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■と き： 2016 年 6 月 18 日（土） 午後2 時～4時

■ところ： 賀川記念館4Fメモリアルホール

■講 師： 北出明 氏（フリーライター）

■共 催：フェニックス神戸ゾンタクラブ　賀川記念館

☆参加無料 お申込みは、賀川記念館事務局まで。

　　　　　　　　　　　　　（電話078-221-3627） 杉原ビザで生き残られた 7人のサバイバーたち

　第二次世界大戦下、ナチスの迫害から逃れようと

した多くのユダヤ人にビザを発行し、救った日本人

外交官　杉原千畝氏の話はあまりにも有名。しかし

その陰でユダヤ人難民に救いの手を差し伸べた日本

人も少なからずいました。苦難の逃避行を続けたユ

ダヤ人のその後は？

　2014年春、アメリカに逃れた一人の難民の身元が

判明し、70数年ぶりに本人の写真がニューヨークに

住む遺族の手に返されました。そのような数々の

“知られざる話”に迫る講演会です。
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賀川豊彦召天56周年記念集会

『命のビザ、遥かなる旅路』～その後
　　　杉原千畝を影で支えた日本人たち

　今年は賀川先生が天に召されて56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　

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。
■と き： 2016 年 4 月 23 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
 ※昨年度より賀川記念館で行なっています。

 　場所をお間違えのないようにご注意下さい。

■テーマ：「経済危機に再び賀川を考える」
■講 師： 伴 武澄氏（国際平和協会会長）
☆参加無料 お申込みは、賀川記念館事務局まで。
記念集会終了後、有志の方で神戸市立舞子墓園まで墓参に行き
ます。(15 時～17 時頃) 　墓参をご希望される方はお車の準備の
都合上、4月9日(金)までに必ず事務局までお知らせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話078-221-3627）

　賀川記念館では、機関紙「ボランティア」をメールでも配信しております。つきましては、郵送からメール購読への変
更を希望される方は、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。

機関紙『ボランティア』メール購読のお願い

　天国屋カフェは、５年を終えました。2016 年 4月 1
日より 6 年目を迎えます。これまでの皆様のご理解と
ご協力により継続できていることを心よりお礼申し上
げます。
　５年間を振り返ると、「毎日を続ける」ことこそが
目標でした。「天国屋カフェ」という場所を週に 3 日
間開けることによって、人が出会い、つながり、天国
屋が「居場所」として可能になるからです。
　そんな中で印象に残っていることを振り返りたいと
思います。
ひとりの青年の葬儀
　まずは、ひとりの青年の葬儀を執り行ったというこ
とです。天国屋カフェの初期の頃から、居場所として
利用してくれていた青年でした。また、月一回開く夜
のナイトカフェでは、ボランティアとして奉仕してく
れました。彼が、突然の病で召天してしまったのでした。
それはとても衝撃でしたが、ご家族が教会に連なるカ
フェで葬儀を希望され、青年の突然の死を葬儀という
形で見送ることができました。そして、カフェに関わ
る者らの大きな慰めとなりました。
　賀川豊彦は、青年時代に『露の生命』という手記を
書いています。神戸の地に献身して間もない 1910 年
2 月 16 日 ( 水 ) に、「狂熱傅道者の覚悟」として 6 項
目あげ、その最後に救霊團事業を 12 箇条書き記して
います。その一番目に、「安料理」、そして 6 番目と 7
番目に「葬禮部」と 2 度繰り返されています。百年以
上前は貧しい人々も多かったので、葬式さえ出せない
状況が想像されます。一人ひとりの命を大切にするこ
とは、死をも大切にすることです。賀川が目標にした
意義は大きかったでしょう。だから現代でも「葬儀」
は生命を大切する最後の締めくくりでもあります。ま
た、百年後に、わたしたちが安料理と葬禮部の志を実
現できて、神様の摂理を思います。その役割を天国屋
カフェが担えたことはなによりも喜ばしいことでした。
ジャクソン教会の訪問
　もう一つは、米国ニュージャージー州のジャクソン
教会が、世界中の中から、わざわざ天国屋カフェを選
んで実習に来られたことです。カフェの働きに共感し、
地域とつながる様子を見学し、ボランティアとして働
いた 1 週間でした。この経験をもって、カフェを支え
ている精神は何かを学んで帰ってくれました。
　ジャクソン教会は、カフェと併設している神戸イエ
ス団教会に、その精神を象徴する贈り物を残して行き
ました。それは、パン皿と杯です。これは、聖餐の道具で、
キリストの体と血潮を盛る器です。キリストの体とし
てのパンと人類のために流された血潮としての杯を分
け合うことは、わたしたち人間が神の前には、何をも
誇ることなく、ただ神の前に謙虚に、神の恵みを隣人
と分かち合うことを象徴しています。そのための皿と

杯です。ジャクソン教会では、2 組の皿と杯を制作し
たそうです。一組は彼ら自身の教会で聖餐のために用
いられています。そして、もう一組は、わたしたちの
手元にあって、聖餐の度に用いられています。
フェアトレードのコーヒー
　あともう一つ。わたしたちの飲むコーヒーは、フィ
リピンの山岳地帯コルデリエラの山岳民族によって栽
培されている「レネ・マウンティン」という豆です。
開発によって破壊される山の自然。少しでも食い止め
る為に、環境を考えたコーヒー豆の栽培を行っている
のが、レナート・ギリガンさんの家族です。彼らの豆
を取り寄せて、自家焙煎し、皆様に提供しています。
この家族との出会いにも本当に感謝しています。
　先日「A Film About Coffee」というドキュメンタリー
映画を観ました。「今、コーヒーは、ビジネスでなく、
フェアトレードでもない。それはパートナーシップだ」
という旨のメッセージが語られていました。地域づく
りこそが、コーヒーを育て、コーヒーを扱い、コーヒー
を嗜好するプロセスだということです。
　これらの大きな出来事の他、毎日カフェを手伝って
くれるボランティアの一人ひとりは、楽しい仲間です。
毎日食事を食べてくださるお客様は、新しい出会いを
期待させてくれます。実は、カフェの日常の小さな働
きを地道に担ってくれるこれらのボランティアこそが、
カフェの宝です。
そしてレジェンドへ !?
　天国屋カフェは、小さなカフェです。しかし、この
カフェは、たくさんの人々の心、祈り、願いによって
支えられています。小さな居場所が、地域づくりに少
しでも風を送り込む空間となれば良いと願います。
これまでの５年を土台として、さらに新しい一歩を踏
み出し、次の５年を目指し、そして百年後、レジェン
ドになっている天国屋カフェを夢見たいと思います。
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ナイトカフェ（12月～2月）天国屋
12 月 4日 （写真：右）

“We　♥　布引　ハモラン隊”　は、　二宮児童館学童
保育の保護者たちのOGです。一人ひとりが個性豊か
なお母さんたちです。ミージックベルを操る姿は、　　
これまで家族をまとめあげてきた実力に溢れていました。
　わたしたちになじみの深い曲をたくさん演奏して　
くださいました。是非、もう一度！アンコールゥ～。

1月 15日 （写真：左）

　神戸聖愛教会の主任牧師を筆頭に、4名のリコーダー
奏者によるリコーダー・アンサンブルは、とても楽し
い時間でした。ソプラノ・リコーダーから、バス・リ
コーダーまで、あらゆる長さと太さのリコーダーを駆
使し、4人で演奏してくださいました。手と口と膝ま
で使っての演奏は、音楽だけでなく演奏者の姿を通し
ても楽しませてくれました。珍しい楽器の集合なので、
聴衆もさぞかし興味深かったことでしょう。

2月 19日 （写真：右）

　ハープアンサンブルAngelus( アンジェラス )は、　
一人をのぞいてみんなアマチュア。美しいドレスを　
身にまとい、妖精のようにハープ弾いてくださいま　
した。ハープ単独の演奏はあまり聞くことがないので、
皆さん大満足でした。　「パープの音色に涙がでた」
と言って、帰途につかれた方もいました。

神戸イエス団教会
　2015 年 12月 8日は、太平洋戦争勃発から 74年。

1941 年の太平洋戦争から 70年目を契機に始められた

平和合同祈禱会は、5回目を迎えました。

　毎年説明していますが、この平和合同祈禱会は、

1941 年の太平戦争勃発寸前、太平洋の西と東で、　　

アシュラム運動の指導者スタンレー・ジョーンズと　

賀川豊彦が、開戦を回避しようと徹夜祈祷を行った　

ことを記念して、2011 年 12月に始められました。

　今年は、東日本大震災で被災者支援を続けて来られ

たアメリカ人宣教師ジェフリー・メンセンディークさ

んをお招きしてお話して頂きました。また、祈祷会で

は、フラダンスの「花 (プアメレ )」と「MAHALO」

のグループによるダンスがささげられました。

　およそ 60名の参加を得て、それぞれで祈りのグルー

プを作り、祈りのときをもちました。

　平和の為の献金は、31,120 円集まり、東日本大震

災被災地支援および沖縄の辺野古基地建設の抗議行動

にささげられました。ありがとうございました。

  日本キリスト教団 神戸イエス団教会

  　　　　　　　 　tel  078-251-4870

平和合同祈祷会を終えて
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賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：北大阪地域労福協　神戸YMCA福祉会　
　生活協同組合コープこうべ　全労済北日本事業本部

賛助（個人）：
英賀康子　赤本公孝　阿部ちくさ　荒木郁子　石丸鐵太郎 
池本正人　磯前則光　岩切幸子　上野みづほ　牛尾宏　梅村貞造
大内惠子　大塚善彦　岡部春子　岡部眞理子　小川直子　
奥田典子　奥村達郎　奥村昌士　金川眞巳　金丸裕一　楠田雅紀
熊埜御堂美佐子　桑原民　権藤久喜　佐藤秀男　正垣幸一郎　　
田中京子　辻博史　土井哲也　中村義寿　中村光夫   名久井佳治   
南波陽子   西内芳子　西垣光代　元正章　林久利　冨士本利子　
松田聡　松山典子　三久忠志　村岡敏子　村山盛嗣　森文子　
八木憲一郎　矢野幸治　山口三治　吉山修平　李善惠

寄付金（団体）：
Mapo Church　One Village One Earth　Women's Conference　
青谷コープ委員会　ウェスレー・ファウンデーション　
恵理シャンソン教室　神戸新聞厚生事業団　全労済愛知県本部　
フォークソンググループ TOMOYO　葺合地区更生保護女性会　
明治学院同窓会兵庫県支部

寄付金（個人）：
赤本公孝　有川純子　岩野祐介　梅木和郎　大野義明　髙梨佳子
中村三郎　二河照子   西原直美　馬場一郎   原田好司  藤井とも子
本城智子　真部マリ子　三上展　八木憲一郎　祐村明　匿名 2件

クリスマス献金（団体）：
あゆみ幼児園　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　宝塚教会　垂水教会婦人会　浪花教会　
西宮一麦教会　松沢教会　みどり野保育園　友愛幼児園

クリスマス献金（個人）：
秋田喜代子　荒内直子　磯部卓三　井塚栄子　小笠原浩一　
上井香代　上内鏡子　河谷里美　川森めぐみ　紀伊茂　近藤孝子
近藤良子　白崎絹子   谷田志津代   土井哲也   名越信次   西垣光代
野村直子　元正章　平田義　山口あい子

真愛ホーム寄付（個人）：小澤幸次郎　紀伊茂　竹谷俊彦

友愛幼児園寄付（個人）：荒内直子

　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 12 月から 2016 年 2月までの報告をさせていただきます。

 　　　　　　　　　　　      賛助会費　　  1,983,000 円
　　　　　　　　　　　　      寄付金　　　 558,801 円
　　　　　　　　      クリスマス献金　　　 272,297 円 
　 　       真愛ホーム・友愛幼児園寄附金 　　  　        4,000 円
　　　　　　　　       　          総合計　　 2,818,098 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。

2015 年 12 月 1日～ 2016 年 2月 29 日（敬称略・順不同）

　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。
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

賀川記念館賛助会
　　　　   ご入会とご継続のお願い

賛助（団体）：
Ｄ－ライフ　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　コープ環境サービス　
（株）ディ・オー　トヨタ車体労働組合　のぞみ保育園　
ぶどうの木保育園　愛隣館研修センター　一麦保育園　
賀川豊彦記念・鳴門友愛会　共栄火災海上保険株式会社　
北大阪地域労福協　神戸YMCA福祉会　神戸国際支縁機構　　
生活協同組合コープこうべ　全労済北日本事業本部　多い夢　
徳島県労働者福祉協議会　日本基督教団 神戸イエス団教会　
日本食研ホールディングス株式会社　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　阿久根徹
明松善一　アチャンポン倫子　阿部ちくさ　綾目広治　荒内直子
荒木郁子   嵐倉良子   池本正人   石黒洋子    石田規矩子   石場紘彦
石丸偉丈　石丸鐵太郎　五十棲敦江　磯部亜希子　磯前則光　
井塚栄子　井上淳信　井上智世　井上光司　井上幸代　飯岡聰　
岩木英一　岩切幸子　上田一喜　上野みづほ   宇治加奈子   牛尾宏
牛田清博　梅村貞造　占部雅史　遠藤法子　大内惠子　大里昌子
太田明　大谷美和子　大塚善彦　大野義明　大本藤代　大森慶三
岡田誠一   田三枝子   岡部春子   岡部眞理子   岡安茂祐   小川直子   
奥田典子   奥村達郎   奥村昌士   小澤幸次郎   賀川一枝   加藤壽宏
加藤鉄三郎　金川眞巳　金丸裕一   上内英子   神谷理香　加山久夫
刈谷雅夫　川井ふみ子   川崎紘平   河崎紀子   河崎良行　紀伊茂   
木村正英   金智英　楠田雅紀   久保惠三郎　久保恭子　倉澤条太
熊埜御堂美佐子　栗山究　黒田絢　桑原民　児島隆介　小城智子
越牟田愛子　小西桂子　小宮山盛昭　是澤久美子　権藤久喜
近藤良子　近藤孝子　齊藤宏　酒井宏　佐川英美　先﨑伍郎　　
桜谷昌代　佐々木正夫　佐藤悦子　佐藤秀男　澤田宏　塩江剛　
志方京三　重元勝　師玉健男　篠田有記　島田恒　島田誠　

2015年度賀川記念館 賛助会名簿

島津陽子　清水里美　下地徹　正垣幸一郎　庄田公哉   白崎絹子   
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　鈴木慶三郎　砂山香織　関紀美子   十亀仁恵   髙阪邦子   
髙梨佳子　髙橋正　武井博子　竹内郁夫　竹内栄子　武知忠義　
立川博道　田中京子　田中寛   田中真理子  田中道子   田中康博   
谷垣わきゑ  谷田志津代　田村宜治　田村三佳子　近松文子　
張さつき　辻早苗　辻博史　常峰明希　坪田恵美子　鄭恵怜　
手塚葉子　土井哲也　都倉康之　年清彰雄　鳥飼慶陽　中井福美
永井美香　中﨑和代　中澤真理　中西美喜子   中野素子   中村義寿
中村澄江　中村光夫　中山尚幸　名久井佳治   名越信次   南波陽子
鍋谷由美子　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　野田和人　
野世英水　芳賀順子　萩野基行　箱﨑孝治　元正章　畑雅洋　
服部康喜　服部榮　馬場一郎　濱田浩子　早川富美子　林久利　
原利治　原田洋子　久川正博　久積育郎　檜山秋彦　平井孝子　
平木是　平林喜博　広崎仁一   廣瀬まさえ   廣田重行   日和佐信子
深田未来生　深田由美　福井香代子　福井康代　藤井和郎　
冨士本利子　星野隆　細貝由枝　堀俊朗　本城智子　前田武男　
牧田稔　松尾誠治　松田聡　松長乃生　松山典子　三久忠志　
水野雄二　道上康彦　光田豊茂　港川陽子　宮本修男　三好長栄
村岡敏子　村山盛嗣　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   安井功   保野恵子
矢田部佳子   矢野幸治   山内一郎   山口あい子　山口則子
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　横山直子   吉澤惠次   吉田有二　吉村毅　
吉本浩三　吉山修平　米田和代　米田成己　米満弘　李善惠　
若松善英　渡邉真未　渡部美津江　山本昌実　匿名 1件
     （敬称略・順不同）
※2015 年 4 月 1 日～2016 年 2 月 29 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。

お詫び
ボランティア 109 号の賀川記念館フェスティバルの記事において、
寄附金者と寄贈品提供者に森田弘子さんのお名前が抜けておりま
した事を深くお詫び申し上げます。

天国屋カフェホームページ開設 !! ぜひご覧下さい。

http://tengokuya.michikusa.jp/

天国屋カフェの通常営業は
毎週：木・金・土
11 時から 16時まで
ランチ：500円　コーヒー・紅茶：250円　オリジナルケーキ：200円
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　記念館ミュージアム入場者数

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

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

2015年
 12月
04（金） ナイトカフェ
05（土） well-being（見学）
08（火） 全労済愛知県本部（講演・見学）　平和祈祷会
10（木） PHD協会（講演・見学）　全労済愛知県本部（講演・見学）
22（火） 兵庫人権啓発企業連絡会（講演・見学）
23（水） 神鋼鋼線工業労働組合（講演・見学）

 2 月
09（火） 愛知県立大学（講演・見学）　聖和大学（ウォーク）
11（木） 特別展陳列準備
12（金） 韓国グループ（説明・見学）
16（火） 韓国グループ（説明・見学）
18（木） JA 三重中央会（講演・見学）
19（金） 上川口地区社会福祉協議会（講演・見学）　
 韓国グループ（説明・ウォーク）　ナイトカフェ　
20（土） 100 年シンポ　関西学院大学（説明・見学）
24（水） 韓国グループ（説明・見学）
25（木） 北大阪地域労福協（講演・見学）
26（金） 鵯台コープ委員会（講演・見学）
28（日） ウエルネスネットワーク（説明・見学）

2016年
 1月
08（金） 韓国ハンナム大学（講演・見学）
13（水） 韓国メソジスト教会（見学）
14（木） コア 100 賀川　韓国グループ（見学）
15（金） ナイトカフェ
18（月） 地域福祉ネットワーク会議
20（水） 全労済和歌山県本部（講演・見学）
21（木） 語り部の会
23（土） 虹の会（講演・見学）
26（火） Mopo Church（韓国）（説明・ウォーク）
27（水） 韓国大学生協（講演・見学）
29（金） 韓国グループ（見学）

　先天性脳性小児麻痺の障害がありながら、友生養護学校や・はりま自立の家（障がい者施設）で油絵や　
作詞などの創作活動に打ち込んでこられ、1999 年結婚を機に　施設を退所。神戸市長田区の片山工房にて
書、油絵、デッサンなど数々の作品を独自の「頭筆法」にて生み出しておられます。

出展・受賞歴
神戸ビエンナーレ 2007 障がい者アート作品展『仲間たち』出展
第 5回兵庫県障がい者芸術文化祭美術作品公募展　兵庫県知事賞　受賞
ハートでアート神戸 2013　入選　優秀賞　受賞など

障がいがありながら、明るく元気に前進を続ける深田さんの人間力に感動です。

場所：賀川記念館 4階
開館：10：00～16：30（入館）
期間：2016 年 3 月 20 日（日）
　　　　　  ～ 5 月 22 日（日）
月曜日休館 （祝祭日オープン）

入館料無料

只今、開催中 !!

3

呂　欣 さん

「友愛幼児園」

　中国から来た呂欣と申します。現在、神戸大学大学院国際
文化学研究科で、外国人児童生徒への日本語教育について
研究しております。2013年11月から、賀川記念館のボランティ
ア活動を始め、知らないうちに、三年目に入りました。
　ボランティア活動を始めた当初、出会った子どもに、中国か
ら来たばかりのＡくんがいます。彼は日本語がほとんど分から
ない状態で日本語の小学校に。国の友達から離れ、急に日本
に連れてこられたＡくんは日本語を頑固に拒み、なかなか日本
人の先生の言うことを聞いてくれませんでした。私たちの出会
いはその時でした。同じ中国語を母語とする私はＡくんの担当
になりました。中国語でのコミュニケーションから、中国で算数
がＡくんの得意科目で、現在日本に住んでいるのに、日本語を
拒んでいることが分かりました。この状況から、得意な部分を
伸ばしながら、日本語や教科学習能力の向上に力を入れること
を決めました。
　そのため、ひらがなや単語などの基礎的な日本語を教えて
から、Ａくんが通う小学校で使用されている算数教科書を用い、
中国語を通じて、算数問題の用語や文法の理解に力に入れ、
できるだけ学校の進度と合わせるように指導しました。中国語
を用いた算数教科支援活動により、Ａくんは算数科の抽象的
な概念について効率的に学ぶことができ、そして、教科書に出
ている文型や文法を運用できるようになりました。
　また、中国語を通じた学習支援活動により、自分の問いかけ
に先生が中国語で答えられるようなことができていることと、母
語のわかる友達が周囲にいることは、Ａくんにとって居場所感
を与えるものであることを感じました。
　現在、Ａくんは日本人や中国人の先生が言うことをとてもス
ムーズに受け取るようになりました。ボランティアを始めた当初
は、心を開いてくれなかったＡくんがある日、突然自分の事を楽

しそうに話し掛けてきてくれたり、「先生遊ぼう！」とか「折り紙、
教えてあげる！」と言ってきてくれたりする時は本当に嬉しかっ
たです。やりがいを感じることができました。
　文部科学省平成 26年度の「日本語指導が必要な外国人児
童生徒の受け入れ状況等に関する調査」によると、日本語指導
を必要とする児童生徒数は 29,198 人で、中国語を母語とする
者は6,410人で、22%を占めています。数多くの中国語を母語と
する児童生徒が日本に滞在、定住することから、日本語が不十
分な彼らへの日本語教育を疎かにしてはならないと思います。
また、彼らは日本の学校に入ると、日本語のみならず、教科学習
面での問題にも直面しなければならないです。このため、中国人
児童生徒にどのような方法で日本語および教科を指導するか
が大きな課題だと思います。
　今後、中国人児童生徒の日本語力と教科学習能力の向上に
力を入れると同時に、母語による支援活動を通じて、「母語保持
育成」という観点からも日本語指導のあり方について考えてい
きたいと思います。

賀川記念館のボランティア  ⑤ 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、「外国にルーツを持つ子どもの学習教室　はいず」
でボランティアとして活動しておられる、呂欣さんを紹介させ
ていただきます。

「外国にルーツを持つ子どもの学習教室 はいず」

３月１２日（土）、５歳児クラスすみれ組２９名、卒園しました。
名前を呼ばれると、緊張した面持ちで返事をして、
しっかりと卒園証書を受け取りました。
園歌にも歌われているように、一粒の麦
地に落ちて「やさしい心」「ただしい心」
「つらぬく心」をこれからも育てて欲しいと思います。
神さまからいただいた、命を大切にして、
これからも健やかな成長を願います。
卒園しても、いつまでも友愛とつながっていてください。

卒園式
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写真：（左から）永岡正己先生、波々伯部正氏（JA兵庫中央会）、
　　　　　　　  政平浩一氏（コープこうべ）、馬場一郎（賀川記念館）

賀川豊彦献身
100年記念事業

シンポジウム事業

100年
　賀川豊彦が 1909 年にこの地域に入られてか
ら、100 年経ったことを記念して、2009 年に
　「賀川豊彦献身 100年記念事業」を行いました。
その事業の一環として、賀川豊彦の事業と精神
を引き継ぐことをその目的としたシンポジュー
ムを毎年行い、100 年間続ける「100 年シンポ
ジューム」を企画しました。主催は賀川豊彦が
実質的に創設されたそれぞれの組織です。兵庫
県中心の農協、漁協、生協、全労済、ろうきん、
共栄火災、YMCA、イエス団などです。今回が
その 7回目で、2月 20日に開催しました。
　今回のテーマは「我が組織の地域貢献活動」
です。コーディネーターとして日本福祉大学教
授の永岡正己先生をお招きし、パネラーとして
は JA 兵庫中央会、コープこうべ、賀川記念館
が登壇しました。永岡先生から地域貢献活動の
現状の問題点等を提示されたのち、3 メンバー
からそれぞれの組織の現在行っている地域貢献
活動について発表があり、会場からも同じく報
告がありました。それぞれの組織はその組織の
制約の中で、できる限りの地域貢献活動を実施
しています。そして相互の現場の情報交換は、

賀川豊彦献身
100年記念事業

シンポジウム事業

100年
阪神・淡路大震災20年に係るシンポジウム

わが組織の、地域貢献活動

　前回は「イエス團友愛救済所」
の働きに献身した若き医師・馬島
僴医師を取り上げました。馬島医師
の留学のあと於生（おせい）泰造医
師が引き継ぎ、その後賀川ハルの
妹・芝ヤヘ医師が大正14年3月から
昭和20年6月まで長期にわたり、地
道な働きを継続してきたことに触れ
ました。今回はその芝ヤヘ医師のことを探ります。後述す
るように、芝医師は戦後も神戸に戻って医療活動を継続
しています。
　芝医師については、生前「芝八重」の名で『栄養化学
より観たる病理』（キリスト新聞社、昭和42年）と題する
高著が遺されており、敗戦後「火の柱」（昭和22年7月5
日号）には「摂理の神」と題する短いエッセイにも接する
ことができます。
　芝ヤヘ医師の御生涯に関してはまず、前掲高著の
「序」において、林芳信（国立療養所多摩全生園名誉所
長）による次の記述が注目させられます。
　「昭和（大正の間違い）13年10月東京女子医学専門学
校卒業後間もなく翌14年医師として賀川先生の経営に　
かかる神戸市新川町（ママ）の無料診療所友愛救済所に
おいて、恵まれざる人々のため献身して昭和20年春戦災
を被むり東京に引き上げらるるまで続けられた。戦後は　
いち早く20年11月より平和建設團の東京三軒茶屋診療所
において不幸な罹災者達の診療に当られ、昭和31年7月
社会秩序の漸く恢復に向うや常に医師不足に悩んでおる
らい療養所（ママ）に奉仕せんことを決意し、岡山県邑久
郡虫明所在の国立療養所邑久光明園に転じ、世人より　
顧みられないらい病者（ママ）に心からな温かい診療の
手を差し延べ以来10年に及んでおる。」（1頁）
　また、牧野仲造（大正10年に神戸イエス団において　
賀川豊彦より受洗、長く朝日新聞社と松沢生協専務理事
として活躍、1996年逝去）が著した『天国にある人々―
賀川豊彦先生の弟子たちと松沢教会の兄姉たち』（昭和
63年）で「自分を捨てた生涯芝八重さんのこと」と題する
3頁にわたる行き届いた追悼文（上の写真は同書のもの）
が綴られており、イエスの友会人物伝『賀川豊彦の心と
祈りに生きた人々』（2004年）にもその抜粋が再録され
ています。加えて前回紹介した昭和27年のイエス団の社
会福祉法人申請書にある芝医師の自筆履歴（同年3月1日
付け）もありますので、あらためてここに「芝ヤヘの経
歴」の概要を並べてみます。
　明治31年5月25日神奈川県生まれ、6歳で神戸に移り　
高等小学校を卒業、大正6年イエス団でマヤス宣教師より
受洗。大正9年21歳の時、賀川の勧めで医師を目指し金城
女学校（名古屋）より東京女子医専へ、大正13年卒業し

昭和4年まで兵庫県立病院で研究に従事しつつ、大正14
年3月より昭和20年5月まで財団法人イエス団友愛救済所
にて診療に従事。その間、昭和4年5月より昭和10年4月　
まで神戸吉馴小児科病院勤務。昭和10年5月より10年4月
まで自宅にて開業。昭和20年7月神戸で空襲に遭遇、上京
して賀川家に寄寓し、日本医療団中野組合病院と東京　
世田谷診療所勤務。昭和22年9月以降、財団法人神戸　
イエス団診療所勤務。財団法人イエス団理事も務める。
岡山の河野進牧師と賀川豊彦の勧めで昭和31年より昭和
41年まで国立療養所邑久光明園勤務。その後浜松聖隷　
福祉病院の嘱託医師となり昭和47年引退。昭和49
（1974）年1月6日、76年の生涯を終えました。
　以下、写真を3枚収めます。先ず1枚目は、西宮「一麦
寮」の東隣に芝医師の寄付によって完成した「ヤヘシバ
館」。看板横は賀川豊彦（「神の国新聞」並びに「火の
柱」昭和7年3月掲載）。この年より「一麦保育園」が始ま
る。日本農民福音学校の寄宿舎「一麦寮」に付属して　
作られた「賀川豊彦設計の農村教会の雛型」としても　

注目を浴びました。
　次の2枚の写真は「雲の柱」（昭和5年5月号）の「神戸
に於ける事業―細民街無料診療」に添えられた友愛救済
所長田出張所の芝ヤヘ医師ほかスタッフと診察に当たる
芝医師。

KAGAWA GALAXY (2)鳥飼慶陽の

第3回　芝 ヤヘ（1898～ 1974）
鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (2) 最終回です。
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。

とり　　がい　　けい　 よう

第5回賀川賞決まる !!

大変有意義でした。しかし永岡先生からのまと
めでは、これからはその制約を超える発想と実
行が求められるのではないかという提案をいた
だき、今後の課題としたいと思います。

　『賀川賞』は、隣りびとやみんなのために働
いている人に感謝し、その活動を多くの人に
知ってもらうことを目的としています。また、
その活動を広く紹介することで、共に生きる社
会を実現するために働く人の環を、幾重にも張
り巡らせようというものです。

早川千晶氏（写真左）：ケニアのスラムでマゴソスクールとジュンバ・ラ・ワトト子どもの家を運営
小城智子氏（  〃  中）：外国にルーツを持つ子どもへの学習支援に従事
祐村　明氏（  〃  右）：地域の要職をつとめ吾妻、八雲地区などの地域のために貢献

2015年度賀川賞は次の3名の方に決まりました。
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写真：（左から）永岡正己先生、波々伯部正氏（JA兵庫中央会）、
　　　　　　　  政平浩一氏（コープこうべ）、馬場一郎（賀川記念館）

賀川豊彦献身
100年記念事業

シンポジウム事業

100年
　賀川豊彦が 1909 年にこの地域に入られてか
ら、100 年経ったことを記念して、2009 年に
　「賀川豊彦献身 100年記念事業」を行いました。
その事業の一環として、賀川豊彦の事業と精神
を引き継ぐことをその目的としたシンポジュー
ムを毎年行い、100 年間続ける「100 年シンポ
ジューム」を企画しました。主催は賀川豊彦が
実質的に創設されたそれぞれの組織です。兵庫
県中心の農協、漁協、生協、全労済、ろうきん、
共栄火災、YMCA、イエス団などです。今回が
その 7回目で、2月 20日に開催しました。
　今回のテーマは「我が組織の地域貢献活動」
です。コーディネーターとして日本福祉大学教
授の永岡正己先生をお招きし、パネラーとして
は JA 兵庫中央会、コープこうべ、賀川記念館
が登壇しました。永岡先生から地域貢献活動の
現状の問題点等を提示されたのち、3 メンバー
からそれぞれの組織の現在行っている地域貢献
活動について発表があり、会場からも同じく報
告がありました。それぞれの組織はその組織の
制約の中で、できる限りの地域貢献活動を実施
しています。そして相互の現場の情報交換は、

賀川豊彦献身
100年記念事業

シンポジウム事業

100年
阪神・淡路大震災20年に係るシンポジウム

わが組織の、地域貢献活動

　前回は「イエス團友愛救済所」
の働きに献身した若き医師・馬島
僴医師を取り上げました。馬島医師
の留学のあと於生（おせい）泰造医
師が引き継ぎ、その後賀川ハルの
妹・芝ヤヘ医師が大正14年3月から
昭和20年6月まで長期にわたり、地
道な働きを継続してきたことに触れ
ました。今回はその芝ヤヘ医師のことを探ります。後述す
るように、芝医師は戦後も神戸に戻って医療活動を継続
しています。
　芝医師については、生前「芝八重」の名で『栄養化学
より観たる病理』（キリスト新聞社、昭和42年）と題する
高著が遺されており、敗戦後「火の柱」（昭和22年7月5
日号）には「摂理の神」と題する短いエッセイにも接する
ことができます。
　芝ヤヘ医師の御生涯に関してはまず、前掲高著の
「序」において、林芳信（国立療養所多摩全生園名誉所
長）による次の記述が注目させられます。
　「昭和（大正の間違い）13年10月東京女子医学専門学
校卒業後間もなく翌14年医師として賀川先生の経営に　
かかる神戸市新川町（ママ）の無料診療所友愛救済所に
おいて、恵まれざる人々のため献身して昭和20年春戦災
を被むり東京に引き上げらるるまで続けられた。戦後は　
いち早く20年11月より平和建設團の東京三軒茶屋診療所
において不幸な罹災者達の診療に当られ、昭和31年7月
社会秩序の漸く恢復に向うや常に医師不足に悩んでおる
らい療養所（ママ）に奉仕せんことを決意し、岡山県邑久
郡虫明所在の国立療養所邑久光明園に転じ、世人より　
顧みられないらい病者（ママ）に心からな温かい診療の
手を差し延べ以来10年に及んでおる。」（1頁）
　また、牧野仲造（大正10年に神戸イエス団において　
賀川豊彦より受洗、長く朝日新聞社と松沢生協専務理事
として活躍、1996年逝去）が著した『天国にある人々―
賀川豊彦先生の弟子たちと松沢教会の兄姉たち』（昭和
63年）で「自分を捨てた生涯芝八重さんのこと」と題する
3頁にわたる行き届いた追悼文（上の写真は同書のもの）
が綴られており、イエスの友会人物伝『賀川豊彦の心と
祈りに生きた人々』（2004年）にもその抜粋が再録され
ています。加えて前回紹介した昭和27年のイエス団の社
会福祉法人申請書にある芝医師の自筆履歴（同年3月1日
付け）もありますので、あらためてここに「芝ヤヘの経
歴」の概要を並べてみます。
　明治31年5月25日神奈川県生まれ、6歳で神戸に移り　
高等小学校を卒業、大正6年イエス団でマヤス宣教師より
受洗。大正9年21歳の時、賀川の勧めで医師を目指し金城
女学校（名古屋）より東京女子医専へ、大正13年卒業し

昭和4年まで兵庫県立病院で研究に従事しつつ、大正14
年3月より昭和20年5月まで財団法人イエス団友愛救済所
にて診療に従事。その間、昭和4年5月より昭和10年4月　
まで神戸吉馴小児科病院勤務。昭和10年5月より10年4月
まで自宅にて開業。昭和20年7月神戸で空襲に遭遇、上京
して賀川家に寄寓し、日本医療団中野組合病院と東京　
世田谷診療所勤務。昭和22年9月以降、財団法人神戸　
イエス団診療所勤務。財団法人イエス団理事も務める。
岡山の河野進牧師と賀川豊彦の勧めで昭和31年より昭和
41年まで国立療養所邑久光明園勤務。その後浜松聖隷　
福祉病院の嘱託医師となり昭和47年引退。昭和49
（1974）年1月6日、76年の生涯を終えました。
　以下、写真を3枚収めます。先ず1枚目は、西宮「一麦
寮」の東隣に芝医師の寄付によって完成した「ヤヘシバ
館」。看板横は賀川豊彦（「神の国新聞」並びに「火の
柱」昭和7年3月掲載）。この年より「一麦保育園」が始ま
る。日本農民福音学校の寄宿舎「一麦寮」に付属して　
作られた「賀川豊彦設計の農村教会の雛型」としても　

注目を浴びました。
　次の2枚の写真は「雲の柱」（昭和5年5月号）の「神戸
に於ける事業―細民街無料診療」に添えられた友愛救済
所長田出張所の芝ヤヘ医師ほかスタッフと診察に当たる
芝医師。

KAGAWA GALAXY (2)鳥飼慶陽の

第3回　芝 ヤヘ（1898～ 1974）
鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (2) 最終回です。
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。

とり　　がい　　けい　 よう

第5回賀川賞決まる !!

大変有意義でした。しかし永岡先生からのまと
めでは、これからはその制約を超える発想と実
行が求められるのではないかという提案をいた
だき、今後の課題としたいと思います。

　『賀川賞』は、隣りびとやみんなのために働
いている人に感謝し、その活動を多くの人に
知ってもらうことを目的としています。また、
その活動を広く紹介することで、共に生きる社
会を実現するために働く人の環を、幾重にも張
り巡らせようというものです。

早川千晶氏（写真左）：ケニアのスラムでマゴソスクールとジュンバ・ラ・ワトト子どもの家を運営
小城智子氏（  〃  中）：外国にルーツを持つ子どもへの学習支援に従事
祐村　明氏（  〃  右）：地域の要職をつとめ吾妻、八雲地区などの地域のために貢献

2015年度賀川賞は次の3名の方に決まりました。
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　記念館ミュージアム入場者数

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

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

2015年
 12月
04（金） ナイトカフェ
05（土） well-being（見学）
08（火） 全労済愛知県本部（講演・見学）　平和祈祷会
10（木） PHD協会（講演・見学）　全労済愛知県本部（講演・見学）
22（火） 兵庫人権啓発企業連絡会（講演・見学）
23（水） 神鋼鋼線工業労働組合（講演・見学）

 2 月
09（火） 愛知県立大学（講演・見学）　聖和大学（ウォーク）
11（木） 特別展陳列準備
12（金） 韓国グループ（説明・見学）
16（火） 韓国グループ（説明・見学）
18（木） JA 三重中央会（講演・見学）
19（金） 上川口地区社会福祉協議会（講演・見学）　
 韓国グループ（説明・ウォーク）　ナイトカフェ　
20（土） 100 年シンポ　関西学院大学（説明・見学）
24（水） 韓国グループ（説明・見学）
25（木） 北大阪地域労福協（講演・見学）
26（金） 鵯台コープ委員会（講演・見学）
28（日） ウエルネスネットワーク（説明・見学）

2016年
 1月
08（金） 韓国ハンナム大学（講演・見学）
13（水） 韓国メソジスト教会（見学）
14（木） コア 100 賀川　韓国グループ（見学）
15（金） ナイトカフェ
18（月） 地域福祉ネットワーク会議
20（水） 全労済和歌山県本部（講演・見学）
21（木） 語り部の会
23（土） 虹の会（講演・見学）
26（火） Mopo Church（韓国）（説明・ウォーク）
27（水） 韓国大学生協（講演・見学）
29（金） 韓国グループ（見学）

　先天性脳性小児麻痺の障害がありながら、友生養護学校や・はりま自立の家（障がい者施設）で油絵や　
作詞などの創作活動に打ち込んでこられ、1999 年結婚を機に　施設を退所。神戸市長田区の片山工房にて
書、油絵、デッサンなど数々の作品を独自の「頭筆法」にて生み出しておられます。

出展・受賞歴
神戸ビエンナーレ 2007 障がい者アート作品展『仲間たち』出展
第 5回兵庫県障がい者芸術文化祭美術作品公募展　兵庫県知事賞　受賞
ハートでアート神戸 2013　入選　優秀賞　受賞など

障がいがありながら、明るく元気に前進を続ける深田さんの人間力に感動です。

場所：賀川記念館 4階
開館：10：00～16：30（入館）
期間：2016 年 3 月 20 日（日）
　　　　　  ～ 5 月 22 日（日）
月曜日休館 （祝祭日オープン）

入館料無料

只今、開催中 !!
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呂　欣 さん

「友愛幼児園」

　中国から来た呂欣と申します。現在、神戸大学大学院国際
文化学研究科で、外国人児童生徒への日本語教育について
研究しております。2013年11月から、賀川記念館のボランティ
ア活動を始め、知らないうちに、三年目に入りました。
　ボランティア活動を始めた当初、出会った子どもに、中国か
ら来たばかりのＡくんがいます。彼は日本語がほとんど分から
ない状態で日本語の小学校に。国の友達から離れ、急に日本
に連れてこられたＡくんは日本語を頑固に拒み、なかなか日本
人の先生の言うことを聞いてくれませんでした。私たちの出会
いはその時でした。同じ中国語を母語とする私はＡくんの担当
になりました。中国語でのコミュニケーションから、中国で算数
がＡくんの得意科目で、現在日本に住んでいるのに、日本語を
拒んでいることが分かりました。この状況から、得意な部分を
伸ばしながら、日本語や教科学習能力の向上に力を入れること
を決めました。
　そのため、ひらがなや単語などの基礎的な日本語を教えて
から、Ａくんが通う小学校で使用されている算数教科書を用い、
中国語を通じて、算数問題の用語や文法の理解に力に入れ、
できるだけ学校の進度と合わせるように指導しました。中国語
を用いた算数教科支援活動により、Ａくんは算数科の抽象的
な概念について効率的に学ぶことができ、そして、教科書に出
ている文型や文法を運用できるようになりました。
　また、中国語を通じた学習支援活動により、自分の問いかけ
に先生が中国語で答えられるようなことができていることと、母
語のわかる友達が周囲にいることは、Ａくんにとって居場所感
を与えるものであることを感じました。
　現在、Ａくんは日本人や中国人の先生が言うことをとてもス
ムーズに受け取るようになりました。ボランティアを始めた当初
は、心を開いてくれなかったＡくんがある日、突然自分の事を楽

しそうに話し掛けてきてくれたり、「先生遊ぼう！」とか「折り紙、
教えてあげる！」と言ってきてくれたりする時は本当に嬉しかっ
たです。やりがいを感じることができました。
　文部科学省平成 26年度の「日本語指導が必要な外国人児
童生徒の受け入れ状況等に関する調査」によると、日本語指導
を必要とする児童生徒数は 29,198 人で、中国語を母語とする
者は6,410人で、22%を占めています。数多くの中国語を母語と
する児童生徒が日本に滞在、定住することから、日本語が不十
分な彼らへの日本語教育を疎かにしてはならないと思います。
また、彼らは日本の学校に入ると、日本語のみならず、教科学習
面での問題にも直面しなければならないです。このため、中国人
児童生徒にどのような方法で日本語および教科を指導するか
が大きな課題だと思います。
　今後、中国人児童生徒の日本語力と教科学習能力の向上に
力を入れると同時に、母語による支援活動を通じて、「母語保持
育成」という観点からも日本語指導のあり方について考えてい
きたいと思います。

賀川記念館のボランティア  ⑤ 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、「外国にルーツを持つ子どもの学習教室　はいず」
でボランティアとして活動しておられる、呂欣さんを紹介させ
ていただきます。

「外国にルーツを持つ子どもの学習教室 はいず」

３月１２日（土）、５歳児クラスすみれ組２９名、卒園しました。
名前を呼ばれると、緊張した面持ちで返事をして、
しっかりと卒園証書を受け取りました。
園歌にも歌われているように、一粒の麦
地に落ちて「やさしい心」「ただしい心」
「つらぬく心」をこれからも育てて欲しいと思います。
神さまからいただいた、命を大切にして、
これからも健やかな成長を願います。
卒園しても、いつまでも友愛とつながっていてください。

卒園式
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ナイトカフェ（12月～2月）天国屋
12 月 4日 （写真：右）

“We　♥　布引　ハモラン隊”　は、　二宮児童館学童
保育の保護者たちのOGです。一人ひとりが個性豊か
なお母さんたちです。ミージックベルを操る姿は、　　
これまで家族をまとめあげてきた実力に溢れていました。
　わたしたちになじみの深い曲をたくさん演奏して　
くださいました。是非、もう一度！アンコールゥ～。

1月 15日 （写真：左）

　神戸聖愛教会の主任牧師を筆頭に、4名のリコーダー
奏者によるリコーダー・アンサンブルは、とても楽し
い時間でした。ソプラノ・リコーダーから、バス・リ
コーダーまで、あらゆる長さと太さのリコーダーを駆
使し、4人で演奏してくださいました。手と口と膝ま
で使っての演奏は、音楽だけでなく演奏者の姿を通し
ても楽しませてくれました。珍しい楽器の集合なので、
聴衆もさぞかし興味深かったことでしょう。

2月 19日 （写真：右）

　ハープアンサンブルAngelus( アンジェラス )は、　
一人をのぞいてみんなアマチュア。美しいドレスを　
身にまとい、妖精のようにハープ弾いてくださいま　
した。ハープ単独の演奏はあまり聞くことがないので、
皆さん大満足でした。　「パープの音色に涙がでた」
と言って、帰途につかれた方もいました。

神戸イエス団教会
　2015 年 12月 8日は、太平洋戦争勃発から 74年。

1941 年の太平洋戦争から 70年目を契機に始められた

平和合同祈禱会は、5回目を迎えました。

　毎年説明していますが、この平和合同祈禱会は、

1941 年の太平戦争勃発寸前、太平洋の西と東で、　　

アシュラム運動の指導者スタンレー・ジョーンズと　

賀川豊彦が、開戦を回避しようと徹夜祈祷を行った　

ことを記念して、2011 年 12月に始められました。

　今年は、東日本大震災で被災者支援を続けて来られ

たアメリカ人宣教師ジェフリー・メンセンディークさ

んをお招きしてお話して頂きました。また、祈祷会で

は、フラダンスの「花 (プアメレ )」と「MAHALO」

のグループによるダンスがささげられました。

　およそ 60名の参加を得て、それぞれで祈りのグルー

プを作り、祈りのときをもちました。

　平和の為の献金は、31,120 円集まり、東日本大震

災被災地支援および沖縄の辺野古基地建設の抗議行動

にささげられました。ありがとうございました。

  日本キリスト教団 神戸イエス団教会

  　　　　　　　 　tel  078-251-4870

平和合同祈祷会を終えて
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賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：北大阪地域労福協　神戸YMCA福祉会　
　生活協同組合コープこうべ　全労済北日本事業本部

賛助（個人）：
英賀康子　赤本公孝　阿部ちくさ　荒木郁子　石丸鐵太郎 
池本正人　磯前則光　岩切幸子　上野みづほ　牛尾宏　梅村貞造
大内惠子　大塚善彦　岡部春子　岡部眞理子　小川直子　
奥田典子　奥村達郎　奥村昌士　金川眞巳　金丸裕一　楠田雅紀
熊埜御堂美佐子　桑原民　権藤久喜　佐藤秀男　正垣幸一郎　　
田中京子　辻博史　土井哲也　中村義寿　中村光夫   名久井佳治   
南波陽子   西内芳子　西垣光代　元正章　林久利　冨士本利子　
松田聡　松山典子　三久忠志　村岡敏子　村山盛嗣　森文子　
八木憲一郎　矢野幸治　山口三治　吉山修平　李善惠

寄付金（団体）：
Mapo Church　One Village One Earth　Women's Conference　
青谷コープ委員会　ウェスレー・ファウンデーション　
恵理シャンソン教室　神戸新聞厚生事業団　全労済愛知県本部　
フォークソンググループ TOMOYO　葺合地区更生保護女性会　
明治学院同窓会兵庫県支部

寄付金（個人）：
赤本公孝　有川純子　岩野祐介　梅木和郎　大野義明　髙梨佳子
中村三郎　二河照子   西原直美　馬場一郎   原田好司  藤井とも子
本城智子　真部マリ子　三上展　八木憲一郎　祐村明　匿名 2件

クリスマス献金（団体）：
あゆみ幼児園　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　宝塚教会　垂水教会婦人会　浪花教会　
西宮一麦教会　松沢教会　みどり野保育園　友愛幼児園

クリスマス献金（個人）：
秋田喜代子　荒内直子　磯部卓三　井塚栄子　小笠原浩一　
上井香代　上内鏡子　河谷里美　川森めぐみ　紀伊茂　近藤孝子
近藤良子　白崎絹子   谷田志津代   土井哲也   名越信次   西垣光代
野村直子　元正章　平田義　山口あい子

真愛ホーム寄付（個人）：小澤幸次郎　紀伊茂　竹谷俊彦

友愛幼児園寄付（個人）：荒内直子

　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 12 月から 2016 年 2月までの報告をさせていただきます。

 　　　　　　　　　　　      賛助会費　　  1,983,000 円
　　　　　　　　　　　　      寄付金　　　 558,801 円
　　　　　　　　      クリスマス献金　　　 272,297 円 
　 　       真愛ホーム・友愛幼児園寄附金 　　  　        4,000 円
　　　　　　　　       　          総合計　　 2,818,098 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。

2015 年 12 月 1日～ 2016 年 2月 29 日（敬称略・順不同）

　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。
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

賀川記念館賛助会
　　　　   ご入会とご継続のお願い

賛助（団体）：
Ｄ－ライフ　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　コープ環境サービス　
（株）ディ・オー　トヨタ車体労働組合　のぞみ保育園　
ぶどうの木保育園　愛隣館研修センター　一麦保育園　
賀川豊彦記念・鳴門友愛会　共栄火災海上保険株式会社　
北大阪地域労福協　神戸YMCA福祉会　神戸国際支縁機構　　
生活協同組合コープこうべ　全労済北日本事業本部　多い夢　
徳島県労働者福祉協議会　日本基督教団 神戸イエス団教会　
日本食研ホールディングス株式会社　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　阿久根徹
明松善一　アチャンポン倫子　阿部ちくさ　綾目広治　荒内直子
荒木郁子   嵐倉良子   池本正人   石黒洋子    石田規矩子   石場紘彦
石丸偉丈　石丸鐵太郎　五十棲敦江　磯部亜希子　磯前則光　
井塚栄子　井上淳信　井上智世　井上光司　井上幸代　飯岡聰　
岩木英一　岩切幸子　上田一喜　上野みづほ   宇治加奈子   牛尾宏
牛田清博　梅村貞造　占部雅史　遠藤法子　大内惠子　大里昌子
太田明　大谷美和子　大塚善彦　大野義明　大本藤代　大森慶三
岡田誠一   田三枝子   岡部春子   岡部眞理子   岡安茂祐   小川直子   
奥田典子   奥村達郎   奥村昌士   小澤幸次郎   賀川一枝   加藤壽宏
加藤鉄三郎　金川眞巳　金丸裕一   上内英子   神谷理香　加山久夫
刈谷雅夫　川井ふみ子   川崎紘平   河崎紀子   河崎良行　紀伊茂   
木村正英   金智英　楠田雅紀   久保惠三郎　久保恭子　倉澤条太
熊埜御堂美佐子　栗山究　黒田絢　桑原民　児島隆介　小城智子
越牟田愛子　小西桂子　小宮山盛昭　是澤久美子　権藤久喜
近藤良子　近藤孝子　齊藤宏　酒井宏　佐川英美　先﨑伍郎　　
桜谷昌代　佐々木正夫　佐藤悦子　佐藤秀男　澤田宏　塩江剛　
志方京三　重元勝　師玉健男　篠田有記　島田恒　島田誠　

2015年度賀川記念館 賛助会名簿

島津陽子　清水里美　下地徹　正垣幸一郎　庄田公哉   白崎絹子   
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　鈴木慶三郎　砂山香織　関紀美子   十亀仁恵   髙阪邦子   
髙梨佳子　髙橋正　武井博子　竹内郁夫　竹内栄子　武知忠義　
立川博道　田中京子　田中寛   田中真理子  田中道子   田中康博   
谷垣わきゑ  谷田志津代　田村宜治　田村三佳子　近松文子　
張さつき　辻早苗　辻博史　常峰明希　坪田恵美子　鄭恵怜　
手塚葉子　土井哲也　都倉康之　年清彰雄　鳥飼慶陽　中井福美
永井美香　中﨑和代　中澤真理　中西美喜子   中野素子   中村義寿
中村澄江　中村光夫　中山尚幸　名久井佳治   名越信次   南波陽子
鍋谷由美子　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　野田和人　
野世英水　芳賀順子　萩野基行　箱﨑孝治　元正章　畑雅洋　
服部康喜　服部榮　馬場一郎　濱田浩子　早川富美子　林久利　
原利治　原田洋子　久川正博　久積育郎　檜山秋彦　平井孝子　
平木是　平林喜博　広崎仁一   廣瀬まさえ   廣田重行   日和佐信子
深田未来生　深田由美　福井香代子　福井康代　藤井和郎　
冨士本利子　星野隆　細貝由枝　堀俊朗　本城智子　前田武男　
牧田稔　松尾誠治　松田聡　松長乃生　松山典子　三久忠志　
水野雄二　道上康彦　光田豊茂　港川陽子　宮本修男　三好長栄
村岡敏子　村山盛嗣　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   安井功   保野恵子
矢田部佳子   矢野幸治   山内一郎   山口あい子　山口則子
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　横山直子   吉澤惠次   吉田有二　吉村毅　
吉本浩三　吉山修平　米田和代　米田成己　米満弘　李善惠　
若松善英　渡邉真未　渡部美津江　山本昌実　匿名 1件
     （敬称略・順不同）
※2015 年 4 月 1 日～2016 年 2 月 29 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。

お詫び
ボランティア 109 号の賀川記念館フェスティバルの記事において、
寄附金者と寄贈品提供者に森田弘子さんのお名前が抜けておりま
した事を深くお詫び申し上げます。

天国屋カフェホームページ開設 !! ぜひご覧下さい。

http://tengokuya.michikusa.jp/

天国屋カフェの通常営業は
毎週：木・金・土
11 時から 16時まで
ランチ：500円　コーヒー・紅茶：250円　オリジナルケーキ：200円
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■と き： 2016 年 6 月 18 日（土） 午後2 時～4時

■ところ： 賀川記念館4Fメモリアルホール

■講 師： 北出明 氏（フリーライター）

■共 催：フェニックス神戸ゾンタクラブ　賀川記念館

☆参加無料 お申込みは、賀川記念館事務局まで。

　　　　　　　　　　　　　（電話078-221-3627） 杉原ビザで生き残られた 7人のサバイバーたち

　第二次世界大戦下、ナチスの迫害から逃れようと

した多くのユダヤ人にビザを発行し、救った日本人

外交官　杉原千畝氏の話はあまりにも有名。しかし

その陰でユダヤ人難民に救いの手を差し伸べた日本

人も少なからずいました。苦難の逃避行を続けたユ

ダヤ人のその後は？

　2014年春、アメリカに逃れた一人の難民の身元が

判明し、70数年ぶりに本人の写真がニューヨークに

住む遺族の手に返されました。そのような数々の

“知られざる話”に迫る講演会です。

2016年 3月 vol. 110

社会福祉法人・学校法人 イエス団

Volunteer

安料理・葬禮部、カフェ、そしてレジェンドへ !?

発行日　2016 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　　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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賀川豊彦召天56周年記念集会

『命のビザ、遥かなる旅路』～その後
　　　杉原千畝を影で支えた日本人たち

　今年は賀川先生が天に召されて56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　

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。
■と き： 2016 年 4 月 23 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
 ※昨年度より賀川記念館で行なっています。

 　場所をお間違えのないようにご注意下さい。

■テーマ：「経済危機に再び賀川を考える」
■講 師： 伴 武澄氏（国際平和協会会長）
☆参加無料 お申込みは、賀川記念館事務局まで。
記念集会終了後、有志の方で神戸市立舞子墓園まで墓参に行き
ます。(15 時～17 時頃) 　墓参をご希望される方はお車の準備の
都合上、4月9日(金)までに必ず事務局までお知らせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話078-221-3627）

　賀川記念館では、機関紙「ボランティア」をメールでも配信しております。つきましては、郵送からメール購読への変
更を希望される方は、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。

機関紙『ボランティア』メール購読のお願い

　天国屋カフェは、５年を終えました。2016 年 4月 1
日より 6 年目を迎えます。これまでの皆様のご理解と
ご協力により継続できていることを心よりお礼申し上
げます。
　５年間を振り返ると、「毎日を続ける」ことこそが
目標でした。「天国屋カフェ」という場所を週に 3 日
間開けることによって、人が出会い、つながり、天国
屋が「居場所」として可能になるからです。
　そんな中で印象に残っていることを振り返りたいと
思います。
ひとりの青年の葬儀
　まずは、ひとりの青年の葬儀を執り行ったというこ
とです。天国屋カフェの初期の頃から、居場所として
利用してくれていた青年でした。また、月一回開く夜
のナイトカフェでは、ボランティアとして奉仕してく
れました。彼が、突然の病で召天してしまったのでした。
それはとても衝撃でしたが、ご家族が教会に連なるカ
フェで葬儀を希望され、青年の突然の死を葬儀という
形で見送ることができました。そして、カフェに関わ
る者らの大きな慰めとなりました。
　賀川豊彦は、青年時代に『露の生命』という手記を
書いています。神戸の地に献身して間もない 1910 年
2 月 16 日 ( 水 ) に、「狂熱傅道者の覚悟」として 6 項
目あげ、その最後に救霊團事業を 12 箇条書き記して
います。その一番目に、「安料理」、そして 6 番目と 7
番目に「葬禮部」と 2 度繰り返されています。百年以
上前は貧しい人々も多かったので、葬式さえ出せない
状況が想像されます。一人ひとりの命を大切にするこ
とは、死をも大切にすることです。賀川が目標にした
意義は大きかったでしょう。だから現代でも「葬儀」
は生命を大切する最後の締めくくりでもあります。ま
た、百年後に、わたしたちが安料理と葬禮部の志を実
現できて、神様の摂理を思います。その役割を天国屋
カフェが担えたことはなによりも喜ばしいことでした。
ジャクソン教会の訪問
　もう一つは、米国ニュージャージー州のジャクソン
教会が、世界中の中から、わざわざ天国屋カフェを選
んで実習に来られたことです。カフェの働きに共感し、
地域とつながる様子を見学し、ボランティアとして働
いた 1 週間でした。この経験をもって、カフェを支え
ている精神は何かを学んで帰ってくれました。
　ジャクソン教会は、カフェと併設している神戸イエ
ス団教会に、その精神を象徴する贈り物を残して行き
ました。それは、パン皿と杯です。これは、聖餐の道具で、
キリストの体と血潮を盛る器です。キリストの体とし
てのパンと人類のために流された血潮としての杯を分
け合うことは、わたしたち人間が神の前には、何をも
誇ることなく、ただ神の前に謙虚に、神の恵みを隣人
と分かち合うことを象徴しています。そのための皿と

杯です。ジャクソン教会では、2 組の皿と杯を制作し
たそうです。一組は彼ら自身の教会で聖餐のために用
いられています。そして、もう一組は、わたしたちの
手元にあって、聖餐の度に用いられています。
フェアトレードのコーヒー
　あともう一つ。わたしたちの飲むコーヒーは、フィ
リピンの山岳地帯コルデリエラの山岳民族によって栽
培されている「レネ・マウンティン」という豆です。
開発によって破壊される山の自然。少しでも食い止め
る為に、環境を考えたコーヒー豆の栽培を行っている
のが、レナート・ギリガンさんの家族です。彼らの豆
を取り寄せて、自家焙煎し、皆様に提供しています。
この家族との出会いにも本当に感謝しています。
　先日「A Film About Coffee」というドキュメンタリー
映画を観ました。「今、コーヒーは、ビジネスでなく、
フェアトレードでもない。それはパートナーシップだ」
という旨のメッセージが語られていました。地域づく
りこそが、コーヒーを育て、コーヒーを扱い、コーヒー
を嗜好するプロセスだということです。
　これらの大きな出来事の他、毎日カフェを手伝って
くれるボランティアの一人ひとりは、楽しい仲間です。
毎日食事を食べてくださるお客様は、新しい出会いを
期待させてくれます。実は、カフェの日常の小さな働
きを地道に担ってくれるこれらのボランティアこそが、
カフェの宝です。
そしてレジェンドへ !?
　天国屋カフェは、小さなカフェです。しかし、この
カフェは、たくさんの人々の心、祈り、願いによって
支えられています。小さな居場所が、地域づくりに少
しでも風を送り込む空間となれば良いと願います。
これまでの５年を土台として、さらに新しい一歩を踏
み出し、次の５年を目指し、そして百年後、レジェン
ドになっている天国屋カフェを夢見たいと思います。
　　

1


