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

　　　11月6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。

今年もやります !　賀川記念館フェスティバル（バザー）!!

昨年度のフェスティバル（バザー） のみの市の様子

友愛幼児園のこと
　　賀川記念館の 2、3階で、友愛幼児園（認可保育園）

を運営しています。その開園は 1935 年で、賀川記念

館設立の 28 年前になります。友愛幼児園と共に賀川

記念館の歴史があります。

　ボランティア 105 号（2014 年 7 月発行）で、友愛

幼児園の歴史を書きました。先人の“ 思い ”を持って

設立された善隣幼稚園を賀川豊彦がその思いを引き継

ぎ、保育を行ってきました。この場所で 81 年間、保

育を継続してきた歴史は、この地域にさまざまな影響

を与えてきたのだろうと思います。地域の皆さんに「ゆ

うあいさん」と呼ばれ、お父さん、お母さん（おじちゃ

ん、おばあちゃんまで）が卒園児で、「ゆうあいに入

れたい」と言ってくれる皆さんが、今の友愛幼児園を

支えてくれています。

　友愛幼児園という“ 保育園 ”で仕事をしていると、

いろいろなことが見えてきます。現代は、子どもたち

や家庭を取り巻く環境が変化し、子育てしにくい状況

があるかもしれません。保育園が地域の“子育て支援”

の拠点として働きを強めていかなければならない時代

です。保育園の役割は大きく、その責任を痛感してい

ますし、子どもたちにとって大切な時期に、大切な仕

事をしているやりがいも感じています。

　友愛幼児園から生まれたのが、学童保育“ひまわり”

です。1964 年に始まりました（神戸市第 1 号）。園児

が卒園し、小学校に行っても当然保護者のお仕事は続

くわけで、当たり前のニーズの中から生まれました。

その後、学童保育に障がいのある子どもたちが入って

来たのも、同じ理由です。保護者が仕事で保育が必要

な子どもは、小学校に行っても、養護学校に通ってい

ても同じです。友愛幼児園のそんな状況を賀川記念館

が引き取り、事業を行ってきました。その時々のニー

ズに答えて、制度がある・なしに関わらず、仕事をし

てきた賀川記念館の歴史があります。

　賀川豊彦が 1909 年に仕事を開始した時に、今のよ

うな社会保障に関する法律や制度はありませんでし

た。賀川は、目の前で苦しむ人たちに何ができるかを

考え、やれることは何でもやってきたのだろうと思い

ます。当時、賀川が発行していた“ 救霊団報 ”という

年報には、さまざまな仕事の報告がなされています。

その中には必ず子どもに対するプログラムがありまし

た。賀川が子どものことを大切に考えてきたことが窺

えますし、善隣幼稚園を引き継いで、友愛幼児園を設

立した時も同じ思いを持ってのことだろうと思いま

す。保育園という社会福祉事業を通して、地域のさま

ざまな課題やニーズを捉え、そこから制度にない仕事

を、賀川記念館で事業化してきたということは、それ

だけ保育園という仕事が、子どもたちのことを含め、

地域を見渡せる仕事であったということです。今さら

ながら、その重要性に気づきます。そういう意味で友

愛幼児園と賀川記念館のタッグは、いい循環で回って

きました。そしてこれからも、ここから始まるニーズ

や課題に気づき、先人の“ 思い ”を引き継き、地域福

祉の業を進めていきたいと考えています。

賀川記念館館長・友愛幼児園園長　馬場一郎

写真：善隣幼稚園の新建物（明治42年）

しょう  ほ　   とも    こ やま  ぐち　   さと    こ

こどもの生きる力
～虐待と貧困は子どもの権利の否定～

講師 荘保 共子さん 「特定非営利活動法人 こどもの里」理事長

8月20日（土）14:00 - 16:00

現代社会とキリスト教～“性”とキリスト教～

～初めて出会う、素敵なアダムとエヴァと卒楽園～
講師 山口 里子さん日本フェミニスト神学・宣教センター共同ディレクター

9月17日（土）14:00 - 16:00

2016年
 3月
4（金）　青谷コープ委員会（講演・見学）　ならコープ（講演・見学）
5（土）　吹田市人権啓発推進協議会（講演・見学）
6（日）　摂津を歩く会（見学・説明）
18（金）　ナイトカフェ（JAZZ Quartette JA22）
20（日）　深田隆特別展開始 
23（水）　コープ中山台（講演・見学）　
 姫路北コープ委員会（講演・見学）
29（火）　大韓イエス教長老会（見学・説明）
31（木）　韓国グループ（見学）

 4 月     
4（月）　関西学院大学商学部（出張講演）
5（火）　ガーデンエルロイ（出張講演）

13（水） コア 100 賀川例会
15（金） ナイトカフェ（ビクトリア・ロング）
16（土） 日本イエスキリスト教団名谷教会（講演・見学）
19（火） 全労済中日本事業本部（講演・見学）
21（木） JEC連合福祉共済会（講演・見学）
22（金） 宮城労災共済（講演・見学）
23（土） 賀川豊彦召天 56 周年記念集会
25（月） 宮城労災共済（講演・見学）

 5 月     
8（日） 本田労組栃木研究所（講演・見学）　日本YWCA
14（土） 全矢崎労働組合榛原支部（講演・見学）
　　　　   関学神学部研修（講演・見学）

16（月） 台湾基督長老教会（見学・説明）
18（水） 和歌山県生協連（講演・見学）
20（金） 頌栄短期大学（講演・見学） ナイトカフェ（ニチレクボール）
21（土） 兵庫大学（講演・見学・賀川ウォーク）
　　　   　キッコーマン労働組合（講演・見学・映画）
22（日） 深田隆特別展終了
24（火） 韓国グループ（見学）　兵庫県水産振興基金（出張講演）

 6 月     
4（土） 関西学院大学山本ゼミ（見学・説明）
9（木） コア 100 グループへのデモ講義
10（金）　パルシステム群馬（講演・説明）
11（土） 京滋大学生協連合会（講演・見学）　大阪純福音教会（見学）
12（日） 長田真陽地区民生委員児童委員協議会（講演・見学）
17（金） ナイトカフェ（竹中 真ジャズライブ）
18（土） 仏教大学社会福祉の会（講演・見学）　講演会（北出明氏）
19（日） JEC連合（講演・見学）
25（土） キリスト教社会福祉学会（講演・見学）
26（日）　宮城生協（講演・見学）
30（木） 六甲医療生協（講演・見学）

　記念館ミュージアム入場者数
3 月　一般 105 名　団体  115 名　 行事　206 名　合計 426 名
4月　一般 204 名　団体 86 名　 行事　238 名　合計 528 名
5月　一般  151 名　団体  151 名　 行事　195 名　合計 497 名
6月　一般    34 名　団体  189 名　 行事    220 名　合計 443 名

総合研究所プログラムの予告総合研究所プログラムの予告

賀川記念館の歩み
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5月20日　ニチレクボール（室内ペタンク）
　5月はいつものような演奏などの出演がなく、「体験ニチレ
クボールコーナー」を設けてみました。いろいろな世代や国の
方の参加者があり、ルール説明のあとゲームを楽しみました。
中には帰りたくないという子ども達も‥

（ニチレクボールの起源は紀元前と推定され、長い間ヨーロッ
パの人々に親しまれてきました。「ペタンク」は 20世紀始めに
フランスで誰でもが出来るようなルールが定められました。氷
上の「カーリング」芝生での「ローンボウル」もほぼ同じルー
ルです。）

ナイトカフェ（3月～6月）天国屋
3月18日　JAZZ Quartette JA22
　大学時代のJAZZ研究会の仲間で演奏させていただきました。
人前での演奏はメンバー全員久しぶりだったため、本番までの
約３ヶ月はドキドキの毎日でした。当日は緊張したものの、多
くのお客様に和やかな雰囲気と温かい拍手で迎えていただき、
私たち自身も楽しんで演奏することができました。演奏後にい
ただいた天国屋カフェの料理もとっても美味しかったです。関
係者の皆さま、このような機会を与えていただきありがとうご
ざいました。（演奏者より）

6月17日　竹中 真　Jazz Live
　毎年好評の「竹中 真  JazzLive」。今年も 60人を超える方々
が来てくださりました。竹中氏と聴衆の息も年々合わさって来
て、お互いに「そのココロ」を掴んで来たのでしょうか。ライ
ブが本当に一体となって楽しんでいるように思われます。
　竹中氏も聴衆の好きな曲を心得ておられるし、聴衆側はリク
エストさえ飛び出るという風でした。
　そして、聴衆は、大満足で帰って行きました。「CDを買って、
車で聞き続けている」と言う人や、竹中氏から飛び出す「おや
じギャグ !?」にニヤリとする人など、皆さんそれぞれの楽しみ
方があります。
　コンサートって、一体となって、どんどん成長し、一つの生
き物みたいになっていくのだなあと、感じた今回のジャズライ
ブでした。これも、毎年開催しているからこそ気付くことです。
　来年の 6月もまたお願いしています。みなさん、ぜひご予定
に入れておいてください！

4月15日　ビクトリア・ロングさんのピアノ演奏
　4月は、ビクトリア・ロングさんのすばらしいピアノの生演
奏に、皆が癒されました。

09月 16 日 (fri) フォークソンググループ TOMOYO
10 月 21 日 (fri) Romantic Sakuma Quartette
11 月 18 日 (fri) アジア学院
12 月 02 日 (fri) クリスマスイベント
2017 年
01 月 20 日 (fri) フルート＆ピアノ演奏　ぱすてる
02月 10 日 (fri) ハープ演奏  ANGELUS
03 月 10 日 (fri) 地域福祉Network 活動紹介 ( 予定 )

天国屋ナイトカフェ 年間スケジュール

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。

賛助（団体）：
日本基督教団尼崎教会　公益財団法人賀川事業団雲柱社　
乳児院ガーデンエル　児童養護施設ガーデンロイ　
社会福祉法人神戸YMCA福祉会　日本基督教団神戸雲内教会　
株式会社チャイルド社神戸営業所　市民生活協同組合ならコープ
日本食研ホールディングス株式会社　のぞみ保育園　
明治学院同窓会兵庫県支部

賛助（個人）
逢見直人　赤本公孝　秋田喜代子　綾目広治　池上千賀子　
池本正人　石井里奈　石田規矩子   石場紘彦   石端利臣   石若義雄
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　宇治加奈子　牛田清博　占部雅史
衛藤静香　遠藤法子　太田明　大塚善彦　岡田勇　岡田誠一　
岡田三枝子　岡安茂祐　奥村達郎　小澤幸次郎　加藤壽宏　
金子実咲　上内鏡子　加山久夫　川井ふみ子　河内明　川﨑圭子
河谷里美　河谷保　川端俊之　河原克美　紀伊茂　北川太一　
木下涼香　久保惠三郎　久保恭子　倉澤条太　黒田絢　小西桂子
児島若菜　児島隆介　小宮山盛昭　是澤久美子　近藤佳子　
斎藤綾　桜井利枝　桜谷昌代　佐々木正夫　佐原尚子　志方京三
重元勝　師玉健男　品田充儀　篠田有記　島津陽子　清水里美　
下地徹　庄田公哉　新谷一郎　新野三四子　須貝強　杉野高司　
杉本知佐　杉山博昭　鈴木慶三郎   髙阪邦子   武井博子   竹之内唯

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。
2016 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 　　　533,000 円
　　　　　　　　寄付金     　   945,868 円
 真愛ホーム・神戸イエス団教会    　　   13,000 円
　　　　　　　　総合計        1,491,868 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。

田中供子　田辺健二　谷田志津代   谷脇清助   近松文子   張さつき
常峰明希　坪田恵美子　出口健治  手塚葉子  寺沢京子  土井哲也
年清彰雄　冨岡恭子　鳥飼慶陽　中井福美　永井美香　中尾和人
中﨑和代　中塚敦子　中西美喜子  中野素子  中村義寿　中村澄江
中山尚幸　名越信次　滑川静夫　滑川敏子　南波陽子　西内芳子
西海弘子   西岡栄子   西垣光代   西村かほる　西保昇　能見あすみ
野村武夫　長谷川勝義　畑雅洋　林久利　原利治　久積育郎　
平井孝子　平井真未　平木是　平林喜博　広崎仁一　廣田重行　
福井香代子　冨士本利子　星野隆　本城智子　前田雅彦　牧田稔
松永美明　三田恵美子　道上康彦   光田豊茂  光田恵子   港川陽子
三好長栄　村岡敏子　村山盛嗣　森文子　森田弘子　森畑哲洋　
安井功　安岡則武　矢田部佳子　矢野幸治  山口あい子  山口則子
山口政紀　山口洋子　山崎主知子　山下佳与子　山下洋美　
山城尚子　山本有希子　湯元睦美　吉澤惠次   吉田有二  米田成己
李善惠　渡辺明子　渡部美津江　匿名 2件

寄付金（団体）：
JEC 連合福祉共済組合　One Village One Earth　
青谷４丁目町内会　ウェスレー・ファウンデーション　
神戸イエス団教会　神戸ユニオン教会　（社）親隣館保育園　
全阪急労働組合協議会　全労済青森県本部　
全労済中日本事業本部　西宮ワイズメンズクラブ・メネット　
フェニックス神戸ゾンタクラブ　本田労組栃木研究所　
三重県農業協同組合　明治学院同窓会兵庫県支部

寄付金（個人）：
CarolSack　赤本公孝　岡崎寿子　上内鏡子　紀伊茂　近藤孝子
桜井利枝　杉本信子　都倉康之　二河照子　西義人　西原雄次郎
野瀬千津子　平井克也　深田隆　山崎妙子　山本常雄　匿名 2件

真愛ホーム・神戸イエス団教会寄付（個人）：
　竹谷俊彦　出口健治　藤田有美子　山田達造　横山昌彦

2016 年 3月 1日～ 2015 年 6月 30 日現在（敬称略 順不同）

今回から鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (3)が3回シリーズでスタートします。その第1回は、三浦清一
牧師についてです。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。

第１回　三浦　清一（1895～ 1962）
KAGAWA GALAXY (3)鳥飼慶陽の

とり　　がい　　けい　 よう

　以前、藤坂信子さんの労作『羊の闘
い―三浦清一牧師とその時代』（熊日
出版、2005年）が話題を呼びました。
日米混血の牧師と石川啄木の妹・光子
の激動の時代を生き抜いた貴重な記録
です。
　三浦は明治28年熊本県に生まれ、20
歳で受洗、大正10年26歳の時、はじめ
て神戸新川を訪ねて以来、賀川との交
流は続き、昭和16年12月、三浦は治安

維持法違反の疑いで逮捕され、半年余り獄中にあり、その後、
昭和17年12月、家族を伴って上京し、賀川の元に身を寄せます。
　同書に依れば、「昭和19年11月、東京に戒厳令が敷かれると
いうので、ブラックリストに載せられていた清一を賀川がきづ
かって、関西へ逃げろと勧めた。そこで家族を東京に残し、ひ
とまず単身で、賀川が神戸に持っていた免囚保護施設の愛隣館
へと向った。免囚保護施設とは、窃盗をした少女や空き巣ねら
いの常習犯などの非行少女を預かっている施設である。清一は
愛隣館の館長に就任した、光子は東京の家の整理をし、翌年の
３月10日、東京大空襲のなかをリュックを背負って関西へたっ
た。」（212頁）といいます。光子は、寸断された列車を乗り
継いで神戸にたどり着いたのが、４月13日で、啄木の命日でし
た。
　ところで、賀川の武内勝に宛てた書簡のうちで、三浦一家が
「神戸愛隣館」に就任することに触れたものが２通残されてい
ることは「賀川豊彦のお宝発見」（記念館HP）に記しました
が、神戸愛隣館は明治31年、篤志家・村松浅四郎が生田区
（現・中央区）内に設立した「出獄者更正施設」がはじまりで、
明治39年、兵庫区楠谷町に木造２階建ての建物が新築されまし

た。村松は昭和９年に賀川豊彦に事業の継承を頼み、賀川か
らさらに三浦夫妻に託され、戦後は児童福祉法に基づく養護
施設として再出発しました。
　三浦は戦後、灘購買組合文化部の聖書研究会のメンバーを
中心に日本基督教団「観音林伝道所」（現・東神戸教会）を
設立して牧師に就任。昭和26年には兵庫県会議員に当選して
２期つとめ、昭和37年に67歳で没し、光子がそのあとを継ぎ、
夫を看取った後、愛隣館にこもり『兄啄木の思い出』（理論
社、昭和40年）を書き上げ、３年後に生涯をとじ、「神戸愛
隣館」も光子の死後数年で閉鎖されました。（「朝日新聞」
1996年１月７日付木村勲氏「風景ゆめうつつ̶石川啄木と妹・
光子」の記事など参照）
　1960年4月29日の賀川の葬儀（青山学院大学）に於いて述べ
た三浦の「賀川豊彦略歴」と6月6日の神戸栄光教会における
講演「賀川豊彦とその事業」は『神はわが牧者―賀川豊彦の
生涯と其の事業』（田中芳三編）に収められました。賀川記
念館の設立にも尽力しながら完成を見届けることなくその生
涯を終えました。
　三浦は、「日本詩壇」「基督教詩歌」「草苑」同人、著書
に『エペソ書の精神』（未見））、『私的宗教生活の瞑想』
（日本聖徒アンデレ同胞会、昭和13年）、『愛の村―沖縄救
癩秘史』（鄰友社、昭和18年）のほか、最晩年61歳で処女詩
集『ただ一人立つ人間』（的場書房、1956年）を出版、続い
て翌年最期の好著となった『世界は愛に餓えている―賀川豊
彦の詩と思想』を同書房より刊行しています。なお、『発車
―基督者詩歌集』（キリスト新聞社、昭和30年）には五つの
詩を収め、左上の顔写真は同書のものです。なお現在、賀川
記念館には、三浦が生前まとめ上げた『賀川豊彦随筆集』の
貴重な生原稿が残されています。
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賀川記念館の新しいスタッフ、

藤井 航 （ふじい わたる）です。

　今年度のひまわり学級は、地域の小学校の 1年～3年生の子ども達、
31名が元気に通っています。
　学校のある平日は放課後から夕方まで、宿題、おやつ、また、それ
ぞれが自由に保育室や友愛幼児園と共用の園庭で過ごしています。ま
た、土曜日、夏休みなどでは、できるだけ園外に出て公園、児童館や遠足、
工場見学などに出かけています。
　今回は、参観日の代休日 5 月 2 日（月）に（株）トリドール 丸亀
製麺三宮店において社会貢献活動「働くママの応援活動」のうどん作
り体験の招待をいただきました。
　とっても面白く、教え上手な麺匠さんの指導の元、4 人のグループ
に分かれて、小麦粉から麺を打ち、足で踏み、麺を切る作業をワイワ
イと楽しく体験させてもらいました。出来上がった釜揚げうどんは、
不揃いなうどんもありながら、自分達で打ったうどんと、なんと食べ
放題の天ぷらをおいしくいただきました。
　帰ってからも「～グループのうどんが太かった！」「天ぷらを 5 個
食べてお腹が苦しい～！」など楽しそうに話しが盛り上がっていました。

（学童保育）

　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会議」と多くのボランティア方々
の協力のもと、また「キリン福祉財団」「神戸ユニオン教会」「神戸市
社会福祉協議会善意銀行」の助成・協力を受けて活動を行うことが
できました。
　2015 年度 ＊金曜  48 回  ＊火曜  1 名  41 回  ＊プレスクール 10回
1、参加者と支援者の増加
　参加児童は、1年目の子ども2人と保護者1人から、2年目5人と増え、
3 年目は、新しく日本に来た 5 人、日本生まれで、言葉が身について
ない 2 人と一気に増え年度末には 15 人になりました。支援者は、当
初の 4 人から少しずつ増え、中国人留学生の方 2 人の卒業がありま
したが、新たに 4 人増え、4 年目を迎える呂さんがコーデイネーター
役も手伝ってくださり、中央小学校にもボランティアに行かれるよ
うになりました。また、社協からの紹介の方が短期ですが、数人来
てくださいました。年度末にはボランティア 12人と職員 1人でした。
2、活動の広がり
　毎週金曜日の学習支援、夏休みには、宿題の消化と学習習慣を絶
やさないために、ということで、4回集中講座をしました。工作や絵、
絵日記や観察日記などに取り組みました。
　また、6 月には市教委主催の交流会で担任等との話し合いをして、
情報を交換しました。また、週 1回個別支援を増やした人については、
別に担任との懇談を行い、「はいず」での学習の様子や成長の様子と、
学級での配慮について話し合いもしました。
　来日間もない子どもたちの駆け込む場として、幼稚園児に対応し
たり、中学生でまだ学校に行ってない人、高校に行ってない人たち
の日本語指導を、3時から 1時間だけ始めました。
3、成果
　子どもたちは、日本の学校にも慣れ、学習の内容が理解できるよ
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。
来日間もない子どもたちは、「子どもの日本語」という教材など使い、
日本語を理解するように進めています。
　中国人留学生の方々には、算数の用語の理解に力を入れ、予習も

外国にルーツを持つ子 どもの学習教室「はいず」 （４年目を迎えた「はいず」の報告）

「ひまわり学級」

進めて、学校での授業についていけるように、と指導していただき
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
にとっては、リラックスできる居場所となりました。丁寧に学習し、
社会などの教科も取り組み始めています。プレスクールから来た幼
稚園児の 3人も日本語でも指導ができるようになりました。
　算数が苦手な子どもたちも、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。夏休みの読書感想文の取
組みから本を読むのが好きになり、今は伝記を楽しむ子どももいます。
　高学年になり、日本語が困らなくなると、修了する子どもたちも
います。生活面の日本語はあまり困らないので、学習言語の学習や
社会科学習から、辞書の使い方、学習の仕方や習慣づくりが必要な
子どもたちもいます。
　イスラム圏、中国人などの中で、また同じ学校の中で、外国人保
護者同士が、「はいず」を紹介したり、連れてきてくれたりするよう
になりました。幼稚園や学校からも、問い合わせがあり、紹介され
るようになってきました。
4、課題
　人数が増え、ホールを中心に借りられるようになり助かっています。
しかし、教材や辞典、読み物の本などの置き場を考えると、やや手
狭になってきました。
　参加児童が増えてくると、支援の方が足りなくなります。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、授業とア
ルバイト、就職活動と忙しい中で協力いただき、お二人が卒業され
ましたが、新しい仲間を紹介していただきました。また、社会福祉
協議会から紹介のボランティアの方々が短期ですが、来ていただき
助かっています。恒常的に、ボランティア募集の方法など工夫が必
要です。
　教科書の変更に伴い問題集やドリルも購入する必要があります。
文具など消耗品も必要です。また、社協の紹介もあり、交通費を支
払うことになるので、このような経費も含め運営のための費用確保
も必要です。

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。シリーズ「賀川記念館のボランティア」第 5 回は、2014 年
9月からボランティアとして関わってくれています東谷さんにインタビューに答えていただきました。

賀川記念館でボランティアをすることになったきっかけは何で
すか？
特定非営利活動法人中央むつみ会が運営しているケーキ屋さん
にケーキを買いにいった時、賀川記念館のチラシを見ました。
「天国屋カフェ」の新聞記事でした。賀川豊彦という名前は知っ
ていましたが、どういう人か全く知りませんでした。賀川記念
館も全く知りませんでした。
今、賀川記念館でどんな仕事をしていますか？
天国屋カフェも少し手伝っていますが、基本的には賀川記念館
のミュージアムの業務をやっています。パソコンを使って記録
の打ち込みとか、研究室のこととか、いろいろやっています。
天国屋カフェでは、開店準備でテーブルを布巾で拭いたり、庭
の水やり、あとナイトカフェで受付を基本的に担当しています。
ボランティアをして楽しかったことは？
人脈が増えたことですね。神戸イエス団教会のクラウディア宣
教師や上内牧師に相談しました。相当落ち込んでいるときだっ
たので、賀川記念館と出会えてよかったです。
賀川豊彦は知っていましたか？
名前だけ知っていました。でもどういう人かまでは知りません
でした。今は良く知っています。賀川豊彦牧師の影響でキリス
ト教と神学、英語に興味を持ちました。

ボランティアでこれからの希望は何かありますか？
ミュージアムの受付や案内とかもやってみたいと思っています。
あと、研究室の仕事もしてみたいです。ドイツ語は勉強してい
るので、外国語の翻訳もやってみたいです。英語、ドイツ語中
心に。
　ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

「天国屋カフェ・賀川記念館」 東谷 昌幸さん

　4月14日および16日相次いで起きた熊本の大地
震。わたしたちのカフェでは、「できることをや
ろう！」と、祈りを折り鶴のカタチにして捧げる
プログラムを始めました。そして、一緒に献金も
募っています。
　一人ひとり、祈りを折り鶴に書き込んで、その
折り鶴を捧げることで、熊本や大分の被災者を覚
えることができます。カフェのお客さんたちも思
いを一つにしてくれた。そして、カフェでボラン
ティアとして奉仕してくださる方々も！
　この企画は、6月一杯行いました。

天国屋カフェ

　5月25日の水曜祈祷会で「～祈りと癒しのたて琴～　リラ・
プレカリアの音色にのせて」が開催されました。
　このプログラムは、死生学が基盤となっています。米国福音
ルーテル宣教団の宣教師キャロル・サックさんは、これまで病
院や施設で臨床実践を続けて来られ、多くの魂に伴い、励まし
続けています。また、奏者を養成してこられました。たて琴を
奏でることは、人間の命と神の霊をつなぐ働きをもつのではな
いでしょうか。死と生の両面をもつわたしたちが、たて琴の音
色に心や体をゆだねることによって、癒しや平安が与えられ、
計り知れない力を得ます。神の力へとわたしたちを導く役割を
このたて琴は果たしてくれます。
　今年は、キャロルさんと共に、研修生だった早野潤子さんも
参加して、二人で祈りと癒しの時を導いてくれました。参加者
は、枕やクッションを持参し、会場であるチャペルに座り、横
になって、癒しの時間を過ごされました。
　学生のひとりは、死生学を学ぶ立場から参加されました。

神戸イエス団教会
～祈りと癒しのたて琴～ リラ・プレカリアの音色にのせて

また、ある女性は人生の岐路に立つ中で癒しを求めて参加さ
れ、またある方は、亡くなった友人への祈りを捧げる時を過
ごされました。そして、参加者の多くは、日常生活の重荷を
しばしおろし、癒しのときを満喫したはずです。また来年も
開催したいと願います。

・

・

・

・

・

　初めまして。4 月から賀川記念館の仲間に加えさせていただ
きました藤井です。
　現在は障がい児の小中高生と放課後の時間帯に一緒に過ごす
預かりクラスと、また外国にルーツのある子どもたちの学習支
援に携わっています。毎日とても楽しく子どもたちと過ごして
います。
　子どもたちとの関わりの中で自分自身も一緒に成長できるよ
うに楽しみながら真剣に向き合っていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い致します。
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　2016 年 3 月 20 日から 5 月 22 日まで 2ヶ月間賀川記念館 4

階展示場で行いました。先天性脳性麻痺の障がいが進んでいく

中でも、未来を見つめ努力している深田氏の行き方を多くの人

に知ってもらいたいとの思いで開催しました。この主旨に兵庫

県、神戸市、各新聞社、各種協同組合など多くの組織が賛同し

ご後援いただきました。おかげさまで入場者数が 368 名と予想

を上回る数字になりました。会場内に芳名帳を備え、来場者に

感想を記入いただきました。32 ページにわたり記入があり、そ

の内容は「感激した」「力をいただいた」「私も頑張る」など、

ほとんどの来場者に感動と勇気をもって帰っていただけた展示

会でした。

　素晴らしい展示会を開催できたことに感謝申し上げます。

　1940 年リトアニア日本領事館領事代理であった杉原千畝が

約 6000 人のユダヤ人に日本行きのビザを発給し、彼らの命を

助けた話はよく知られています。しかしビザを発給してもらっ

たユダヤ人たちはリトアニアからどのようにして日本に行けた

のでしょうか。どのようにしてウラジオストックにたどり着い

たのでしょう、どのようにしてそこから日本の敦賀に着いたの

でしょうか。彼らが敦賀に上陸した時に「天国に来た」と叫び、

涙を流したと言われています。

特別展 
頭筆家 深田 隆の世界『神がくれたもの』

　このようなことができたのは、陰で千畝の決断を支えた影の

努力があったからであります。その時の日本人の行動を詳細に

調査し、助かったユダヤ人のその後の消息を追跡している進行

形のお話を、写真を含め丁寧にお話しいただきました。実に日

本人の誇りとする行動の裏付けを地道にされている北出 明氏

の活動に拍手をいたしました。日本の誇れる歴史の真実を知る

ことができた素晴らしい 1日でした。

　賀川豊彦召天56周年記念集会が2016年4月23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。

　記念講演会には53名の方にご参加いただき、召天56周年を記

念して伴武澄さん（国際平和協会会長）より、『経済危機に再

び賀川を考える』というテーマでお話をいただきました。

　講演会の後、有志15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。

「総合研究所プログラム」

3月 5日 放射能に追われたカナリア
～東日本大震災と障がい者の避難～

　NPO 法人ケアステーションゆうとぴあ（居宅介護事業所）
理事長 鈴木絹江さんと理事の鈴木匡さんをお招きし、「逃げ遅
れる人々 東日本要支援者の避難と課題」のDVDを鑑賞した後、
講演をしていただきました。
　東日本大震災で障がいを持った人々の避難の状況で様々な課
題があったこと、また、現在も福島の子どもたちに普通よりも
はるかに多い甲状腺ガンやその疑いのある子どもがいることな
ど、忘れがちになる被災地の状況を考える機会になりました。
　障がいを持つ人は、社会の成熟度を測るカナリアです、人が
人として、大切にされて避難できる、尊厳ある避難がなされる
社会になることが大切です、と述べられ、多くのことを考えさ
せられる講演会でした。

日本キリスト教社会福祉学会開催
日本キリスト教社会福祉学会第 57回大会
「私たちにとって平和とは何か－キリスト教社会福祉の使命－」
日時：2016 年 6月 24日（金）～ 25日（土）
場所：関西学院大学 関西学院会館

　日本キリスト教社会福祉学会は、社会福祉学者で日本の科学
的・専門的ケースワーク理論の確立に貢献された竹内愛二先生
を初代会長に 1960 年に創立し、その時代にあって、社会的責
任を担ってきた学会です。学会の設立趣意書にも謳われている
「基督者の社会的責任」と「基督教倫理と社会科学」の関係は
現代社会においても大きな課題となっています。現在はイエス
団本部に事務局を置いています。
　この度、この学会の基本事業の一つである第 57回大会が、「私
たちにとって平和とは何か－キリスト教社会福祉の使命－」を
テーマとして、関西学院大学にておよそ 30 年ぶりに開催され
ました。
　今回の開催での大きな意義は、関西学院大学人間福祉学部（室
田保夫学部長）と神学部（土井健司学部長）の全面的なご協力
のもと行われたことと、韓国キリスト教社会福祉学会会長のダ

盛況の内に終了 !!

ニエル・リー先生をお招きできたことだと思います。
　ダニエル・リー先生は「平和」について「単に戦争がなく世
の中が穏やかな状態を消極的に表すだけでなく、社会（的）正
義に基づき平等で公平な社会的調和を保つという積極的な意味
内容をもっている概念である。（中略）社会福祉関係者にとっ
ても、平和は能動的な意味を持っており、福祉国家の基盤であ
る平和を脅かすものと闘い、安定した社会秩序の実現と平等で
公正な社会的調和をめざして、さまざまな取り組みをすること
が、社会福祉で働く者の責務とされている。」と語られました。
　関西学院大学神学部中道基夫教授は「もともと、キリスト教
の宣教において一つであった教会・教育・福祉が、特に第 2 次
大戦後、宣教理解の変化、また教育部門・福祉部門の専門化、
社会制度化によって、その宣教論的連関性が崩壊してきました。
そのことによって、それぞれが独自の強みや独立性を形成しな
がらも、本質的に持っていた使命や存在意義が見失われつつあ
る。」と話され、その変遷を概観させていただきながら思うこ
とは、今、キリスト教に関わる団体が現代的な課題の中で見失
いつつある使命や存在意義をどのように取り戻し、実践してい
けるのか、もがき模索しているのだと感じます。
　「自死」に関するレポート（カリタスジャパン喜代永文子氏）、
児童養護施設からの「暴力と人権侵害」（大阪水上隣保館延原
正海氏）、「福島の放射能被害」の報告（東北ヘルプ川上直哉氏）
などはキリスト教社会福祉実践を裏付ける発題だった思います。
　学会の最終日は、賀川記念館の西義人参事がパネリストの一
人として参加され、「キリスト者と社会」をテーマに賀川豊彦
と社会について、賀川の社会運動の視点から話をされました。
　その後、学会のワークショップとして賀川記念館と防災未来
センター見学のツアーが組まれ、西参事がパネルディスカッ
ションで話された内容をさらに記念館で深められました。防災
未来センターでは語り部の当時の体験談と迫力ある映像と展示
に圧倒され当時を追想することができました。

熊本地震支援のお振り込みは・・
郵便振替口座：01140-8-75472　社会福祉法人イエス団
＊通信欄に、「熊本地震支援」と記入してください。
＊振込手数料は各自ご負担ください。
＊領収書は、振込控えをもって替えさせていただきます。

熊本および大分の地震被災地への

祈りをささぐ6月18日 杉原千畝を陰で支えた日本人たち

　去る4月14日夜9時26分、および16日の未明午前1時26分に震
度7を観測する大地震が熊本を襲い、大分ヘ広がりながら、その
後も震度6や5強、5弱規模の地震が継続的に起こりました。何
度も襲いかかる余震によって、被災されている方々の被害は深
刻でした。心情的にも疲労困憊していたはずです。
　4月末、社会福祉法人・学校法人イエス団事務局の熊本地震救
援対策本部より、常務理事、事務局長、そして、関係職員が派
遣されましたが、その3名と共に、救援対策会議のメンバーとし
て熊本を訪問しました。訪問した時点では、高速道路は、直接
熊本市内には入ることができませんでしたので、地道を迂回し
て市内に入りました。町の中では、あちこちにブルーシートが
目立ち、マンションの一階が崩れていたりと被害の一端を垣間
みました。
　わたしたちは、日本福音ルーテル教会健軍ルーテル教会(熊本
市東区)を拠点として、被災する関係施設や教会などを訪ねまし
た。健軍ルーテル教会自体も被災しながら、地域の方々の避難
所となっていました。水道やガスは私たちが到着した日の前日
にやっと復旧したとのことでした。
　ルーテル教会の関係施設にも住民が避難しており、「避難
所」として認定されていましたが、阿蘇山の方面に近づくにつ
れて被害も深刻になってきました。テレビでも報道されている
益城町の総合体育館にも足を運びましたが、避難者と救助者の
体制がまだまだ充分ではなく、困難な日常生活を送っておられ
たことが印象に残っています。その後、さらに阿蘇山寄りの西
原村にあるNPO法人たんぽぽハウスを訪問しました。障がい者
の作業所となっている施設ですが、作業などは停止されており、
職員は被災者の世話に当ったり、帰宅することもなく事務所で
寝泊まりしたりしているとのことでした。この他にも教会や施
設を訪問しましたが、6月初旬の時点では、NPO法人たんぽぽ
ハウスに、イエス団京都ブロックから職員が派遣されています。
そこで、本来の障がい者のための働きをしながら、被災地支援
も手伝います。
　イエス団本部では、「熊本地震支援」の募金を開始しました。
賀川記念館も加わって館内に募金箱を設置して募金活動を始め
ています。直接来館できない方々は、どうか、「熊本支援」と
明記して送金してくださると大変嬉しく思います。
　なお、隣保カフェ事業の「天国屋カフェ」でも熊本・大分の
地震を心にとめて、「祈りをカタチに」折り鶴をおることで、
祈りをささげ、また、募金をお願いしています。詳しくは、
「天国屋カフェ」の報告をご覧ください。
　まだまだ復興の道は長いかもしれませんが、賀川豊彦が関東
大震災で支援活動を機敏に行ったことに倣い、また、阪神淡路
大震災を経験した当事者として、多くの共感と経験をもって、
支援の環を広げることが望まれます。

（神戸イエス団教会牧師 上内鏡子）
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5月20日　ニチレクボール（室内ペタンク）
　5月はいつものような演奏などの出演がなく、「体験ニチレ
クボールコーナー」を設けてみました。いろいろな世代や国の
方の参加者があり、ルール説明のあとゲームを楽しみました。
中には帰りたくないという子ども達も‥

（ニチレクボールの起源は紀元前と推定され、長い間ヨーロッ
パの人々に親しまれてきました。「ペタンク」は 20世紀始めに
フランスで誰でもが出来るようなルールが定められました。氷
上の「カーリング」芝生での「ローンボウル」もほぼ同じルー
ルです。）

ナイトカフェ（3月～6月）天国屋
3月18日　JAZZ Quartette JA22
　大学時代のJAZZ研究会の仲間で演奏させていただきました。
人前での演奏はメンバー全員久しぶりだったため、本番までの
約３ヶ月はドキドキの毎日でした。当日は緊張したものの、多
くのお客様に和やかな雰囲気と温かい拍手で迎えていただき、
私たち自身も楽しんで演奏することができました。演奏後にい
ただいた天国屋カフェの料理もとっても美味しかったです。関
係者の皆さま、このような機会を与えていただきありがとうご
ざいました。（演奏者より）

6月17日　竹中 真　Jazz Live
　毎年好評の「竹中 真  JazzLive」。今年も 60人を超える方々
が来てくださりました。竹中氏と聴衆の息も年々合わさって来
て、お互いに「そのココロ」を掴んで来たのでしょうか。ライ
ブが本当に一体となって楽しんでいるように思われます。
　竹中氏も聴衆の好きな曲を心得ておられるし、聴衆側はリク
エストさえ飛び出るという風でした。
　そして、聴衆は、大満足で帰って行きました。「CDを買って、
車で聞き続けている」と言う人や、竹中氏から飛び出す「おや
じギャグ !?」にニヤリとする人など、皆さんそれぞれの楽しみ
方があります。
　コンサートって、一体となって、どんどん成長し、一つの生
き物みたいになっていくのだなあと、感じた今回のジャズライ
ブでした。これも、毎年開催しているからこそ気付くことです。
　来年の 6月もまたお願いしています。みなさん、ぜひご予定
に入れておいてください！

4月15日　ビクトリア・ロングさんのピアノ演奏
　4月は、ビクトリア・ロングさんのすばらしいピアノの生演
奏に、皆が癒されました。

09月 16 日 (fri) フォークソンググループ TOMOYO
10 月 21 日 (fri) Romantic Sakuma Quartette
11 月 18 日 (fri) アジア学院
12 月 02 日 (fri) クリスマスイベント
2017 年
01 月 20 日 (fri) フルート＆ピアノ演奏　ぱすてる
02月 10 日 (fri) ハープ演奏  ANGELUS
03 月 10 日 (fri) 地域福祉Network 活動紹介 ( 予定 )

天国屋ナイトカフェ 年間スケジュール

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。

賛助（団体）：
日本基督教団尼崎教会　公益財団法人賀川事業団雲柱社　
乳児院ガーデンエル　児童養護施設ガーデンロイ　
社会福祉法人神戸YMCA福祉会　日本基督教団神戸雲内教会　
株式会社チャイルド社神戸営業所　市民生活協同組合ならコープ
日本食研ホールディングス株式会社　のぞみ保育園　
明治学院同窓会兵庫県支部

賛助（個人）
逢見直人　赤本公孝　秋田喜代子　綾目広治　池上千賀子　
池本正人　石井里奈　石田規矩子   石場紘彦   石端利臣   石若義雄
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　宇治加奈子　牛田清博　占部雅史
衛藤静香　遠藤法子　太田明　大塚善彦　岡田勇　岡田誠一　
岡田三枝子　岡安茂祐　奥村達郎　小澤幸次郎　加藤壽宏　
金子実咲　上内鏡子　加山久夫　川井ふみ子　河内明　川﨑圭子
河谷里美　河谷保　川端俊之　河原克美　紀伊茂　北川太一　
木下涼香　久保惠三郎　久保恭子　倉澤条太　黒田絢　小西桂子
児島若菜　児島隆介　小宮山盛昭　是澤久美子　近藤佳子　
斎藤綾　桜井利枝　桜谷昌代　佐々木正夫　佐原尚子　志方京三
重元勝　師玉健男　品田充儀　篠田有記　島津陽子　清水里美　
下地徹　庄田公哉　新谷一郎　新野三四子　須貝強　杉野高司　
杉本知佐　杉山博昭　鈴木慶三郎   髙阪邦子   武井博子   竹之内唯

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。
2016 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 　　　533,000 円
　　　　　　　　寄付金     　   945,868 円
 真愛ホーム・神戸イエス団教会    　　   13,000 円
　　　　　　　　総合計        1,491,868 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。

田中供子　田辺健二　谷田志津代   谷脇清助   近松文子   張さつき
常峰明希　坪田恵美子　出口健治  手塚葉子  寺沢京子  土井哲也
年清彰雄　冨岡恭子　鳥飼慶陽　中井福美　永井美香　中尾和人
中﨑和代　中塚敦子　中西美喜子  中野素子  中村義寿　中村澄江
中山尚幸　名越信次　滑川静夫　滑川敏子　南波陽子　西内芳子
西海弘子   西岡栄子   西垣光代   西村かほる　西保昇　能見あすみ
野村武夫　長谷川勝義　畑雅洋　林久利　原利治　久積育郎　
平井孝子　平井真未　平木是　平林喜博　広崎仁一　廣田重行　
福井香代子　冨士本利子　星野隆　本城智子　前田雅彦　牧田稔
松永美明　三田恵美子　道上康彦   光田豊茂  光田恵子   港川陽子
三好長栄　村岡敏子　村山盛嗣　森文子　森田弘子　森畑哲洋　
安井功　安岡則武　矢田部佳子　矢野幸治  山口あい子  山口則子
山口政紀　山口洋子　山崎主知子　山下佳与子　山下洋美　
山城尚子　山本有希子　湯元睦美　吉澤惠次   吉田有二  米田成己
李善惠　渡辺明子　渡部美津江　匿名 2件

寄付金（団体）：
JEC 連合福祉共済組合　One Village One Earth　
青谷４丁目町内会　ウェスレー・ファウンデーション　
神戸イエス団教会　神戸ユニオン教会　（社）親隣館保育園　
全阪急労働組合協議会　全労済青森県本部　
全労済中日本事業本部　西宮ワイズメンズクラブ・メネット　
フェニックス神戸ゾンタクラブ　本田労組栃木研究所　
三重県農業協同組合　明治学院同窓会兵庫県支部

寄付金（個人）：
CarolSack　赤本公孝　岡崎寿子　上内鏡子　紀伊茂　近藤孝子
桜井利枝　杉本信子　都倉康之　二河照子　西義人　西原雄次郎
野瀬千津子　平井克也　深田隆　山崎妙子　山本常雄　匿名 2件

真愛ホーム・神戸イエス団教会寄付（個人）：
　竹谷俊彦　出口健治　藤田有美子　山田達造　横山昌彦

2016 年 3月 1日～ 2015 年 6月 30 日現在（敬称略 順不同）

今回から鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (3)が3回シリーズでスタートします。その第1回は、三浦清一
牧師についてです。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。

第１回　三浦　清一（1895～ 1962）
KAGAWA GALAXY (3)鳥飼慶陽の

とり　　がい　　けい　 よう

　以前、藤坂信子さんの労作『羊の闘
い―三浦清一牧師とその時代』（熊日
出版、2005年）が話題を呼びました。
日米混血の牧師と石川啄木の妹・光子
の激動の時代を生き抜いた貴重な記録
です。
　三浦は明治28年熊本県に生まれ、20
歳で受洗、大正10年26歳の時、はじめ
て神戸新川を訪ねて以来、賀川との交
流は続き、昭和16年12月、三浦は治安

維持法違反の疑いで逮捕され、半年余り獄中にあり、その後、
昭和17年12月、家族を伴って上京し、賀川の元に身を寄せます。
　同書に依れば、「昭和19年11月、東京に戒厳令が敷かれると
いうので、ブラックリストに載せられていた清一を賀川がきづ
かって、関西へ逃げろと勧めた。そこで家族を東京に残し、ひ
とまず単身で、賀川が神戸に持っていた免囚保護施設の愛隣館
へと向った。免囚保護施設とは、窃盗をした少女や空き巣ねら
いの常習犯などの非行少女を預かっている施設である。清一は
愛隣館の館長に就任した、光子は東京の家の整理をし、翌年の
３月10日、東京大空襲のなかをリュックを背負って関西へたっ
た。」（212頁）といいます。光子は、寸断された列車を乗り
継いで神戸にたどり着いたのが、４月13日で、啄木の命日でし
た。
　ところで、賀川の武内勝に宛てた書簡のうちで、三浦一家が
「神戸愛隣館」に就任することに触れたものが２通残されてい
ることは「賀川豊彦のお宝発見」（記念館HP）に記しました
が、神戸愛隣館は明治31年、篤志家・村松浅四郎が生田区
（現・中央区）内に設立した「出獄者更正施設」がはじまりで、
明治39年、兵庫区楠谷町に木造２階建ての建物が新築されまし

た。村松は昭和９年に賀川豊彦に事業の継承を頼み、賀川か
らさらに三浦夫妻に託され、戦後は児童福祉法に基づく養護
施設として再出発しました。
　三浦は戦後、灘購買組合文化部の聖書研究会のメンバーを
中心に日本基督教団「観音林伝道所」（現・東神戸教会）を
設立して牧師に就任。昭和26年には兵庫県会議員に当選して
２期つとめ、昭和37年に67歳で没し、光子がそのあとを継ぎ、
夫を看取った後、愛隣館にこもり『兄啄木の思い出』（理論
社、昭和40年）を書き上げ、３年後に生涯をとじ、「神戸愛
隣館」も光子の死後数年で閉鎖されました。（「朝日新聞」
1996年１月７日付木村勲氏「風景ゆめうつつ̶石川啄木と妹・
光子」の記事など参照）
　1960年4月29日の賀川の葬儀（青山学院大学）に於いて述べ
た三浦の「賀川豊彦略歴」と6月6日の神戸栄光教会における
講演「賀川豊彦とその事業」は『神はわが牧者―賀川豊彦の
生涯と其の事業』（田中芳三編）に収められました。賀川記
念館の設立にも尽力しながら完成を見届けることなくその生
涯を終えました。
　三浦は、「日本詩壇」「基督教詩歌」「草苑」同人、著書
に『エペソ書の精神』（未見））、『私的宗教生活の瞑想』
（日本聖徒アンデレ同胞会、昭和13年）、『愛の村―沖縄救
癩秘史』（鄰友社、昭和18年）のほか、最晩年61歳で処女詩
集『ただ一人立つ人間』（的場書房、1956年）を出版、続い
て翌年最期の好著となった『世界は愛に餓えている―賀川豊
彦の詩と思想』を同書房より刊行しています。なお、『発車
―基督者詩歌集』（キリスト新聞社、昭和30年）には五つの
詩を収め、左上の顔写真は同書のものです。なお現在、賀川
記念館には、三浦が生前まとめ上げた『賀川豊彦随筆集』の
貴重な生原稿が残されています。
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賀川記念館の新しいスタッフ、

藤井 航 （ふじい わたる）です。

　今年度のひまわり学級は、地域の小学校の 1年～3年生の子ども達、
31名が元気に通っています。
　学校のある平日は放課後から夕方まで、宿題、おやつ、また、それ
ぞれが自由に保育室や友愛幼児園と共用の園庭で過ごしています。ま
た、土曜日、夏休みなどでは、できるだけ園外に出て公園、児童館や遠足、
工場見学などに出かけています。
　今回は、参観日の代休日 5 月 2 日（月）に（株）トリドール 丸亀
製麺三宮店において社会貢献活動「働くママの応援活動」のうどん作
り体験の招待をいただきました。
　とっても面白く、教え上手な麺匠さんの指導の元、4 人のグループ
に分かれて、小麦粉から麺を打ち、足で踏み、麺を切る作業をワイワ
イと楽しく体験させてもらいました。出来上がった釜揚げうどんは、
不揃いなうどんもありながら、自分達で打ったうどんと、なんと食べ
放題の天ぷらをおいしくいただきました。
　帰ってからも「～グループのうどんが太かった！」「天ぷらを 5 個
食べてお腹が苦しい～！」など楽しそうに話しが盛り上がっていました。

（学童保育）

　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会議」と多くのボランティア方々
の協力のもと、また「キリン福祉財団」「神戸ユニオン教会」「神戸市
社会福祉協議会善意銀行」の助成・協力を受けて活動を行うことが
できました。
　2015 年度 ＊金曜  48 回  ＊火曜  1 名  41 回  ＊プレスクール 10回
1、参加者と支援者の増加
　参加児童は、1年目の子ども2人と保護者1人から、2年目5人と増え、
3 年目は、新しく日本に来た 5 人、日本生まれで、言葉が身について
ない 2 人と一気に増え年度末には 15 人になりました。支援者は、当
初の 4 人から少しずつ増え、中国人留学生の方 2 人の卒業がありま
したが、新たに 4 人増え、4 年目を迎える呂さんがコーデイネーター
役も手伝ってくださり、中央小学校にもボランティアに行かれるよ
うになりました。また、社協からの紹介の方が短期ですが、数人来
てくださいました。年度末にはボランティア 12人と職員 1人でした。
2、活動の広がり
　毎週金曜日の学習支援、夏休みには、宿題の消化と学習習慣を絶
やさないために、ということで、4回集中講座をしました。工作や絵、
絵日記や観察日記などに取り組みました。
　また、6 月には市教委主催の交流会で担任等との話し合いをして、
情報を交換しました。また、週 1回個別支援を増やした人については、
別に担任との懇談を行い、「はいず」での学習の様子や成長の様子と、
学級での配慮について話し合いもしました。
　来日間もない子どもたちの駆け込む場として、幼稚園児に対応し
たり、中学生でまだ学校に行ってない人、高校に行ってない人たち
の日本語指導を、3時から 1時間だけ始めました。
3、成果
　子どもたちは、日本の学校にも慣れ、学習の内容が理解できるよ
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。
来日間もない子どもたちは、「子どもの日本語」という教材など使い、
日本語を理解するように進めています。
　中国人留学生の方々には、算数の用語の理解に力を入れ、予習も

外国にルーツを持つ子 どもの学習教室「はいず」 （４年目を迎えた「はいず」の報告）

「ひまわり学級」

進めて、学校での授業についていけるように、と指導していただき
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
にとっては、リラックスできる居場所となりました。丁寧に学習し、
社会などの教科も取り組み始めています。プレスクールから来た幼
稚園児の 3人も日本語でも指導ができるようになりました。
　算数が苦手な子どもたちも、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。夏休みの読書感想文の取
組みから本を読むのが好きになり、今は伝記を楽しむ子どももいます。
　高学年になり、日本語が困らなくなると、修了する子どもたちも
います。生活面の日本語はあまり困らないので、学習言語の学習や
社会科学習から、辞書の使い方、学習の仕方や習慣づくりが必要な
子どもたちもいます。
　イスラム圏、中国人などの中で、また同じ学校の中で、外国人保
護者同士が、「はいず」を紹介したり、連れてきてくれたりするよう
になりました。幼稚園や学校からも、問い合わせがあり、紹介され
るようになってきました。
4、課題
　人数が増え、ホールを中心に借りられるようになり助かっています。
しかし、教材や辞典、読み物の本などの置き場を考えると、やや手
狭になってきました。
　参加児童が増えてくると、支援の方が足りなくなります。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、授業とア
ルバイト、就職活動と忙しい中で協力いただき、お二人が卒業され
ましたが、新しい仲間を紹介していただきました。また、社会福祉
協議会から紹介のボランティアの方々が短期ですが、来ていただき
助かっています。恒常的に、ボランティア募集の方法など工夫が必
要です。
　教科書の変更に伴い問題集やドリルも購入する必要があります。
文具など消耗品も必要です。また、社協の紹介もあり、交通費を支
払うことになるので、このような経費も含め運営のための費用確保
も必要です。

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。シリーズ「賀川記念館のボランティア」第 5 回は、2014 年
9月からボランティアとして関わってくれています東谷さんにインタビューに答えていただきました。

賀川記念館でボランティアをすることになったきっかけは何で
すか？
特定非営利活動法人中央むつみ会が運営しているケーキ屋さん
にケーキを買いにいった時、賀川記念館のチラシを見ました。
「天国屋カフェ」の新聞記事でした。賀川豊彦という名前は知っ
ていましたが、どういう人か全く知りませんでした。賀川記念
館も全く知りませんでした。
今、賀川記念館でどんな仕事をしていますか？
天国屋カフェも少し手伝っていますが、基本的には賀川記念館
のミュージアムの業務をやっています。パソコンを使って記録
の打ち込みとか、研究室のこととか、いろいろやっています。
天国屋カフェでは、開店準備でテーブルを布巾で拭いたり、庭
の水やり、あとナイトカフェで受付を基本的に担当しています。
ボランティアをして楽しかったことは？
人脈が増えたことですね。神戸イエス団教会のクラウディア宣
教師や上内牧師に相談しました。相当落ち込んでいるときだっ
たので、賀川記念館と出会えてよかったです。
賀川豊彦は知っていましたか？
名前だけ知っていました。でもどういう人かまでは知りません
でした。今は良く知っています。賀川豊彦牧師の影響でキリス
ト教と神学、英語に興味を持ちました。

ボランティアでこれからの希望は何かありますか？
ミュージアムの受付や案内とかもやってみたいと思っています。
あと、研究室の仕事もしてみたいです。ドイツ語は勉強してい
るので、外国語の翻訳もやってみたいです。英語、ドイツ語中
心に。
　ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

「天国屋カフェ・賀川記念館」 東谷 昌幸さん

　4月14日および16日相次いで起きた熊本の大地
震。わたしたちのカフェでは、「できることをや
ろう！」と、祈りを折り鶴のカタチにして捧げる
プログラムを始めました。そして、一緒に献金も
募っています。
　一人ひとり、祈りを折り鶴に書き込んで、その
折り鶴を捧げることで、熊本や大分の被災者を覚
えることができます。カフェのお客さんたちも思
いを一つにしてくれた。そして、カフェでボラン
ティアとして奉仕してくださる方々も！
　この企画は、6月一杯行いました。

天国屋カフェ

　5月25日の水曜祈祷会で「～祈りと癒しのたて琴～　リラ・
プレカリアの音色にのせて」が開催されました。
　このプログラムは、死生学が基盤となっています。米国福音
ルーテル宣教団の宣教師キャロル・サックさんは、これまで病
院や施設で臨床実践を続けて来られ、多くの魂に伴い、励まし
続けています。また、奏者を養成してこられました。たて琴を
奏でることは、人間の命と神の霊をつなぐ働きをもつのではな
いでしょうか。死と生の両面をもつわたしたちが、たて琴の音
色に心や体をゆだねることによって、癒しや平安が与えられ、
計り知れない力を得ます。神の力へとわたしたちを導く役割を
このたて琴は果たしてくれます。
　今年は、キャロルさんと共に、研修生だった早野潤子さんも
参加して、二人で祈りと癒しの時を導いてくれました。参加者
は、枕やクッションを持参し、会場であるチャペルに座り、横
になって、癒しの時間を過ごされました。
　学生のひとりは、死生学を学ぶ立場から参加されました。

神戸イエス団教会
～祈りと癒しのたて琴～ リラ・プレカリアの音色にのせて

また、ある女性は人生の岐路に立つ中で癒しを求めて参加さ
れ、またある方は、亡くなった友人への祈りを捧げる時を過
ごされました。そして、参加者の多くは、日常生活の重荷を
しばしおろし、癒しのときを満喫したはずです。また来年も
開催したいと願います。

・

・

・

・

・

　初めまして。4 月から賀川記念館の仲間に加えさせていただ
きました藤井です。
　現在は障がい児の小中高生と放課後の時間帯に一緒に過ごす
預かりクラスと、また外国にルーツのある子どもたちの学習支
援に携わっています。毎日とても楽しく子どもたちと過ごして
います。
　子どもたちとの関わりの中で自分自身も一緒に成長できるよ
うに楽しみながら真剣に向き合っていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い致します。
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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 50 回を数えます。今回も東北地方の震災支援として岩
手県宮古市の障がい者施設で作られた製品の販売、のみの市、
食べ物、飲み物コーナー、また恒例の楽しいステージ、子ども
たちのためのゲームコーナーなど、盛りだくさんの内容です。
どうぞお越しください。

　　　11月6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。

今年もやります !　賀川記念館フェスティバル（バザー）!!

昨年度のフェスティバル（バザー） のみの市の様子

友愛幼児園のこと
　　賀川記念館の 2、3階で、友愛幼児園（認可保育園）

を運営しています。その開園は 1935 年で、賀川記念

館設立の 28 年前になります。友愛幼児園と共に賀川

記念館の歴史があります。

　ボランティア 105 号（2014 年 7 月発行）で、友愛

幼児園の歴史を書きました。先人の“ 思い ”を持って

設立された善隣幼稚園を賀川豊彦がその思いを引き継

ぎ、保育を行ってきました。この場所で 81 年間、保

育を継続してきた歴史は、この地域にさまざまな影響

を与えてきたのだろうと思います。地域の皆さんに「ゆ

うあいさん」と呼ばれ、お父さん、お母さん（おじちゃ

ん、おばあちゃんまで）が卒園児で、「ゆうあいに入

れたい」と言ってくれる皆さんが、今の友愛幼児園を

支えてくれています。

　友愛幼児園という“ 保育園 ”で仕事をしていると、

いろいろなことが見えてきます。現代は、子どもたち

や家庭を取り巻く環境が変化し、子育てしにくい状況

があるかもしれません。保育園が地域の“子育て支援”

の拠点として働きを強めていかなければならない時代

です。保育園の役割は大きく、その責任を痛感してい

ますし、子どもたちにとって大切な時期に、大切な仕

事をしているやりがいも感じています。

　友愛幼児園から生まれたのが、学童保育“ひまわり”

です。1964 年に始まりました（神戸市第 1 号）。園児

が卒園し、小学校に行っても当然保護者のお仕事は続

くわけで、当たり前のニーズの中から生まれました。

その後、学童保育に障がいのある子どもたちが入って

来たのも、同じ理由です。保護者が仕事で保育が必要

な子どもは、小学校に行っても、養護学校に通ってい

ても同じです。友愛幼児園のそんな状況を賀川記念館

が引き取り、事業を行ってきました。その時々のニー

ズに答えて、制度がある・なしに関わらず、仕事をし

てきた賀川記念館の歴史があります。

　賀川豊彦が 1909 年に仕事を開始した時に、今のよ

うな社会保障に関する法律や制度はありませんでし

た。賀川は、目の前で苦しむ人たちに何ができるかを

考え、やれることは何でもやってきたのだろうと思い

ます。当時、賀川が発行していた“ 救霊団報 ”という

年報には、さまざまな仕事の報告がなされています。

その中には必ず子どもに対するプログラムがありまし

た。賀川が子どものことを大切に考えてきたことが窺

えますし、善隣幼稚園を引き継いで、友愛幼児園を設

立した時も同じ思いを持ってのことだろうと思いま

す。保育園という社会福祉事業を通して、地域のさま

ざまな課題やニーズを捉え、そこから制度にない仕事

を、賀川記念館で事業化してきたということは、それ

だけ保育園という仕事が、子どもたちのことを含め、

地域を見渡せる仕事であったということです。今さら

ながら、その重要性に気づきます。そういう意味で友

愛幼児園と賀川記念館のタッグは、いい循環で回って

きました。そしてこれからも、ここから始まるニーズ

や課題に気づき、先人の“ 思い ”を引き継き、地域福

祉の業を進めていきたいと考えています。

賀川記念館館長・友愛幼児園園長　馬場一郎

写真：善隣幼稚園の新建物（明治42年）

しょう  ほ　   とも    こ やま  ぐち　   さと    こ

こどもの生きる力
～虐待と貧困は子どもの権利の否定～

講師 荘保 共子さん 「特定非営利活動法人 こどもの里」理事長

8月20日（土）14:00 - 16:00

現代社会とキリスト教～“性”とキリスト教～

～初めて出会う、素敵なアダムとエヴァと卒楽園～
講師 山口 里子さん日本フェミニスト神学・宣教センター共同ディレクター

9月17日（土）14:00 - 16:00

2016年
 3月
4（金）　青谷コープ委員会（講演・見学）　ならコープ（講演・見学）
5（土）　吹田市人権啓発推進協議会（講演・見学）
6（日）　摂津を歩く会（見学・説明）
18（金）　ナイトカフェ（JAZZ Quartette JA22）
20（日）　深田隆特別展開始 
23（水）　コープ中山台（講演・見学）　
 姫路北コープ委員会（講演・見学）
29（火）　大韓イエス教長老会（見学・説明）
31（木）　韓国グループ（見学）

 4 月     
4（月）　関西学院大学商学部（出張講演）
5（火）　ガーデンエルロイ（出張講演）
13（水） コア 100 賀川例会
15（金） ナイトカフェ（ビクトリア・ロング）
16（土） 日本イエスキリスト教団名谷教会（講演・見学）
19（火） 全労済中日本事業本部（講演・見学）
21（木） JEC連合福祉共済会（講演・見学）
22（金） 宮城労災共済（講演・見学）
23（土） 賀川豊彦召天 56 周年記念集会
25（月） 宮城労災共済（講演・見学）

 5 月     
8（日） 本田労組栃木研究所（講演・見学）　日本YWCA
14（土） 全矢崎労働組合榛原支部（講演・見学）
　　　　   関学神学部研修（講演・見学）

16（月） 台湾基督長老教会（見学・説明）
18（水） 和歌山県生協連（講演・見学）
20（金） 頌栄短期大学（講演・見学） ナイトカフェ（ニチレクボール）
21（土） 兵庫大学（講演・見学・賀川ウォーク）
　　　   　キッコーマン労働組合（講演・見学・映画）
22（日） 深田隆特別展終了
24（火） 韓国グループ（見学）　兵庫県水産振興基金（出張講演）

 6 月     
4（土） 関西学院大学山本ゼミ（見学・説明）
9（木） コア 100 グループへのデモ講義
10（金）　パルシステム群馬（講演・説明）
11（土） 京滋大学生協連合会（講演・見学）　大阪純福音教会（見学）
12（日） 長田真陽地区民生委員児童委員協議会（講演・見学）
17（金） ナイトカフェ（竹中 真ジャズライブ）
18（土） 仏教大学社会福祉の会（講演・見学）　講演会（北出明氏）
19（日） JEC連合（講演・見学）
25（土） キリスト教社会福祉学会（講演・見学）
26（日）　宮城生協（講演・見学）
30（木） 六甲医療生協（講演・見学）

　記念館ミュージアム入場者数
3 月　一般 105 名　団体  115 名　 行事　206 名　合計 426 名
4月　一般 204 名　団体 86 名　 行事　238 名　合計 528 名
5月　一般  151 名　団体  151 名　 行事　195 名　合計 497 名
6月　一般    34 名　団体  189 名　 行事    220 名　合計 443 名

総合研究所プログラムの予告総合研究所プログラムの予告

賀川記念館の歩み
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