン・コーディリエラ地方の紹介
コーヒーができるまで
アグロフォレストリーとは？
なぜアグロフォレストリーなのか？

会 場：賀川記念館 4 階
参加費：1 回 500 円 ( コーヒーとケーキ付き )
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日時：2015 年 9 月 12 日（土）
14：00〜16：00
現代の都市に営利を目的としないカフェがいく
つもできている。なぜか？豊嶋さんは、神戸市
内にある「コミュニティ・カフェ」を巡り、そ
の役割について考えてみる。

主催：賀川記念館隣保事業 天国屋カフェ
〒651−0076 神戸市中央区吾妻通 5-2-20
《問い合わせ》078 (221) 3627

小説的描写である。ドイツ人の貿易商と日本女性の間に生まれ
た父は誕生から少年時代へと極めて不幸な日々を送ったために、
終生幼少時代の思い出をあまり語りたがらなかった。十代後半、
大阪の大丸で「丁稚奉公」をしながら自分の出生がもたらした
不幸を嘆き、目にしたこともない父の存在を見出そうと煩悶の
日々に明け暮れていた。ある夕方、大阪の町かどで道行く人に
語りかけていた若き賀川の姿にひかれ、立ち止まってその話を
聞いた。ひきつけられるものを感じて、その後神戸に職を見つ
けてスラムに住む賀川を訪ねるに至る。賀川に自分の身の上話
をし、父の存在を飢え渇くように求める心の内を賀川にさらけ
出した。黙って聞いていた賀川が、ひとこと、「深田君、君に
はお父さんいるよ」と告げる。きっと話はそれだけではなかっ
たであろうが、父はその時「僕は先生が言われていることが分
かった」と何度も話すのを私は少年として聞いたことがある。
お父さんとは「天の父」であることは明らかである。
その後、失業した父は賀川が住む貧困地域に他の青年たちと
住みこんで働きつつ、生涯の親友木立義道に会っている。
1923年の関東大震災が起こったのはそんな時であった。賀川
の行動は迅速であった。鉄道が不通になっていたので、海路東
京に向かった賀川は状況を的確に把握して神戸に戻り、留守中
に同志たちが集めていた食料や毛布を船に積み、3人の青年を
伴なって直ちに東京へ戻ったのである。その3人の中に深田と
木立も含まれていた。それから東京下町、本所松倉町の焼け野
原にテントを張っての賀川の救援活動はすさまじいの一言に尽
きる。そして集まって来た青年ボランティア達の働きは父が克
明に記した「宗教部日誌」によってありありと見えてくる。不
思議な信仰、運動、友情共同体が形成されて行くのである。
集まって来たのは決してエリート青年たちではなかった。どち
らかと言えば社会の底辺で、そこに近い所で、ひたすら懸命に
働いていた人たちであった。男性が多かったが、女性たちもい
た。皆が洗礼を受けたキリスト者でもなかった。そうでありな
がら、破壊しつくされた東京の悲惨な現実の中に立ち、賀川と
言う若き指導者を中心にする運動、当然困窮者、災害被害者の
救援活動を優先課題としながらも、同時に神の愛を具体的なも
のにしようとする運動に参加した青年たちは熱情に満ち、身を
投じるようにして働いたのである。彼らの思いは前提として愛
と正義の神は存在し、「私たちはその神を信じている、いや、
信じようとしている。その神の愛と正義はすべての人々に向け
られている。どのように巨大な問題や差し迫る人々のニードで
あっても神は信じる者たちがそれと取り組むことを求めておら
れる。そして神は共に働いていて下さる。自分にも担える役割
がある。このことを信じられるのはここに賀川豊彦と言う一人
の伝道者がいて「イエス運動」とでもいえる運動の先頭に立つ
その姿を見るからだ。その姿に自分も従いたい。そしてイエス
に見習って底辺や社会の周辺に身をかがめて生きようとしてい
る人々に仕えて生きたい」と言った思いだったと言える。
これらの青年たちはエリート・インテリではなかったと言った
がそれは知性や能力に欠けていたという意味ではない。世の中
の「物差し」で言うエリートではないということだ。彼らが協
力して働き、賀川がいてもいなくても朝早く祈りを共にし、聖
書を読み、朝食後ただちに焼け野原に繰り出して行く生活の中
で成長してゆく姿にはたくましさと、さわやかさと、魂の美し
さがまし加わってゆくのであった。
私の母は22歳の青年であった。石川県輪島の比較的裕福な商
人の家に生まれたが9才で母親が死に、自分はティーンエージ
ャーの時結核で長く療養しながら自分はこのままここにいては
駄目になると帯、着物等、金目のあるものを柳行李に詰めて家
出。京都へ。高野のカネボウで女工になりたいと願ったが購買
部に回されて働いた。友人に誘われて、ある日公会堂で開かれ
た賀川豊彦の講演会に出席した。話はよくわからなかったが
「ここに一人の若いクリスチャンがいる。神戸でスラムに住み
ながら
3万人の労働者の先頭に立って働く人の権利を主張し、
かたや捨て子を拾ってミルクを飲ませながら涙する人」なのだ
と感動し、主催者の招きで翌日三条通りのYMCAで30分賀川に
会い、自分の悩みを聞いてもらう。輪島で味わった苦悩の体験

写真：講演での深田未来生先生

を話したのである。黙って聞いていた賀川が「柳川さん、私に
も同じ様な体験があったよ」と語った時に彼の眼には涙がたま
っているのを見た彼女は強く心を打たれたという。そして関東
大震災が起こり賀川が東京の焼け野原で救済活動を始めたこと
を聞いてカネボウをやめて東京へ出る。松倉町に賀川を訪ね、
働きたい希望を述べると、賀川の第一声は「柳川さん、ご飯炊
ける?」で、あったという。まだ少人数だったボランティア集
団の、更に少人数だった女性たちの一人となったのであった。

3. 力を合わせる青年たちの中から
松倉町があった東京本所はその後零細企業が密集する地域へ
と変身してゆくのであるが、これも、再び、1945年3月10日の
大空襲ですべて焼失してしまう。しかし、あの関東大震災にお
ける30代半ばの賀川を中心として働いた人々の中から賀川の運
動を様々な形で推し進めてゆく人々が生まれたのである。各々
がその人なりに賀川を通して神の呼び出しに応じて行ったと言
ってもよい。純真で従順な青年たちばかりではなかっただけに
賀川にも様々な苦労があったであろうが、それでも一人ひとり
が個性を用い、生かして与えられていたタラントの何倍もの働
きを成し遂げてこの世の歩みを終えた。きっと天国で賀川との
再会を喜んでいるであろう。
私は松倉町で出会った二人の家庭に生まれた。父は伝道者に
なりたいと賀川に申し出た時に、賀川は自分の長老派の背景に
もかかわらず、メソジスト派の青山学院神学部に深田を送り込
んだ。賀川にとって教派はどうでもよかったというより、各々
の伝統が特徴を持ち寄って働けばより強いエネルギーが生まれ
ると考えたのであろう。父は青山を卒業する時に賀川から徳島
へ行ってローガン先生を助けなさいという要望を断ってアメリ
カにわたり太平洋神学校で学んだあとカルフォルニアの日本人
教会の牧師として働いた。私が生まれたのはその生活の中での
ことであった。
1937年、私が4歳の時、賀川は再び父に声をかけ、本所に帰
り本所イエス団教会(のちに東駒形教会)の牧師と本所基督教産
業青年会の主事として働くことを求めた。私たちはその要望に
応えた父と共に太平洋を渡って日本へ帰って来たのであった。
私が生まれる前年、7歳の長男がベーカスフィールドと言う
熱帯の様に暑いカリフォルニアの農村の教会の牧会にあたって
いた両親の祈りにもかかわらず世を去っていた。残された姉と
翌年生まれた私は事あるごとに賀川のことを聞かされて育った
と言ってよい。必ずしも賀川を神格化していた両親ではなかっ
たが、強い尊敬の念と信頼を賀川に寄せていた。したがって私
はいろいろなことがよくわからない年齢から賀川に会ったり、
話を聞いたりしていた。太平洋戦争が終わり飢えと混乱の体験
と、不満が高まっていた私の自由学園での学校生活への反抗が
原動力となり、16歳で単身、現金米ドル50ドルを手にしてアメ
リカへ渡ったのである。帰ったという方が正確なのかもしれな
いが。出発前、親の提案もあり私は賀川の所に挨拶に出かけた。
まだ餓鬼のような少年である。賀川は私を励まし、色紙の字を
書いてくれた。達筆だった賀川だが、時には書きなぐるような
字を書いている時もあった。しかしその日の彼は丁寧に色紙に
次のような言葉を書いてくれたのである。
敬虔は霊魂に築く神殿であり 勤労は神への捧げものである。
愛は神と人とを結ぶ紐帯である。
アメリカへ行くことも不安。賀川の所へ一人で挨拶に行くこと
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賀川豊彦召天 55 周年記念集会開催 !!
賀川豊彦召天55周年記念集会が2015年4月25日
（土）、賀川記念館と神戸市舞子墓園にある賀川記念
納骨堂で行われました。
記念礼拝には72名の方にご参加いただき、召天55周
年を記念して深田未来生先生より『私を生かす賀川豊
彦』と言うテーマでお話をいただきました。深田先生
のご講演の内容を以下に掲載させていただきます。
記念礼拝の後、有志16名で舞子墓園を訪れ、墓地の
清掃と墓前礼拝を行ないました。
ご協力いただいた方々、ご参加いただいた方々に感
謝致します。

写真：舞子墓園での墓前礼拝

『私を生かす賀川豊彦の姿』
奨励 深田未来生先生 （同志社大学名誉教授）
1. 賀川豊彦は誰だったのか
50年前、72歳に達する前に天国に旅立っていった賀川豊彦。
ここに集う人々を含め20世紀の大半を通して日本を超えて世界
にその存在が知れ渡った一キリスト者をどのように呼べばよい
のか。このことは決して簡単ではない。彼は様々な名称で呼ば
れてきたからである。何年も前、上智大学が企画した「カトリ
ック大辞典」の編集が進められていた時、私は依頼を受けて
「賀川豊彦」を担当した。引き受けたのは良かったのだが、後
にどのような肩がきをつけるかでハタと困った。最終的に私は
「伝道者、キリスト教社会運動家」としたのだが、私としては
「伝道者」だけでも充分だと思っていたし、今でもその考えは
変わらない。ただし、彼の広い活動と影響範囲を考えて「社会
運動家」も加えたのであった。そのなかでも「運動」と言う表
現は大切だと思っている。
運動を英語ではMovementと言う。動的イメージを伴う言葉
である。「固定」とは異なった表現と言える。キリスト者とし
て生きた賀川は先駆者的、そして開拓者的運動の推進者として
徹して歩み続けた存在であった。立ち止まり、固定化する必要
が起こった時にはその運動に賛同した人がその役割を担ったの
である。したがって運動が推進されてゆく道程を振り向くと、
運動の同志たちが土を掘り、耕し、種をまき実りを目指して働
いている姿が多く見えてくる。即ち、キリストの教会をはじめ
として、社会の多方面にわたる賀川のインパクトは賀川に刺激
を受け、啓蒙され、時には経済的支援を受けながら賀川の信仰
と思想を社会に、とくに周辺的存在に現実としようと苦闘しな
がら、多くの実りをもたらした人々を忘れることはできないの
である。
賀川は神の愛に目覚めた若き日からその愛をリアルなものと
し、すべての人に関わるものとするために「良きおとずれ」と
しての福音をつたえ、キリストにあって新たに生きる決断を迫
る使命に生きようとした。これが伝道者の中心的使命である。
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写真上：墓地清掃の様子 写真下：司式をする上内牧師（神戸イエス団教会）

これを伝統的キリスト教は召命とよぶ。Callingである。賀川は
この使命を多角的に捉えたのである。伝道者として、社会福祉、
労働者、農民の組織化のための組合運動、協同組合運動、世界
連邦を目指す平和運動、キリスト教社会主義の表現としての日
本社会党の結成、そして著作活動と彼の運動生活は多岐にわた
った。
彼には独特のカリスマがあった。神から与えられた賜もので
ある。それは決して清らかで、この世離れした「聖人」像を伴
うようなものではなかった。彼には地べた的存在として一種の
泥臭さがあった。あれだけの演説家、説教者であったにもかか
わらず、専門的観点から観察すれば雄弁家だったとはいえない
面もあった。それは英語であっても日本語であっても同様であ
る。そうであるにもかかわらず、彼の「語り」に衝撃を受け、
心を揺さぶられ、生き方をラジカルに(急進的に)、(数えきれな
く)多くの人が変えられた出来事は日本の歴史において数少な
い。否、ないとすら言ってもよかろう。それらの人々がみなキ
リスト教会に繋がったとは限らない。いまだに高齢者の中から
賀川の話を聞いたり、本を読んだりして人生の方向転換を試み、
さまざまな形でこの世に貢献した人の話を聞いたり読んだりす
ることがある。それが意外な人だったり、社会の中核だけでな
く、片隅に生きた人だったりする。ことによると、このように
蒔かれた種は日本社会に限ることなく、広範囲にわたって芽生
え、豊かな実りを生み出した点に置いて賀川は最も評価される
べきなのかもしれない。
豊かな実りを生み出した人々は必ずしも有名人になったとい
うことではない。魂の目覚め、覚醒、を体験し、自分の命、生
き方にキリストを迎え入れ、あるいはキリストの姿に打たれ、
神の愛と正義が現実となって周辺に変化をもたらすことを目指
して生きた人びとを意味する。そのように生きることを選択す
ることへと誘導の役割を果たす人を伝道者と考えるならば賀川
は何よりも伝道者であったのである。

2. 私と賀川豊彦
私の賀川理解は個人的体験抜きでは語れない。個人的という
よりは、私の家族と賀川の関係とした方がより正確であろう。
私の両親は賀川の小説にも描かれているが、それはあくまで

賀川記念館の歩み
2015 年
3月
7（土）
8（日）
10（火）
12（木）
18（水）
20（金）
27（金）
28（土）

パン教室
宮古販売（兵庫県ユニセフ協会）
大学生協大阪・兵庫・和歌山ブロック（講演・見学）
小野柄地区民生委員（講演・見学）
青少年本部（西参事・出張講演）
大阪労福協（西参事・出張講演） ナイトカフェ
語り部の会
夢前コープ委員会（講演・見学）

4月
02（木）
03（金）
04（土）
06（月）
09（木）
14（火）
17（金）
23（木）
24（金）
25（土）

コープムービング（講演・見学）
トヨタ車体労働組合（講演・見学）
コープ愛知（西参事・出張講演）
ガーデンエルロイ（西参事・出張講演）
全労済茨城県本部（講演・見学）
コア 100 賀川（於農業会館）
ナイトカフェ
日本セカンドライフ協会（講演・見学）
全矢崎労働組合（講演・見学）
賀川豊彦召天 55 周年記念集会

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。
2015 年 3 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
786,000 円
寄付金
492,371 円
クリスマス献金
27,332 円
真愛ホーム・友愛幼児園寄附 9,710 円
総合計 1,315,413 円

5月
03（日） 扇町教会（見学・説明）
08（金） コニカミノルタ（見学・説明）
14（木） 西宮弟子教会（見学・説明）
15（金） 大阪聖書学院（講演・見学） ナイトカフェ
22（金） 和歌山生協連（講演・見学）
23（土） 全労済大阪府（西参事・出張講演）UA ゼンセン（講演・見学）
27（水） コア 100 賀川（於コープこうべ生文センター）
ウルサン東区地域自治センター（見学）
28（木） 白川台コープ委員会（見学） 関西聖書学院（見学）
29（金） 相鉄労連（講演・見学）
6月
06（土） 電機連合福祉共済センター（講演・見学） 明治学院同窓会
07（日） 京滋大学生協（西参事・出張講演）
全労済東日本（講演・見学）
08（月） 全労済北日本事業本部（講演・見学）
09（火） 全労済秋田県本部（講演・見学）
13（土） 宮古販売（西宮ワイズメンズクラブ）
14（日） 全労済東日本事業部（講演・見学）
15（月） 全労済宮城県本部（講演・見学）
16（火） 全労済秋田県本部（講演・見学）愛知県労福協（説明・見学）
18（木） 全労済秋田県本部（講演・見学）
19（金） ナイトカフェ
20（土） パン教室 総合研究所講演会 関学山本ゼミ（説明・見学）
21（日） 奈良やまと会（説明・見学）
23（火） 全労済宮城県本部（講演・見学）
26（金） 大阪労福協（講演・見学） 宝塚コープ委員会（講演・見学）
全労済岩手県本部（講演・見学）
28（日） 全労済鳥取県本部（見学）
29（月）〜30（火）5 館連絡会議（於蒲郡）
記念館ミュージアム入場者数
3月

一般 41 名

団体

65 名

行事

172 名

合計 278 名

4月

一般 42 名

団体

88 名

行事

182 名

合計 312 名

5月

一般 75 名

団体 119 名

行事

110 名

合計 304 名

6月

一般 31 名

団体 360 名

行事

160 名

合計 551 名

賀川記念館賛助会ご入会のお願い
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。

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）：
賛助会費・寄附金等納入者名は、
イースター式典社
一麦保育園 公益財団法人賀川事業団雲柱社
オリジン電気商事株式会社
ガーデンエル ガーデンロイ
個人情報のため、ホームページでは割愛させていただきます。
共栄火災海上保険株式会社神戸支店 コープ環境サービス
株式会社ディ・オー トヨタ車体労働組合 のぞみ保育園
日本食研ホールディングス株式会社 葺合公民館館長庄田公哉
ぶどうの木保育園 明治学院同窓会兵庫県支部
賛助（個人）
青竹豊 青柳靖子 英賀康子 赤本公孝 秋田喜代子 綾目広治
荒内直子 荒木郁子 石場紘彦 石丸鐵太郎 五十棲敦江
磯部亜希子 磯前則光 井上淳信 飯岡聰 今井牧夫 岩木英一
上田一喜 宇治加奈子 牛尾宏 牛田清博 占部雅史 大内惠子
太田明 大野義明 岡田勇 岡田誠一 岡田三枝子 岡安茂祐
小澤幸次郎 越牟田愛子 賀川一枝 加藤鉄三郎 加藤カヨ子
加藤壽宏 加山久夫 刈谷雅夫 川井ふみ子 川崎紘平 紀伊茂
河崎良行 河崎久子 日下すゞ 久保惠三郎 久保恭子 栗山究
倉澤条太 黒田絢 児島隆介 児島若菜 小西桂子 小宮山盛昭
是澤久美子 近藤孝子 近藤良子 齊藤宏 酒井宏 酒井丈子
先﨑伍郎 桜井利枝 桜谷昌代 佐々木正夫 澤田宏 志方京三
師玉健男 篠田有記 島田恒 島田誠 島津陽子 清水里美
下地徹 新野三四子 須貝強 杉野高司 杉本知佐 杉本信子
杉山精一 杉山博昭 関紀美子 十亀仁恵 髙阪邦子 髙梨佳子
武井博子 竹内栄子 武知忠義 立川博道 田中寛 田中道子
田中真理子 田中康博 谷垣わきゑ 谷田志津代 田村三佳子
近松文子 張さつき 辻早苗 鄭恵怜 手塚葉子 土井哲也
年清彰雄 冨岡恭子 鳥飼慶陽 中井福美 永井美香 中澤真理
中野素子 中村澄江 中山尚幸 名越信次 南波陽子 西内芳子
西海弘子 西岡栄子 西垣秀樹 西垣光代 西村かほる 西村風胡
能見あすみ 野瀬千津子 野世英水 畑雅洋 服部榮 服部康喜
濱田浩子 早川富美子 原田洋子 久川正博 久積育郎 平木是
檜山秋彦 広崎仁一 廣田重行 日和佐信子 福井香代子
福井康代 藤井和郎 冨士本利子 細貝由枝 本城智子 牧田稔
前田武男 松長乃生 松山典子 道上康彦 光田豊茂 光田恵子
港川陽子 三好長栄 村岡敏子 村上真理子 桃川尚子 森文子
森下美代子 森田弘子 森畑哲洋 森本芙紗子 八木憲一郎
矢崎邦彦 矢崎永久子 安井功 保野恵子 矢田部佳子
矢野寛子 矢野幸治 山内一郎 山口あい子 山口政紀 山口洋子
山口三治 山城尚子 山田達造 山本常雄 山本美紀 山本有希子
吉澤惠次 吉田有二 吉山修平 米田和代 米田成己 李善惠
渡邉真未 渡部美津江 匿名 1 名
寄付金（団体）：
One Village One Earth ウェスレー・ファウンデーション
関西学院大学神学部 神戸市社会福祉協議会 コープムービング
ジー・エル・シー 全大阪労働者共済生活協同組合
全労済大阪府本部 大学生協京滋・奈良ブロック 私のお針箱
寄付金（個人）：
上内鏡子 小林郁雄
真下東雄 山崎妙子

西義人

二河照子

原田好司

藤原貴子

クリスマス献金（団体）： 友愛幼児園 親隣館保育園
真愛ホーム寄付（個人）：英賀康子
野瀬千津子 藤田有美子

日下すゞ

竹谷俊彦

西岡栄子

友愛幼児園寄付（個人）：日下すゞ
2015 年 3 月 1 日〜 2015 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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今年もやります !

賀川記念館フェスティバル（バザー）!!
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2010 年度から「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 49 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。

11/1

社会福祉法人・学校法人 イエス団

イエス団の仕事

11 月 1 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。

昨年度のフェスティバル（バザー）のみの市の様子

賀川記念館ボランティア募集 !!
賀川豊彦を知っていますか・・・・？
私たちの法人の創立者は賀川豊彦です。あらゆる社会運動・社会事
業の さきがけ として活躍された人であり、 ひとりは万人のため
に 万人はひとりのために の精神を実践されました。賀川豊彦の
精神を継承するために賀川記念館が活動しています。制度の隙間か
ら漏れた人たちのニーズを知り、その支援を行っています。
ぜひ、賀川記念館の活動にご参加いただき、ご協力ください。

現在、以下のプログラムでボランティアを募集しています。どうぞ
一度ご連絡をいただき、
見学にお越しください。お待ちしております。
※下記に内容を書きますが、
②③はまだ計画段階です。また、日時を
書いていますが、全て参加できなくても構いません。

①プログラム名：はいず
内容：外国籍等の子どもたち、およびその保護者への学習支援
週 1 回、2 時間程度
参加人数：子ども 9 名と保護者 1 名
スタッフ：教師 1 名、助手 1 名、ボランティア数名

③プログラム名：さまざまな子どもの居場所づくり
内容：居場所のない子どもたちに対してプログラムの提供
毎週日曜日の集まりと学習、月 1 回のハイキング、野外活動等のイ
ベント
参加予定人数：5 名くらい（小学生中心）
スタッフ：スタッフ 1 〜 2 名、ボランティア数名

②プログラム名：貧困の連鎖を断ちきる取り組み
内容：生活困窮家庭の子どもに対する学習支援
週 1 〜 2 回、2 時間程度
参加予定人数：5 〜 10 名（小学生〜中学生）最終的には高校進学を
めざす
スタッフ：教師 1 名、助手 1 名、ボランティア数名
※開始時期など詳細は未定

テナント募集のご案内

④プログラム名：天国屋カフェ
内容：さまざまな人たちの居場所づくり
毎週木・金・土曜日のランチの提供（500 円）
毎月第 3 金曜日ナイトカフェを実施夕食、飲み物を提供
スタッフ：職員 2 名、ボランティア 10 名
賀川記念館 担当 杉原・山田 Tel．078-221-3627

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

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

vol.
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考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

発行日

2015 年 7 月 20 日

発行者

馬場一郎

発行所

賀川記念館
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

その精神は現在も大切にされ、引き継がれてい
ます。例えば、 保育園は決められた制度にある
保育事業を行うだけではない ということです。
子どもの権利が守られ、健やかな成長を保障しい
くために、保護者と共に考え、支援をしていく。
園児だけではなく、地域の子どもたちと共に生き
ていく、そのような意識が必要です。私たちは、
保育園をやっているけれど、保育という仕事を通
して セツルメント運動 を行っていくのです。
以下は、2009 年賀川豊彦献身 100 年記念事業
の時に設定された私たちのミッションステートメ
ントです。
「Mission Statement 2009」
わたしたちイエス団の実践は

互いに仕えあい、社会悪と闘い
新しい社会を目指して
写真：昔の神戸イエス団の建物

〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20

社会福祉法人・学校法人 イエス団

そして組織は大きくなり「イエス団」と変更され、
今日に至っています。

そして、イエスの愛に倣い

築 年 月：2009 年 11 月

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

当時の組織は
「救霊団」
と名付けられました。人々
の幸せを願い、伝道とセツルメント運動で社会的
に弱い立場にある人々を支え、自立できるために
何ができるかを考えて仕事をしてきたのです。

1909 年 12 月 24 日の賀川豊彦の献身に始まる。

使用部分面積：D 区画：約 25.9 坪

備

1909 年、21 歳の賀川豊彦は当時スラムと呼ば
れていた地域に住み込み、貧しい人たちと共に暮
らし、貧困をなくすために仕事を始めました。こ
れを「セツルメント運動」と呼びます。賀川はセ
ツルメント運動の根本原理は 人格交流運動であ
る と言われました。寄り添い、共に生きること
で人格の交流を行い、その人自身が真の意味で「変
わる」ために働いてきたのです。

office@core100.net

写真：近所の子供達と賀川豊彦

多くの協働者と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
私たちイエス団は現在、京都、大阪、奈良、和歌山、
兵庫、香川、徳島で 40 の施設を運営しています。
そ の 対 象 は、乳 児、幼 児、児 童、障 が い 児・者、
高齢者そして地域の人々であります。社会福祉の
制度がまだ整っていなかった時代から、社会的に
弱くされた人々と共に生きてきた歴史は、制度と
しての事業を行う上にも意識され、生かされてい
ます。自立と相互扶助を目指した開拓的・実験的
事業の精神を引き継いでいるのです。
イエス団の仕事は、賀川が貧しい人たちに接し
てやむにやまれず、そこに暮らす人々と同じ目線
で、自分のこととしてその場に身を置き、人々と
共に喜んで課題に取り組んだことが出発点です。
今、私たちは制度の中にありますが、その対象者
の背後にある地域社会の「課題」に目を注ぎ、そ
れを解決していく「運動」を引き受けていく賀川
の言う「人格交流運動」を引き継ぎ、
「ミッション
ステートメント 2009」に書かれた社会の実現に向
けて歩んでいこうとする組織でありたいと思って
います。
賀川記念館館長 馬場一郎
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