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友愛幼児園
「友愛幼児園

学童保育 ひまわり学級

の移転」

1964 年から神戸市第 1 号として賀川記念館で始まった学童保育「ひまわり学級」
が 2017 年 4 月 1 日より生涯学習センターコミスタこうべに移転することになりま
した。
場所はコミスタこうべの 2 階、本館北側の部屋になり、広さも今の部屋より広く
なります。次年度からは、高学年の受け入れも可能になり、運動場も使用すること
ができます。これまで友愛幼児園の園庭で遊んでいましたが、
小学生には少し狭かっ
たのですが、移転後は広いグランドを使って思いっきり遊ぶことができます。もち
ろんドッチボールやバレーボール、サッカー等の球技もできるので、たくさん計画
していきたいと思っています。
現在、移転準備を始めています。新しい場所でとまどうこともあると思いますが、
あんなことをしよう、こんなことも出来るかなと計画が膨らんでいます。 新しい
環境で思いっきり体を動かして、楽しい子どもたちの居場所をつくっていきたいと
思います。

社会福祉法人・学校法人 イエス団

〜 福島の子どもたちと共に 〜

神戸イエス団教会
クリスマス礼拝 ＆ クリスマスイブ礼拝のご案内
クリスマスイブ 燭火賛美礼拝
12 月 24 日 ( 土 ) 16：00〜17：00
クリスマス礼拝、洗礼式、聖餐式、
＆祝会 12 月 25 日 ( 日 ) 10：30〜13：30
どなたでも、お越しください。
神戸イエス団教会は、ホームページと Facebook を開設しました。
ぜひごらんください。

http://core100.net/kjbc/

テナント募集のご案内

日本キリスト教団 神戸イエス団教会
tel 078 (251) 4870

物件種目：医療用貸店舗
最 寄 駅：阪神「春日野道」駅
賃貸条件：テナント D 271,950 円／月（税込）
敷金 賃料の 10 か月分
敷引 3 か月分
物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5-2-20
交

通：阪神「春日野道」駅徒歩 8 分
阪急「春日野道」駅徒歩 10 分

建 物 名：社会福祉法人イエス団「賀川記念館」
構造・規模：RC 造 5 階建
使用部分面積：D 区画：約 25.9 坪
築 年 月：2009 年 11 月
管理費等：D 区画 27,195 円
駐 車 場：店舗南側に来客用駐車場有り
備

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

年末年始のお知らせ
賀川記念館ミュージアムは、12 月 28 日（水）〜1 月 3 日（火）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 22 日（木）〜1 月 5 日（木）休業いたします。

天国屋ナイトカフェ
vol.
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1 月 20 日（金）17:30〜
発行日

2016 年 12 月 1 日

発行者

馬場一郎

発行所

賀川記念館

クリスマスは、この世に神の御子イエス・キリ
ストがお生まれになったことをお祝いする礼拝で
す。暗い世に灯された「光」と呼ばれ、民の大き
な喜びとたたえられながら、イエスの生誕は、決
して穏やかな人生の旅路の始まりとはいえません
でした。ベツレヘムへの旅の途中、馬小屋で生まれ、
その誕生はユダヤの王の不安をあおり、命の危険
にさらされて、大国エジプトへと逃げることにな
ります。その間、イエスの代わりに町中の幼子が
大量に虐殺されてしまったのです。こんな権力と
暴力の横行するユダヤの国で、お生まれになった
イエス・キリストを祝うことが、クリスマスです。
また、幼子イエスを抱えたヨセフとマリアは、い
つになれば、故郷へ戻れるか分からない逃避の旅
が続き、安全と平安を求めての険しい道のりだっ
たのです。
このクリスマスの季節が巡って来ると、福島第
一原発事故による放射能汚染とその影響の下で、
不安を抱えながら生きる子どもたちや親御さんを
思い起こします。彼らも、いつ終わるか分からな
い放射能の恐怖の中で厳しい道のりを辿っている
からです。母子で自主避難しながら、父親だけ仕
事で地元に留まるケースや、家族全員で自主非難
して自分の家を離れたりするケースもあります。
成長期の子どもを抱えた家族は、放射能の不安と
恐怖から逃れるために翻弄させられているのが現
状です。そうなると、放射能汚染の影響だけでなく、
生活基盤も不安定になりますので、親たちにとって、

子どもを育てることは大きなストレスになるのは
当然です。地元では、この不安やストレスを分か
ち合うことが出来ません。日本政府が「安全だ」
と断言している以上、放射能の問題に触れること
は暗黙のうちにタブー化されているのです。年々
放射能汚染の不安は、膨らむばかりです。放射能
の実態は不透明で、今後の影響は未知数です。
神戸イエス団教会は近隣の 12 教会と協力して、
2012 年より福島県の子どもや原発事故の影響のあ
る周辺地域の子どもたちを招いて、夏の保養プロ
グラムを実施してきました。目的は、子どもたち
が少しでも放射能フリーの大空の下で、元気一杯
遊んで、安全な食事をお腹いっぱい食べてもらう
ことです。子どもたちの日常は、外で遊ぶことを
制限されたり、鼻血や頭痛など体調不良を訴えた
りすることも少なくないので、子どもたちが満面
の笑顔で神戸の町を駆け回るのを見ると、短くて
も安全な場所で過ごすことはとても大事なことだ
と実感します。
当教会の初代牧師である賀川豊彦は、講演会や
随筆などを通して、原子力や原子力文明などにつ
いて触れています。広島や長崎の原爆の悲劇を経
験した日本が、原子力の未来をしっかりと見つめ
ていく責任があると感じていたのではないかと想
像します。
今年のクリスマスは、幼子イエスの誕生とその
数奇な人生を辿る旅路に、福島の子どもたちの人
生の旅路を重ねて、祈りをあわせたいものです。
（神戸イエス団教会牧師 上内鏡子）

〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627
社会福祉法人・学校法人 イエス団
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fax：078-221-0810

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

office@core100.net
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第50回 賀川記念館フェスティバル

ご協力 感謝です !!
ありがとうございました
11 月 6 日、第 50 回賀川記念館フェスティバル（バザー）を
楽しく、また事故なく終えることができました。晴れたり、曇っ
たりでしたが、例年通りすべてのコーナーを実施でき、たくさ
んの人に来ていただき、
にぎわいました。入場者も 700 名を数え、
多くのボランティアの皆様、地域の皆様に支えられて開催する
ことができました。
旧賀川記念館の時代、1965 年から始まったこのバザーは、
今年で 50 回を迎えました。この 50 回はみなさまのご支援、
ご協力に支えられて、この地域とともに歩んできた歴史でもあ
ります。またその開催の目的にも地域福祉事業への資金協力と
ともに、当初から「地域との交流」が掲げられていました。
「賀
川記念館フェスティバル実行委員会」でも、その歴史を踏まえ、
趣旨・目的をしっかり捉えて開催していくことが確認され、進
めてまいりました。
今年も趣旨にご賛同いただき、ご支援・ご協力をいただき、
本当にありがとうございました。フェスティバルで得た収益に
つきましては、その趣旨・目的に沿い、
「賀川記念館の働きの
ために」使わせていただきます。
今後ともご理解・ご支援いただきますように、どうぞよろし
くお願いしいたします。
※最終的な売り上げ、収益は以下の通りです。
感謝をもってご報告させていただきます。
収入計
925,320 円（寄付、賛助広告含む）
支出計
234,601 円
収益計
690,719 円
（震災支援で岩手県宮古市と熊本県西原村の障がい者施設で作
られた物品を販売しその売り上げ 40,090 円は、そのまま現地
の施設に送らせていただきます）
※収益金につきましては、今年度の目的に沿い
①さまざまな人の居場所づくりのために
②賀川記念館ミュージアム運営のために
③友愛幼児園保育教材購入のために
④東日本被災地支援のために
使わせていただきます。ありがとうございました。
社会福祉法人イエス団 賀川記念館
フェスティバル実行委員会委員長 祐村 明
館長 馬場一郎
賛助広告：
吾妻ときわ会 吾妻婦人会 新井組 イースター式典社
お食事処市川 市川歯科医院 伊藤荒物店 イナハラ
小倉商店 小﨑整骨院 大阪よどがわ市民生活協同組合
きむらクリニック コーヒーショップかたぐるま 理容九州
業務スーパー大安亭店 共栄火災海上保険株式会社
寿司清たつ 近畿労働金庫 高知理容 神戸キリスト教書店
神戸ハーバー歯科クリニック 悟空 コープエイシス
東雲診療所 嶋田商店 しゅん平 多い夢 武田商店
チャイルド社 チャイルド社神戸営業所 司商会
中央むつみ会 株式会社ディ・オー トータルロジシステム
虎屋宝飾 美容室どりーむ 鳥舟商店 中本商店 中野歯科
お菓子のながお 早川 ひかりのくに フォトショップ
ヒューマンバルーン プランニング シー ファイン
深澤鍼灸接骨科院 藤木工務店 富士ゼロックス兵庫株式会社
フレーベル館 ヘルシースペース サカタ まつもと
松石・後藤税理士事務所 味正堂 三木屋 味正堂
マリーンハート薬局 村田建設株式会社 メガネの一木
モリシタ精肉店 山倉精肉店 ゆりの根 山路歯科医院
吉野建設株式会社 菱三印刷株式会社
寄付金（団体）：
青谷愛児園職員一同・父母の会 民児協八雲地区
寄付金（個人）：
秋田喜代子 石場紘彦 飯岡聰 梅村貞造 近藤孝子
篠原幸子 田中寛 谷田志津代 辻秀治郎 南波陽子
西内芳子 西田登紀子 福井香代子 深山和江 森田弘子
山口あい子 祐村明 吉村毅 米田和代
寄贈品提供（団体）：
吾妻婦人会 神戸イエス団教会 教会学校 神戸栄光教会
多い夢 神戸ハーバー歯科クリニック 神戸ユニオン教会
生活協同組合コープこうべ コープ伊丹（元福祉サークル）
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中央小学校 PTA・保護者 株式会社ディ・オー
西宮ＹＭＣＡ 日本食研ホールディングス株式会社
橋本ガレージ 早川 兵庫日産自動車株式会社
寄贈品提供（個人）
：
阿部真理子 有田伊吹 石川勝子 市成侑聖 市成侑愛
石田朋子 伊藤直子 今井賀代子 伊豫本きよみ 臼井遼太
上垣紅 上垣糸 王昕瑤 王晨凱 太田陸斗 太田海斗
大田忠子 岡田礼人 岡本結愛 岡本廉士 小川直子
小口柊 小口葵 加藤鉄三郎 上内英子 上内鏡子
川東煌英 川森めぐみ 岸本朝子 九里イツ子 黒木麻菜実
ｸﾗｳﾃﾞｨｱ・ｼﾞｭﾉﾝ・山本 小城智子 小杉恭子 後藤あや
貞永慶子 佐藤悦子 下野晴生 須貝強 鈴木千秋
須谷美智子 関紀美子 高岸 髙橋幸子 谷紳一 竹谷俊彦
近松文子 坪田葉月 鄭恵怜 津呂俊宏 戸田 長島恵子
仲山英一 南波陽子 永原 ながしまよしこ 西義人
西内芳子 西村風胡 浜勲 林治輝 林秋月 林子藤
平野保 藤田翔平 藤森蒼真 藤森悠真 宮﨑操 宮谷清子
松尾あかり 松尾ひかり 宮崎耀一郎 宮崎愛弓 宮本雄子
森田六花 森下美代子 森田弘子 森本芙紗子 矢萩雅一郎
山口則子 山田雅子 横井幸雄 好崎志保 吉田淑子 吉本想
匿名 1 件
（敬称略 順不同）
十分確認しておりますが、誤りや記入もれが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。

写真：マジックショー

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 7 月 1 日から 10 月 30 日までの報告をさせていただきます。
賛助会費
1,132,000 円
寄付金
541,161 円
クリスマス
8,000 円
友愛幼児園寄附
15,000 円
真愛ホーム寄付
15,000 円
合 計
1,711,161 円
これからも皆様のお支えにより、さまざまな活動を行ってまいり
ます。今後とも引き続きご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
賛助（団体）
イースター式典社 一麦保育園 雲柱社 株式会社ディ・オー
オリジン電気商事株式会社 生活協同組合とくしま生協生活
協同組合コープこうべ 多い夢
徳島県労働者福祉協議会
ぶどうの木保育園 労働者福祉中央協議会
賛助（個人）
英賀康子 秋山実穂 足立祐之 阿部洋子 綾目広治 荒内直子
荒木郁子 嵐倉良子 磯前則光 井塚栄子 井上智世 岩木英一
石田チヅコ 石丸鐵太郎 牛尾宏 大内惠子 大里昌子 太田明
奥田典子 賀川一枝 金丸裕一 上内英子 神谷理香 刈谷雅夫
越牟田愛子 川井ふみ子 川上久代 河崎紀子 川那辺千里
久保正幸 熊埜御堂美佐子 栗山究 小坂藤乃 小城智子 近藤孝子
小山田琴美 齊藤宏 坂井久美 阪本憲司 佐川英美 櫻井裕也
佐藤悦子 島田恒 白崎絹子 関紀美子 泰井綏子 大仁多美子
竹内郁夫 竹内豊子 田中寛 田中道子 田村宜治 谷垣わきゑ
田村三佳子 辻本久夫 坪田恵美子 遠野かおり 中井福美
中井迪代 中島薫子 永原清史 中村光夫 中山尚幸 名越信次
鍋谷由美子 西内芳子 西垣秀樹 西田登紀子 西村風胡 野世英水
野瀬千津子 芳賀順子 萩田尚治 元正章 長谷川進一郎 服部榮
馬場一郎 東村元嗣 久川正博 檜山秋彦 日和佐信子 福留洋平
深田未来生 二村摂三 古河憲子 細貝由枝 堀俊朗 松長乃生
松本佑美子 三上展 水野雄二 宮本修男 三好長栄 村岡敏子
村山盛嗣 森文子 森下美代子 森本芙紗子 保野恵子 山口則子
山川信一郎 山口あい子 大和慎吾 山本常雄 吉澤惠次 米満弘
米田和代 李善惠 劉燕子 匿名 1 件
寄付金（団体）：
One Village One Earth インターナショナルバプテスト教会 風車
関西キリスト教音楽講習会 喜光教会青年部 コープ住宅株式会社
全労済中日本事業本部 全労済東日本事業本部
日本基督教団部落解放センター
寄付金（個人）：
相川栄蔵 植本卓雄 榎本てる子 越牟田愛子 加藤壽宏 上内鏡子
紀伊茂 ｸﾗｳﾃﾞｨｱ・ｼﾞｭﾉﾝ・山本 近藤家 徳川早知子 所崎旦
中村三郎 二河照子 原田好司 真下東雄 松田聡 真部マリ子
山本常雄 匿名 1 件
クリスマス寄付：
粕谷典 森田弘子
真愛ホーム寄付：白崎絹子 竹谷俊彦 野瀬千津子 山田達造
友愛幼児園寄付：住友直幹 西田登紀子
2016 年 7 月 1 日〜 2016 年 10 月 30 日現在（敬称略 順不同）

賀川記念館賛助会ご入会のお願い
写真：フルート演奏「ぱすてる」

写真：布引中学校吹奏楽部の演奏

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

2016 年
7月
02（土） 工藤真史ピアノコンサート
03（日） 全労済東日本＃1 東京（講演・見学）
05（火） コア 100 賀川例会（於ならコープ）
07（木） 生誕の碑清掃
11（月） 五館連絡会議（〜12 日）
12（火） 播磨コープ委員会（講演・見学）
14（木） 中央労働者福祉協議会（出張講演）
15（金） ナイトカフェ
16（土） 企業組合阪神ワーカーズコープ（講演・見学）
17（日） FPUL（見学）
18（祝） ウエルビーイング（見学）
20（水） 塩屋コープ委員会（講演・見学）
全労済東日本 #2 千葉・山梨（講演・見学）
〃
23（土） 大阪哲学学校（講演・見学） 神港教会（講演・見学）
26（火） 韓国喜光教会青年会（賀川ウォーク）
27（水） コープ住宅（講演・見学）
31（日） ウエルビーイング（見学）
8月
02（火）
04（木）
05（金）
09（火）
11（祝）
18（木）
19（金）
20（土）
〃
22（月）
24（水）
25（木）
26（金）

コア 100 賀川例会（於 JF 兵庫漁連）
ソウル光塩教会中等部（講演・見学）
全労済中日本事業本部（講演・見学）
啓明学院 YWCA 部（講演・見学・賀川ウォーク）
部落解放センター（映画・賀川ウォーク）
武庫之荘コープ委員会（講演・見学）
全労済中日本事業本部（講演・見学）
コニカミノルタ労働組合大阪支部（講演・見学）
総合研究所講演会（講師：荘保共子さん）
布引中学校・中央小学校（出張講演）
芦屋市人権教育推進協議会高校部会（映画・講演・見学）
全労済東日本事業本部新人研修（出張講演）
全労済東日本事業本部新人研修（出張講演）

9月
01（木）
〃
02（金）
〃
04（日）
06（火）
07（水）
11（日）
13（火）
14（水）
16（金）
17（土）
18（日）
21（水）
28（水）

泉南市教育委員会生涯学習課（講演・見学・映画）
日本労働者協同組合連合会（講演・見学）
コア 100 賀川グループ新人研修（講演・研修）
大阪同企連（講演・見学）
全労済東日本 #3 埼玉・長野（講演・見学）
コカ・コーラウエスト（株）（講演・見学）
コカ・コーラウエスト（株）（講演・見学）
全労済東日本 #4 群馬・神奈川（講演・見学）
全労済東日本 #5 神奈川・静岡（講演・見学）
全労済東日本 #6 茨城・栃木・新潟（講演・見学）
ナイトカフェ
総合研究所講演会（講師：山口里子さん）
英語礼拝
奈良県市町村社会主義協議会（講演・見学）
日本伝道会議（映画・講演・見学・賀川ウォーク）

10 月
05（水） シルバーカレッジ（出張講演）
06（木） 兵庫人企連第 3 グループ会（講演・見学）
全労済福井県本部（講演・見学）
〃
12（水） コープくらしの助け合いの会（講演・見学）
コア 100 賀川例会（於 JA 兵庫中央会）
〃
19（水） 中央小学校（講演・見学）
21（金） ナイトカフェ
22（土） 総合研究所講演会（講師：堀江有里さん）
25（火） 語り部の集い
28（金） 神戸アイライト協会
29（土） ひょうご部落解放・人権研究所（講演・見学）
〃
エフコープ生協労働組合（講演・見学）
記念館ミュージアム入場者数
07 月

一般 059 名

団体 235 名

行事 205 名

合計 499 名

08 月

一般 035 名

団体 182 名

行事 137 名

合計 354 名

09 月

一般 075 名

団体 380 名

行事 289 名

合計 744 名

10 月

一般 038 名

団体 223 名

行事 226 名

合計 487 名
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鳥飼慶陽の

第2回

ふか だ

たね つぐ

深田 種嗣（1901 〜 1965）

鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (3) 3回シリーズの第2回は、深田種嗣牧師です。
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。
昨年（2015年）4月、賀川召天
55周年記念集会が賀川記念館で
開かれ、同志社大学名誉教授の
深田未来生先生が「私を生かす
賀川豊彦の姿」というお話をお
聴きしました。その時の深田先生
のプロフィールの冒頭に「1933
年アメリカ・カリフォルニア州リ
バーサイドにて、種嗣・志さの次
男として生まれる。父は神戸の貧
民地域、母は1923年関東大震災
直後、東京本所の松倉町で活躍
していた賀川豊彦の救援活動に
参加、キリスト者となった」と記
されていました。
深田未来生先生は実践神学のご専門で、その説教と講義並びに
講演はピカイチ、記念講演もたいへん印象深いものでしたが、お話
の中で、随分昔私の方から古い神戸新聞のマイクロフィルムでみ
つけた「深田種嗣」の記事（1924（大正13）年1月21日付）――
「父に棄てられた混血児、賀川さんを慕うて、信仰の道へ。イエス
団に身を投じて、牧師になる決意」という大きな見出しの踊るあの
記事――を先生にお送りした時のことにも触れられました。（因み
にこの記事は現在、賀川記念館のHPにある「新聞記事にみる賀川
豊彦」（23）で閲読可能です。）
深田種嗣牧師は1901年神戸で生まれ、1965年東京で64歳の生涯
を終えておられます。後に『陶工― ―深田種嗣牧師記念集』
（1976年）が編まれ、説教と遺稿、志さ夫人ら36人の「追憶」が寄
せられました。上の写真はその巻頭に飾られているお写真です。
深田牧師は、1911年大阪天満教会で受洗のあと、1923年7月22日
「新川」における朝の礼拝に出席し、賀川の招きに応えて翌日より
イエス団に住み込み、同年9月1日の関東大震災で賀川らと共に救

賀川記念館のボランティア ⑥

援に向かう。1925年志さと結婚。1927年青山学院神学部卒業後、
米国太平洋神学校に留学。1929年以後米国カリフォルニア州ベー
カスフィールド日本人メソジスト教会ほか二カ所で牧師を務め、
1937年帰国して本所キリスト教産業青年会主事・東駒形教会牧師。
1945年戦災者引揚寮向日荘主事、翌年向日荘において伝道開始。
1947年国分寺教会設立後1965年召天まで同教会牧師。1947年
NHKが開始したラジオ・チャーチの初代牧師。
深田牧師には多くの説教の他に「人類の恩人パスツール」「十
字架の使徒ダミエン」「基督教受難の一考察」「ウェスレーの業
績」「ウェスレーの回心」（いずれも『雲の柱』所収）「賀川豊彦
の米国伝道」（新聞連載）などの論稿の他、特に「深田種嗣日記」
――「私の新川生活」（「火の柱」7回連載）、本所基督教青年会
創立のころの「宗教部日誌」（「賀川豊彦研究」58・59号所収）、
「満州伝道随行記」（『雲の柱』連載）など――がいま注目されて
います。ここではただ二枚の写真を収めて置きます。
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写真：のみの市の様子

天国屋ナイトカフェ
7 月 15 日 神戸ユニオン教会に出席している東健三さんに、
ヴァイオリン演奏をお願いしました。
ヴァイオリン一つ手にし
て、気軽に来られた東さんは、わたしたちに親しみのあるクラッ
シックの曲目をご披露くだりました。ありがとうございました。

写真左：深田種嗣・志さ夫妻
（1955 年、国分寺教会にて）

9 月 16 日 2011 年に「賀川賞」を受賞されたフォークソン
ググループ「TOMOYO」さんです。ボランティアであちらこ
ちらの集いや施設を巡り、ギターと演奏と優しいハーモニーを
届けています。
メンバーは所崎旦（ところざきすすむ）さん、縄田明（なわ
たあきら）さん、上田征史（うえだまさし）さんの 3 名です。

写真右：関東大震災直後、
本所松倉町でのテント生活

演奏は 1、友よ 2、一人の手 3、夢をあきらめないで 4、

（前列中央が深田、後列左から
3 番目が結婚前の志さ）

写真： 7 月 15 日 東健三さん

あのすばらしい愛をもう一度 5、思い出の渚 6、22 才の別
れ 7、風に吹かれて 8、高原列車は行く、を歌っていただき
ました。
4 階ホールに集まったご近所のみなさま中心に 40 人ほどの

「語り部ボランティア」柳瀬

啓子さん

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 6 回は、賀川記念館
で語り部ボランティアとして関わってくれています柳瀬さんを紹介致します。

コープこうべの活動が一段落し、さて次は何をしようか、と
思いながら過ごしていた時、賀川記念館の西参事よりお誘いが
あり「語り部ボランティア」に参加することになりました。
私自身、賀川豊彦についての詳しい知識はなく、勉強会から
のスタートでした。多くの資料を読み、宿題をこなし、西参事
のお話を聞き、賀川豊彦への理解を深めていきました。
賀川豊彦の思想、理念、生き方、取り組まれた数々の事業を
通じてその偉大さに驚き関心が高まりました。100 年も前に築
かれた事業のしくみは、今を生きる私たちのくらしの中に根付

写真：ゲームコーナー

き、くらしを支える一助となっていることに感銘を受けました。
神に近いような存在であったと思われる賀川豊彦ですが少年の
ような可愛い一面も感じられ、また、つい笑ってしまうような
エピソードも残されていて、人間味あふれる姿に私は魅力を感
じました。
さて、賀川豊彦への理解も進み、いよいよ「語り部」として
スタートすることになるのですがあまりにも賀川豊彦はスケー
ルが大きすぎます。何をどのように伝えたら良いのやら悩みが
出てきました。
「語り部の皆さんの持ち味で自由に取り組まれ
たらよい」と西参事の後押しがあり少し気が楽になりました。
「語り部」のメンバーは現在 17 人。個性豊かな多様な能力の
持ち主の方々です。記念館に来館下さる方の多くは、賀川豊彦
についてあまり詳しくはご存じなく、生い立ち、生きた時代背景、
出会った人びとによって賀川豊彦がどのように変化していった
のか、取り組まれた事業などから、私たちはどんなメッセージ
を受け取るのか、など参加者とともに考えることにしています。
語り部をしていてうれしいことは、未熟な私の話ではありま
すが、うなづいたり、メモをとって、ともに感動してくださる
姿を見る時です。そして帰り際に
「賀川豊彦のことは生協を創っ
た人ぐらいしか知らなかったけれど偉大な方なんですね。賀川
豊彦、よーわかりました」と言って下る言葉を励みに私の「語
り部 ボランティア」は続いています。

かつて青春だった人たちが、昔を思い出しながら、大きな声で
実に楽しそうに大合唱されていました。本当に楽しい雰囲気の
コンサートでした。
10 月 21 日 昨年に引き続き、Romantic Sakuma Quartette
による即興演奏が実施されました。不思議なことに、この即興
演奏に食いつくように参加していたのは、子どもたちと天国屋
カフェのボランティアでした。みんなとても楽しそうでした。
来年もよろしくお願いします。そして、
裏プログラムとして「日

写真： 9 月 16 日 フォークソンググループ『TOMOYO』

本酒の飲み比べ」を行いました。社会福祉法人イエス団の保育
士 2 名が、おすすめの日本酒を紹介してくれました。どの日本
酒が人気だったのでしょうね。
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フルート＆ピアノ演奏

ぱすてる

ANGELUS
地域福祉Network活動紹介(予定)

写真：10 月 21 日 Romantic Sakura Quartette
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総合研究所講演会
「現代社会とキリスト教」

2016 年度テーマ「 性

多様性の豊かさという視点から社会を見るようになってき
た現代社会において、キリスト教は、 性 とどのように向
き合ってきたのでしょうか。キリスト教界において、真正面

「初めて出会う、
素敵なアダムとエヴァと卒楽園」
9 月 17 日 ( 土 ) 山口 里子さん
( 日本フェミニスト神学・宣教センター共同代表 )

とキリスト教」

から向き合ってこなかったテーマを 2 名の女性学者によって、
キリスト教に切り込んでもらいました。

「レズビアンの視点からキリスト教を読む
-〈分断〉の時代に〈つながり〉を求めて -」
10 月 22 日 ( 土 ) 堀江 有里さん

山口里子さんは、フェミニスト ( 父権制社会 - 男中心タ
テ社会 - に反対して、人が性の違いなどで差別されない社
会を作ることを目指す ) の視点から、旧約聖書の創造物語
を読み解いてくれました。まさにタイトルは、
「初めて出
会う、素敵なアダムとエヴァと卒楽園」
。イギリスの詩人
J. ミルトンの｢失楽園｣の印象とは違って、前向きなアダム
とエヴァの姿が思い浮かびます。また、創世記の創造物語
の言葉の一つひとつが、フェミニストの視点で読まれるこ
とが、これほど、男も女も解放された生き方の可能性を示
唆するものであることに驚かされます。アダムとエヴァは、
罪を犯して、その報いとしてエデンの園を追われる ( 失楽
園 ) ではなく、
「自由と責任を負って応答し合う独立した
大人の人生へと送り出す」( 卒楽園 ) が、アダムとエヴァ
の物語であると捉えることは、非常に興味深いものでした。
フェミニストの視点で読む聖書の物語について知りたい方
は、山口里子さんの著作をどうぞ。(『新しい聖書の学び』
、
『いのちの糧のわかちあい』など )

( 日本基督教団牧師 )

堀江有里さんは、日本基督教団の牧師であり、自ら表明
しているレズビアンです。これまで、信仰とセクシュアリ
ティの課題に真摯に向き合ってこられ、社会学や神学と
いった多方面からの研究を進めながら、性的少数者の居場
所作りやネットワーキングにも力を入れておられます。
講演の当日、レズビアンを含む「性の多様性」について
も基本的な説明があり、基礎を踏まえ、現状を紹介しながら、
キリスト教のなかでの「性」の扱われ方などを聖書の「聖
とけがれ」の概念や「男女二言論」の権力関係が、人々の
性に対する固定された ( 分断された ) 考え方へと影響を与
えていった事に触れられました。神に造られた者は一人の
人間として、 ひとりで生きる ことを前提としつつ、し
かし、 他者と生きる ことの可能性は、大きく広がって
いることを指摘されました。
「分断」されるような姿勢で
現実に向かうのか、
「つながる」努力を重ねながらの関係
を模索するのか、答えは明らかです。そして、聖書を読む
とき、人々を「分断」するために読み解釈するのでなくて、
人々を「つなげ、生かす」ために読み味わうことが大切だ
と気付かされました。
最後に、参加者からの質問で、キリスト教の長所は何か
と聞かれた堀江さんは、キリスト教の「共同性、恊働性」
ということを指摘されました。
この２つの講演会は、大変有意義でした。取り上げにく
い課題であったと思いましたが、開催をして、比較的多く
のご参加がありましたので、関心を持つ人は多いことに気
づかされました。

「
『こどもの生きる力』
〜虐待と貧困は子どもの権利の否定〜」
8 月 20 日 ( 土 ) 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、
「特定非営利活動法
人こどもの里」理事長の荘保共子さんにお越しいただき、
「こどもの生きる力」〜虐待と貧困は子どもの権利の否定
〜というテーマで、ご講演いただきました。
荘保さんは、教会の青年活動のなかで、釜ヶ崎の子ども
たちと出会い、学童保育「こどもの広場」を始められ、
1980 年には「こどもの里」を開設されました。子どもの
遊び場と生活の場をつくっていくことを大きな目的に様々
な事業を手がけられています。留守家庭児童対策事業、地
域子育て支援拠点事業、小規模住居型児童養育事業、児童
自立生活援助事業、子育ち・子育て相談・緊急一時保護事
業の他、虐待防止・貧困対策等の自主事業に積極的に取り
組まれています。また、子どもたちと一緒に野宿者を訪問
する「こども夜まわり」を行い、子どもたち自身も主体的
に取り組む活動も大切にされています。
子どもの人権と自由を尊重している様子が伝わってきま
す。子どもたちに任せるところは任せてやっているさまざ
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まなプログラムがあります。施設全体も子どもたちが過ご
しやすい、居心地のいい居場所になっていると思いました。
おそらく混沌とした環境の中に、その中を流れる一本の筋
があるのでしょう。荘保さんの大きな心が、子どもたちを
やさしく、強く受け止めているのだと思います。
賀川記念館でもいくつかの事業を進めています。荘保さ
んの考え、理念を学び、この地域にも本当の意味での子ど
もの居場所となれる取り組みを行っていきたいと思います。

賀川記念館ミュージアム
「コア 100 賀川グループ合同新人研修」
2016 年 9 月 2 日（金）10 時から 17 時まで賀川記
念館において、コア 100 賀川グループの合同新人研修
を行いました。グループ企業から 4 団体 10 名の参加
です。
この研修はコア 100 賀川グループ初めての企画でグ
ループ団体もその成果が未知数なため、参加が 4 団体
に止まりました。研修内容は『協同組合の父』である
賀川豊彦の業績についてと、その時代背景や協同組合
の思想、労働組合や農民組合その他団体の創設につい
て学び、グループディスカッションでは他事業団体か
らの参加者との意見交換を行いました。参加者の研修
後の感想文では「賀川豊彦の偉大さに感激した」
「賀
川豊彦の思想が我が組織の創設に影響を与えられ、そ
の組織で働いていることを誇りに思う」
、
「労働組合の
歴史が理解できた」
「他団体との交流ができ、お互い
の仕事内容を知ることができて有意義であった」など
の感想があり、初回としては成果があったと送り出し
た団体から評価をいただくことができました。そして
中間管理職の合同研修の企画の要望もありました。今
後、コア 100 賀川グループ企業の意見を取り入れて合
同研修を広めていきたいと考えています。
＊コア 100 賀川：賀川豊彦が創設または、創設に関わっ
た団体の集まりで、賀川精神を継承・発展することを
目的としたグループ。JA、JF、コープこうべ、全労済、
近畿労金、共栄火災、YMCA、イエス団、兵協連、
ならコープの各団体からなる。

「神戸市立中央小学校 4 年生が
今年も賀川豊彦の学習のために来館！」

今年も中央小学校の 4 年生（104 名）が来館してく
れました。総合学習の一環としての「地元の生んだ偉
人を知る」という企画です。生徒たちは賀川記念館を
訪問するまでに 3 時間ほど学校で事前勉強をしてから
の訪問です。ですから大変真剣な眼差しで賀川豊彦の
話を聞いてくれました。
賀川豊彦がなぜノーベル平和賞や文学賞の候補に
なったのか、なぜ「賀川・ガンジー・シュバイツワー
として世界の三大聖人と呼ばれたのか」
、なぜ労働組
合運動を始めたのか、なぜ生活協同組合（現在のコー
プこうべなど）を始めたのか、なぜ農民組合や農民福
音学校を始めたのか、なぜ JA 共済や全労済などの共
済活動を始めたのか、少し難しい内容の話もありまし
たが、これらの運動は全て貧しい人々のための運動で
あることが理解できたようでキラキラした瞳で説明者
を見つめていました。
彼らはもうすでに本質的なことを理解することがで
きるようになっていると感じられました。大変嬉しい
ことです。この年代から本物に触れる機会をたくさん
得て素晴らしい感性を育ててほしいものです。そのた
めにも賀川記念館はいつも彼らに真剣に話し接したい
と思っています。

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開設 !! ぜひご覧下さい。

http://tengokuya.michikusa.jp/
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総合研究所講演会
「現代社会とキリスト教」

2016 年度テーマ「 性

多様性の豊かさという視点から社会を見るようになってき
た現代社会において、キリスト教は、 性 とどのように向
き合ってきたのでしょうか。キリスト教界において、真正面

「初めて出会う、
素敵なアダムとエヴァと卒楽園」
9 月 17 日 ( 土 ) 山口 里子さん
( 日本フェミニスト神学・宣教センター共同代表 )

とキリスト教」

から向き合ってこなかったテーマを 2 名の女性学者によって、
キリスト教に切り込んでもらいました。

「レズビアンの視点からキリスト教を読む
-〈分断〉の時代に〈つながり〉を求めて -」
10 月 22 日 ( 土 ) 堀江 有里さん

山口里子さんは、フェミニスト ( 父権制社会 - 男中心タ
テ社会 - に反対して、人が性の違いなどで差別されない社
会を作ることを目指す ) の視点から、旧約聖書の創造物語
を読み解いてくれました。まさにタイトルは、
「初めて出
会う、素敵なアダムとエヴァと卒楽園」
。イギリスの詩人
J. ミルトンの｢失楽園｣の印象とは違って、前向きなアダム
とエヴァの姿が思い浮かびます。また、創世記の創造物語
の言葉の一つひとつが、フェミニストの視点で読まれるこ
とが、これほど、男も女も解放された生き方の可能性を示
唆するものであることに驚かされます。アダムとエヴァは、
罪を犯して、その報いとしてエデンの園を追われる ( 失楽
園 ) ではなく、
「自由と責任を負って応答し合う独立した
大人の人生へと送り出す」( 卒楽園 ) が、アダムとエヴァ
の物語であると捉えることは、非常に興味深いものでした。
フェミニストの視点で読む聖書の物語について知りたい方
は、山口里子さんの著作をどうぞ。(『新しい聖書の学び』
、
『いのちの糧のわかちあい』など )

( 日本基督教団牧師 )

堀江有里さんは、日本基督教団の牧師であり、自ら表明
しているレズビアンです。これまで、信仰とセクシュアリ
ティの課題に真摯に向き合ってこられ、社会学や神学と
いった多方面からの研究を進めながら、性的少数者の居場
所作りやネットワーキングにも力を入れておられます。
講演の当日、レズビアンを含む「性の多様性」について
も基本的な説明があり、基礎を踏まえ、現状を紹介しながら、
キリスト教のなかでの「性」の扱われ方などを聖書の「聖
とけがれ」の概念や「男女二言論」の権力関係が、人々の
性に対する固定された ( 分断された ) 考え方へと影響を与
えていった事に触れられました。神に造られた者は一人の
人間として、 ひとりで生きる ことを前提としつつ、し
かし、 他者と生きる ことの可能性は、大きく広がって
いることを指摘されました。
「分断」されるような姿勢で
現実に向かうのか、
「つながる」努力を重ねながらの関係
を模索するのか、答えは明らかです。そして、聖書を読む
とき、人々を「分断」するために読み解釈するのでなくて、
人々を「つなげ、生かす」ために読み味わうことが大切だ
と気付かされました。
最後に、参加者からの質問で、キリスト教の長所は何か
と聞かれた堀江さんは、キリスト教の「共同性、恊働性」
ということを指摘されました。
この２つの講演会は、大変有意義でした。取り上げにく
い課題であったと思いましたが、開催をして、比較的多く
のご参加がありましたので、関心を持つ人は多いことに気
づかされました。

「
『こどもの生きる力』
〜虐待と貧困は子どもの権利の否定〜」
8 月 20 日 ( 土 ) 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、
「特定非営利活動法
人こどもの里」理事長の荘保共子さんにお越しいただき、
「こどもの生きる力」〜虐待と貧困は子どもの権利の否定
〜というテーマで、ご講演いただきました。
荘保さんは、教会の青年活動のなかで、釜ヶ崎の子ども
たちと出会い、学童保育「こどもの広場」を始められ、
1980 年には「こどもの里」を開設されました。子どもの
遊び場と生活の場をつくっていくことを大きな目的に様々
な事業を手がけられています。留守家庭児童対策事業、地
域子育て支援拠点事業、小規模住居型児童養育事業、児童
自立生活援助事業、子育ち・子育て相談・緊急一時保護事
業の他、虐待防止・貧困対策等の自主事業に積極的に取り
組まれています。また、子どもたちと一緒に野宿者を訪問
する「こども夜まわり」を行い、子どもたち自身も主体的
に取り組む活動も大切にされています。
子どもの人権と自由を尊重している様子が伝わってきま
す。子どもたちに任せるところは任せてやっているさまざ
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まなプログラムがあります。施設全体も子どもたちが過ご
しやすい、居心地のいい居場所になっていると思いました。
おそらく混沌とした環境の中に、その中を流れる一本の筋
があるのでしょう。荘保さんの大きな心が、子どもたちを
やさしく、強く受け止めているのだと思います。
賀川記念館でもいくつかの事業を進めています。荘保さ
んの考え、理念を学び、この地域にも本当の意味での子ど
もの居場所となれる取り組みを行っていきたいと思います。

賀川記念館ミュージアム
「コア 100 賀川グループ合同新人研修」
2016 年 9 月 2 日（金）10 時から 17 時まで賀川記
念館において、コア 100 賀川グループの合同新人研修
を行いました。グループ企業から 4 団体 10 名の参加
です。
この研修はコア 100 賀川グループ初めての企画でグ
ループ団体もその成果が未知数なため、参加が 4 団体
に止まりました。研修内容は『協同組合の父』である
賀川豊彦の業績についてと、その時代背景や協同組合
の思想、労働組合や農民組合その他団体の創設につい
て学び、グループディスカッションでは他事業団体か
らの参加者との意見交換を行いました。参加者の研修
後の感想文では「賀川豊彦の偉大さに感激した」
「賀
川豊彦の思想が我が組織の創設に影響を与えられ、そ
の組織で働いていることを誇りに思う」
、
「労働組合の
歴史が理解できた」
「他団体との交流ができ、お互い
の仕事内容を知ることができて有意義であった」など
の感想があり、初回としては成果があったと送り出し
た団体から評価をいただくことができました。そして
中間管理職の合同研修の企画の要望もありました。今
後、コア 100 賀川グループ企業の意見を取り入れて合
同研修を広めていきたいと考えています。
＊コア 100 賀川：賀川豊彦が創設または、創設に関わっ
た団体の集まりで、賀川精神を継承・発展することを
目的としたグループ。JA、JF、コープこうべ、全労済、
近畿労金、共栄火災、YMCA、イエス団、兵協連、
ならコープの各団体からなる。

「神戸市立中央小学校 4 年生が
今年も賀川豊彦の学習のために来館！」

今年も中央小学校の 4 年生（104 名）が来館してく
れました。総合学習の一環としての「地元の生んだ偉
人を知る」という企画です。生徒たちは賀川記念館を
訪問するまでに 3 時間ほど学校で事前勉強をしてから
の訪問です。ですから大変真剣な眼差しで賀川豊彦の
話を聞いてくれました。
賀川豊彦がなぜノーベル平和賞や文学賞の候補に
なったのか、なぜ「賀川・ガンジー・シュバイツワー
として世界の三大聖人と呼ばれたのか」
、なぜ労働組
合運動を始めたのか、なぜ生活協同組合（現在のコー
プこうべなど）を始めたのか、なぜ農民組合や農民福
音学校を始めたのか、なぜ JA 共済や全労済などの共
済活動を始めたのか、少し難しい内容の話もありまし
たが、これらの運動は全て貧しい人々のための運動で
あることが理解できたようでキラキラした瞳で説明者
を見つめていました。
彼らはもうすでに本質的なことを理解することがで
きるようになっていると感じられました。大変嬉しい
ことです。この年代から本物に触れる機会をたくさん
得て素晴らしい感性を育ててほしいものです。そのた
めにも賀川記念館はいつも彼らに真剣に話し接したい
と思っています。

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開設 !! ぜひご覧下さい。

http://tengokuya.michikusa.jp/
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鳥飼慶陽の

第2回

ふか だ

たね つぐ

深田 種嗣（1901 〜 1965）

鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (3) 3回シリーズの第2回は、深田種嗣牧師です。
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。
昨年（2015年）4月、賀川召天
55周年記念集会が賀川記念館で
開かれ、同志社大学名誉教授の
深田未来生先生が「私を生かす
賀川豊彦の姿」というお話をお
聴きしました。その時の深田先生
のプロフィールの冒頭に「1933
年アメリカ・カリフォルニア州リ
バーサイドにて、種嗣・志さの次
男として生まれる。父は神戸の貧
民地域、母は1923年関東大震災
直後、東京本所の松倉町で活躍
していた賀川豊彦の救援活動に
参加、キリスト者となった」と記
されていました。
深田未来生先生は実践神学のご専門で、その説教と講義並びに
講演はピカイチ、記念講演もたいへん印象深いものでしたが、お話
の中で、随分昔私の方から古い神戸新聞のマイクロフィルムでみ
つけた「深田種嗣」の記事（1924（大正13）年1月21日付）――
「父に棄てられた混血児、賀川さんを慕うて、信仰の道へ。イエス
団に身を投じて、牧師になる決意」という大きな見出しの踊るあの
記事――を先生にお送りした時のことにも触れられました。（因み
にこの記事は現在、賀川記念館のHPにある「新聞記事にみる賀川
豊彦」（23）で閲読可能です。）
深田種嗣牧師は1901年神戸で生まれ、1965年東京で64歳の生涯
を終えておられます。後に『陶工― ―深田種嗣牧師記念集』
（1976年）が編まれ、説教と遺稿、志さ夫人ら36人の「追憶」が寄
せられました。上の写真はその巻頭に飾られているお写真です。
深田牧師は、1911年大阪天満教会で受洗のあと、1923年7月22日
「新川」における朝の礼拝に出席し、賀川の招きに応えて翌日より
イエス団に住み込み、同年9月1日の関東大震災で賀川らと共に救

賀川記念館のボランティア ⑥

援に向かう。1925年志さと結婚。1927年青山学院神学部卒業後、
米国太平洋神学校に留学。1929年以後米国カリフォルニア州ベー
カスフィールド日本人メソジスト教会ほか二カ所で牧師を務め、
1937年帰国して本所キリスト教産業青年会主事・東駒形教会牧師。
1945年戦災者引揚寮向日荘主事、翌年向日荘において伝道開始。
1947年国分寺教会設立後1965年召天まで同教会牧師。1947年
NHKが開始したラジオ・チャーチの初代牧師。
深田牧師には多くの説教の他に「人類の恩人パスツール」「十
字架の使徒ダミエン」「基督教受難の一考察」「ウェスレーの業
績」「ウェスレーの回心」（いずれも『雲の柱』所収）「賀川豊彦
の米国伝道」（新聞連載）などの論稿の他、特に「深田種嗣日記」
――「私の新川生活」（「火の柱」7回連載）、本所基督教青年会
創立のころの「宗教部日誌」（「賀川豊彦研究」58・59号所収）、
「満州伝道随行記」（『雲の柱』連載）など――がいま注目されて
います。ここではただ二枚の写真を収めて置きます。
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写真：のみの市の様子

天国屋ナイトカフェ
7 月 15 日 神戸ユニオン教会に出席している東健三さんに、
ヴァイオリン演奏をお願いしました。
ヴァイオリン一つ手にし
て、気軽に来られた東さんは、わたしたちに親しみのあるクラッ
シックの曲目をご披露くだりました。ありがとうございました。

写真左：深田種嗣・志さ夫妻
（1955 年、国分寺教会にて）

9 月 16 日 2011 年に「賀川賞」を受賞されたフォークソン
ググループ「TOMOYO」さんです。ボランティアであちらこ
ちらの集いや施設を巡り、ギターと演奏と優しいハーモニーを
届けています。
メンバーは所崎旦（ところざきすすむ）さん、縄田明（なわ
たあきら）さん、上田征史（うえだまさし）さんの 3 名です。

写真右：関東大震災直後、
本所松倉町でのテント生活

演奏は 1、友よ 2、一人の手 3、夢をあきらめないで 4、

（前列中央が深田、後列左から
3 番目が結婚前の志さ）

写真： 7 月 15 日 東健三さん

あのすばらしい愛をもう一度 5、思い出の渚 6、22 才の別
れ 7、風に吹かれて 8、高原列車は行く、を歌っていただき
ました。
4 階ホールに集まったご近所のみなさま中心に 40 人ほどの

「語り部ボランティア」柳瀬

啓子さん

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 6 回は、賀川記念館
で語り部ボランティアとして関わってくれています柳瀬さんを紹介致します。

コープこうべの活動が一段落し、さて次は何をしようか、と
思いながら過ごしていた時、賀川記念館の西参事よりお誘いが
あり「語り部ボランティア」に参加することになりました。
私自身、賀川豊彦についての詳しい知識はなく、勉強会から
のスタートでした。多くの資料を読み、宿題をこなし、西参事
のお話を聞き、賀川豊彦への理解を深めていきました。
賀川豊彦の思想、理念、生き方、取り組まれた数々の事業を
通じてその偉大さに驚き関心が高まりました。100 年も前に築
かれた事業のしくみは、今を生きる私たちのくらしの中に根付

写真：ゲームコーナー

き、くらしを支える一助となっていることに感銘を受けました。
神に近いような存在であったと思われる賀川豊彦ですが少年の
ような可愛い一面も感じられ、また、つい笑ってしまうような
エピソードも残されていて、人間味あふれる姿に私は魅力を感
じました。
さて、賀川豊彦への理解も進み、いよいよ「語り部」として
スタートすることになるのですがあまりにも賀川豊彦はスケー
ルが大きすぎます。何をどのように伝えたら良いのやら悩みが
出てきました。
「語り部の皆さんの持ち味で自由に取り組まれ
たらよい」と西参事の後押しがあり少し気が楽になりました。
「語り部」のメンバーは現在 17 人。個性豊かな多様な能力の
持ち主の方々です。記念館に来館下さる方の多くは、賀川豊彦
についてあまり詳しくはご存じなく、生い立ち、生きた時代背景、
出会った人びとによって賀川豊彦がどのように変化していった
のか、取り組まれた事業などから、私たちはどんなメッセージ
を受け取るのか、など参加者とともに考えることにしています。
語り部をしていてうれしいことは、未熟な私の話ではありま
すが、うなづいたり、メモをとって、ともに感動してくださる
姿を見る時です。そして帰り際に
「賀川豊彦のことは生協を創っ
た人ぐらいしか知らなかったけれど偉大な方なんですね。賀川
豊彦、よーわかりました」と言って下る言葉を励みに私の「語
り部 ボランティア」は続いています。

かつて青春だった人たちが、昔を思い出しながら、大きな声で
実に楽しそうに大合唱されていました。本当に楽しい雰囲気の
コンサートでした。
10 月 21 日 昨年に引き続き、Romantic Sakuma Quartette
による即興演奏が実施されました。不思議なことに、この即興
演奏に食いつくように参加していたのは、子どもたちと天国屋
カフェのボランティアでした。みんなとても楽しそうでした。
来年もよろしくお願いします。そして、
裏プログラムとして「日

写真： 9 月 16 日 フォークソンググループ『TOMOYO』

本酒の飲み比べ」を行いました。社会福祉法人イエス団の保育
士 2 名が、おすすめの日本酒を紹介してくれました。どの日本
酒が人気だったのでしょうね。

スケジュール YEAR SCHEDULE
天国屋ナイトカフェ HEAVEN’S CAFÉ
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フルート＆ピアノ演奏

ぱすてる

ANGELUS
地域福祉Network活動紹介(予定)

写真：10 月 21 日 Romantic Sakura Quartette

3

第50回 賀川記念館フェスティバル

ご協力 感謝です !!
ありがとうございました
11 月 6 日、第 50 回賀川記念館フェスティバル（バザー）を
楽しく、また事故なく終えることができました。晴れたり、曇っ
たりでしたが、例年通りすべてのコーナーを実施でき、たくさ
んの人に来ていただき、
にぎわいました。入場者も 700 名を数え、
多くのボランティアの皆様、地域の皆様に支えられて開催する
ことができました。
旧賀川記念館の時代、1965 年から始まったこのバザーは、
今年で 50 回を迎えました。この 50 回はみなさまのご支援、
ご協力に支えられて、この地域とともに歩んできた歴史でもあ
ります。またその開催の目的にも地域福祉事業への資金協力と
ともに、当初から「地域との交流」が掲げられていました。
「賀
川記念館フェスティバル実行委員会」でも、その歴史を踏まえ、
趣旨・目的をしっかり捉えて開催していくことが確認され、進
めてまいりました。
今年も趣旨にご賛同いただき、ご支援・ご協力をいただき、
本当にありがとうございました。フェスティバルで得た収益に
つきましては、その趣旨・目的に沿い、
「賀川記念館の働きの
ために」使わせていただきます。
今後ともご理解・ご支援いただきますように、どうぞよろし
くお願いしいたします。
※最終的な売り上げ、収益は以下の通りです。
感謝をもってご報告させていただきます。
収入計
925,320 円（寄付、賛助広告含む）
支出計
234,601 円
収益計
690,719 円
（震災支援で岩手県宮古市と熊本県西原村の障がい者施設で作
られた物品を販売しその売り上げ 40,090 円は、そのまま現地
の施設に送らせていただきます）
※収益金につきましては、今年度の目的に沿い
①さまざまな人の居場所づくりのために
②賀川記念館ミュージアム運営のために
③友愛幼児園保育教材購入のために
④東日本被災地支援のために
使わせていただきます。ありがとうございました。
社会福祉法人イエス団 賀川記念館
フェスティバル実行委員会委員長 祐村 明
館長 馬場一郎
賛助広告：
吾妻ときわ会 吾妻婦人会 新井組 イースター式典社
お食事処市川 市川歯科医院 伊藤荒物店 イナハラ
小倉商店 小﨑整骨院 大阪よどがわ市民生活協同組合
きむらクリニック コーヒーショップかたぐるま 理容九州
業務スーパー大安亭店 共栄火災海上保険株式会社
寿司清たつ 近畿労働金庫 高知理容 神戸キリスト教書店
神戸ハーバー歯科クリニック 悟空 コープエイシス
東雲診療所 嶋田商店 しゅん平 多い夢 武田商店
チャイルド社 チャイルド社神戸営業所 司商会
中央むつみ会 株式会社ディ・オー トータルロジシステム
虎屋宝飾 美容室どりーむ 鳥舟商店 中本商店 中野歯科
お菓子のながお 早川 ひかりのくに フォトショップ
ヒューマンバルーン プランニング シー ファイン
深澤鍼灸接骨科院 藤木工務店 富士ゼロックス兵庫株式会社
フレーベル館 ヘルシースペース サカタ まつもと
松石・後藤税理士事務所 味正堂 三木屋 味正堂
マリーンハート薬局 村田建設株式会社 メガネの一木
モリシタ精肉店 山倉精肉店 ゆりの根 山路歯科医院
吉野建設株式会社 菱三印刷株式会社
寄付金（団体）：
青谷愛児園職員一同・父母の会 民児協八雲地区
寄付金（個人）：
秋田喜代子 石場紘彦 飯岡聰 梅村貞造 近藤孝子
篠原幸子 田中寛 谷田志津代 辻秀治郎 南波陽子
西内芳子 西田登紀子 福井香代子 深山和江 森田弘子
山口あい子 祐村明 吉村毅 米田和代
寄贈品提供（団体）：
吾妻婦人会 神戸イエス団教会 教会学校 神戸栄光教会
多い夢 神戸ハーバー歯科クリニック 神戸ユニオン教会
生活協同組合コープこうべ コープ伊丹（元福祉サークル）
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中央小学校 PTA・保護者 株式会社ディ・オー
西宮ＹＭＣＡ 日本食研ホールディングス株式会社
橋本ガレージ 早川 兵庫日産自動車株式会社
寄贈品提供（個人）
：
阿部真理子 有田伊吹 石川勝子 市成侑聖 市成侑愛
石田朋子 伊藤直子 今井賀代子 伊豫本きよみ 臼井遼太
上垣紅 上垣糸 王昕瑤 王晨凱 太田陸斗 太田海斗
大田忠子 岡田礼人 岡本結愛 岡本廉士 小川直子
小口柊 小口葵 加藤鉄三郎 上内英子 上内鏡子
川東煌英 川森めぐみ 岸本朝子 九里イツ子 黒木麻菜実
ｸﾗｳﾃﾞｨｱ・ｼﾞｭﾉﾝ・山本 小城智子 小杉恭子 後藤あや
貞永慶子 佐藤悦子 下野晴生 須貝強 鈴木千秋
須谷美智子 関紀美子 高岸 髙橋幸子 谷紳一 竹谷俊彦
近松文子 坪田葉月 鄭恵怜 津呂俊宏 戸田 長島恵子
仲山英一 南波陽子 永原 ながしまよしこ 西義人
西内芳子 西村風胡 浜勲 林治輝 林秋月 林子藤
平野保 藤田翔平 藤森蒼真 藤森悠真 宮﨑操 宮谷清子
松尾あかり 松尾ひかり 宮崎耀一郎 宮崎愛弓 宮本雄子
森田六花 森下美代子 森田弘子 森本芙紗子 矢萩雅一郎
山口則子 山田雅子 横井幸雄 好崎志保 吉田淑子 吉本想
匿名 1 件
（敬称略 順不同）
十分確認しておりますが、誤りや記入もれが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。

写真：マジックショー

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 7 月 1 日から 10 月 30 日までの報告をさせていただきます。
賛助会費
1,132,000 円
寄付金
541,161 円
クリスマス
8,000 円
友愛幼児園寄附
15,000 円
真愛ホーム寄付
15,000 円
合 計
1,711,161 円
これからも皆様のお支えにより、さまざまな活動を行ってまいり
ます。今後とも引き続きご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
賛助（団体）
イースター式典社 一麦保育園 雲柱社 株式会社ディ・オー
オリジン電気商事株式会社 生活協同組合とくしま生協生活
協同組合コープこうべ 多い夢
徳島県労働者福祉協議会
ぶどうの木保育園 労働者福祉中央協議会
賛助（個人）
英賀康子 秋山実穂 足立祐之 阿部洋子 綾目広治 荒内直子
荒木郁子 嵐倉良子 磯前則光 井塚栄子 井上智世 岩木英一
石田チヅコ 石丸鐵太郎 牛尾宏 大内惠子 大里昌子 太田明
奥田典子 賀川一枝 金丸裕一 上内英子 神谷理香 刈谷雅夫
越牟田愛子 川井ふみ子 川上久代 河崎紀子 川那辺千里
久保正幸 熊埜御堂美佐子 栗山究 小坂藤乃 小城智子 近藤孝子
小山田琴美 齊藤宏 坂井久美 阪本憲司 佐川英美 櫻井裕也
佐藤悦子 島田恒 白崎絹子 関紀美子 泰井綏子 大仁多美子
竹内郁夫 竹内豊子 田中寛 田中道子 田村宜治 谷垣わきゑ
田村三佳子 辻本久夫 坪田恵美子 遠野かおり 中井福美
中井迪代 中島薫子 永原清史 中村光夫 中山尚幸 名越信次
鍋谷由美子 西内芳子 西垣秀樹 西田登紀子 西村風胡 野世英水
野瀬千津子 芳賀順子 萩田尚治 元正章 長谷川進一郎 服部榮
馬場一郎 東村元嗣 久川正博 檜山秋彦 日和佐信子 福留洋平
深田未来生 二村摂三 古河憲子 細貝由枝 堀俊朗 松長乃生
松本佑美子 三上展 水野雄二 宮本修男 三好長栄 村岡敏子
村山盛嗣 森文子 森下美代子 森本芙紗子 保野恵子 山口則子
山川信一郎 山口あい子 大和慎吾 山本常雄 吉澤惠次 米満弘
米田和代 李善惠 劉燕子 匿名 1 件
寄付金（団体）：
One Village One Earth インターナショナルバプテスト教会 風車
関西キリスト教音楽講習会 喜光教会青年部 コープ住宅株式会社
全労済中日本事業本部 全労済東日本事業本部
日本基督教団部落解放センター
寄付金（個人）：
相川栄蔵 植本卓雄 榎本てる子 越牟田愛子 加藤壽宏 上内鏡子
紀伊茂 ｸﾗｳﾃﾞｨｱ・ｼﾞｭﾉﾝ・山本 近藤家 徳川早知子 所崎旦
中村三郎 二河照子 原田好司 真下東雄 松田聡 真部マリ子
山本常雄 匿名 1 件
クリスマス寄付：
粕谷典 森田弘子
真愛ホーム寄付：白崎絹子 竹谷俊彦 野瀬千津子 山田達造
友愛幼児園寄付：住友直幹 西田登紀子
2016 年 7 月 1 日〜 2016 年 10 月 30 日現在（敬称略 順不同）

賀川記念館賛助会ご入会のお願い
写真：フルート演奏「ぱすてる」

写真：布引中学校吹奏楽部の演奏

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

2016 年
7月
02（土） 工藤真史ピアノコンサート
03（日） 全労済東日本＃1 東京（講演・見学）
05（火） コア 100 賀川例会（於ならコープ）
07（木） 生誕の碑清掃
11（月） 五館連絡会議（〜12 日）
12（火） 播磨コープ委員会（講演・見学）
14（木） 中央労働者福祉協議会（出張講演）
15（金） ナイトカフェ
16（土） 企業組合阪神ワーカーズコープ（講演・見学）
17（日） FPUL（見学）
18（祝） ウエルビーイング（見学）
20（水） 塩屋コープ委員会（講演・見学）
全労済東日本 #2 千葉・山梨（講演・見学）
〃
23（土） 大阪哲学学校（講演・見学） 神港教会（講演・見学）
26（火） 韓国喜光教会青年会（賀川ウォーク）
27（水） コープ住宅（講演・見学）
31（日） ウエルビーイング（見学）
8月
02（火）
04（木）
05（金）
09（火）
11（祝）
18（木）
19（金）
20（土）
〃
22（月）
24（水）
25（木）
26（金）

コア 100 賀川例会（於 JF 兵庫漁連）
ソウル光塩教会中等部（講演・見学）
全労済中日本事業本部（講演・見学）
啓明学院 YWCA 部（講演・見学・賀川ウォーク）
部落解放センター（映画・賀川ウォーク）
武庫之荘コープ委員会（講演・見学）
全労済中日本事業本部（講演・見学）
コニカミノルタ労働組合大阪支部（講演・見学）
総合研究所講演会（講師：荘保共子さん）
布引中学校・中央小学校（出張講演）
芦屋市人権教育推進協議会高校部会（映画・講演・見学）
全労済東日本事業本部新人研修（出張講演）
全労済東日本事業本部新人研修（出張講演）

9月
01（木）
〃
02（金）
〃
04（日）
06（火）
07（水）
11（日）
13（火）
14（水）
16（金）
17（土）
18（日）
21（水）
28（水）

泉南市教育委員会生涯学習課（講演・見学・映画）
日本労働者協同組合連合会（講演・見学）
コア 100 賀川グループ新人研修（講演・研修）
大阪同企連（講演・見学）
全労済東日本 #3 埼玉・長野（講演・見学）
コカ・コーラウエスト（株）（講演・見学）
コカ・コーラウエスト（株）（講演・見学）
全労済東日本 #4 群馬・神奈川（講演・見学）
全労済東日本 #5 神奈川・静岡（講演・見学）
全労済東日本 #6 茨城・栃木・新潟（講演・見学）
ナイトカフェ
総合研究所講演会（講師：山口里子さん）
英語礼拝
奈良県市町村社会主義協議会（講演・見学）
日本伝道会議（映画・講演・見学・賀川ウォーク）

10 月
05（水） シルバーカレッジ（出張講演）
06（木） 兵庫人企連第 3 グループ会（講演・見学）
全労済福井県本部（講演・見学）
〃
12（水） コープくらしの助け合いの会（講演・見学）
コア 100 賀川例会（於 JA 兵庫中央会）
〃
19（水） 中央小学校（講演・見学）
21（金） ナイトカフェ
22（土） 総合研究所講演会（講師：堀江有里さん）
25（火） 語り部の集い
28（金） 神戸アイライト協会
29（土） ひょうご部落解放・人権研究所（講演・見学）
〃
エフコープ生協労働組合（講演・見学）
記念館ミュージアム入場者数
07 月

一般 059 名

団体 235 名

行事 205 名

合計 499 名

08 月

一般 035 名

団体 182 名

行事 137 名

合計 354 名

09 月

一般 075 名

団体 380 名

行事 289 名

合計 744 名

10 月

一般 038 名

団体 223 名

行事 226 名

合計 487 名
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友愛幼児園
「友愛幼児園

学童保育 ひまわり学級

の移転」

1964 年から神戸市第 1 号として賀川記念館で始まった学童保育「ひまわり学級」
が 2017 年 4 月 1 日より生涯学習センターコミスタこうべに移転することになりま
した。
場所はコミスタこうべの 2 階、本館北側の部屋になり、広さも今の部屋より広く
なります。次年度からは、高学年の受け入れも可能になり、運動場も使用すること
ができます。これまで友愛幼児園の園庭で遊んでいましたが、
小学生には少し狭かっ
たのですが、移転後は広いグランドを使って思いっきり遊ぶことができます。もち
ろんドッチボールやバレーボール、サッカー等の球技もできるので、たくさん計画
していきたいと思っています。
現在、移転準備を始めています。新しい場所でとまどうこともあると思いますが、
あんなことをしよう、こんなことも出来るかなと計画が膨らんでいます。 新しい
環境で思いっきり体を動かして、楽しい子どもたちの居場所をつくっていきたいと
思います。

社会福祉法人・学校法人 イエス団

〜 福島の子どもたちと共に 〜

神戸イエス団教会
クリスマス礼拝 ＆ クリスマスイブ礼拝のご案内
クリスマスイブ 燭火賛美礼拝
12 月 24 日 ( 土 ) 16：00〜17：00
クリスマス礼拝、洗礼式、聖餐式、
＆祝会 12 月 25 日 ( 日 ) 10：30〜13：30
どなたでも、お越しください。
神戸イエス団教会は、ホームページと Facebook を開設しました。
ぜひごらんください。

http://core100.net/kjbc/

テナント募集のご案内

日本キリスト教団 神戸イエス団教会
tel 078 (251) 4870

物件種目：医療用貸店舗
最 寄 駅：阪神「春日野道」駅
賃貸条件：テナント D 271,950 円／月（税込）
敷金 賃料の 10 か月分
敷引 3 か月分
物件所在地：神戸市中央区吾妻通 5-2-20
交

通：阪神「春日野道」駅徒歩 8 分
阪急「春日野道」駅徒歩 10 分

建 物 名：社会福祉法人イエス団「賀川記念館」
構造・規模：RC 造 5 階建
使用部分面積：D 区画：約 25.9 坪
築 年 月：2009 年 11 月
管理費等：D 区画 27,195 円
駐 車 場：店舗南側に来客用駐車場有り
備

お問合せは Tel：078 - 221 - 3627

考：内装工事は指定業者有
外部看板指定有（有償）

年末年始のお知らせ
賀川記念館ミュージアムは、12 月 28 日（水）〜1 月 3 日（火）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 22 日（木）〜1 月 5 日（木）休業いたします。

天国屋ナイトカフェ
vol.

2017 年

112

112

1 月 20 日（金）17:30〜
発行日

2016 年 12 月 1 日

発行者

馬場一郎

発行所

賀川記念館

クリスマスは、この世に神の御子イエス・キリ
ストがお生まれになったことをお祝いする礼拝で
す。暗い世に灯された「光」と呼ばれ、民の大き
な喜びとたたえられながら、イエスの生誕は、決
して穏やかな人生の旅路の始まりとはいえません
でした。ベツレヘムへの旅の途中、馬小屋で生まれ、
その誕生はユダヤの王の不安をあおり、命の危険
にさらされて、大国エジプトへと逃げることにな
ります。その間、イエスの代わりに町中の幼子が
大量に虐殺されてしまったのです。こんな権力と
暴力の横行するユダヤの国で、お生まれになった
イエス・キリストを祝うことが、クリスマスです。
また、幼子イエスを抱えたヨセフとマリアは、い
つになれば、故郷へ戻れるか分からない逃避の旅
が続き、安全と平安を求めての険しい道のりだっ
たのです。
このクリスマスの季節が巡って来ると、福島第
一原発事故による放射能汚染とその影響の下で、
不安を抱えながら生きる子どもたちや親御さんを
思い起こします。彼らも、いつ終わるか分からな
い放射能の恐怖の中で厳しい道のりを辿っている
からです。母子で自主避難しながら、父親だけ仕
事で地元に留まるケースや、家族全員で自主非難
して自分の家を離れたりするケースもあります。
成長期の子どもを抱えた家族は、放射能の不安と
恐怖から逃れるために翻弄させられているのが現
状です。そうなると、放射能汚染の影響だけでなく、
生活基盤も不安定になりますので、親たちにとって、

子どもを育てることは大きなストレスになるのは
当然です。地元では、この不安やストレスを分か
ち合うことが出来ません。日本政府が「安全だ」
と断言している以上、放射能の問題に触れること
は暗黙のうちにタブー化されているのです。年々
放射能汚染の不安は、膨らむばかりです。放射能
の実態は不透明で、今後の影響は未知数です。
神戸イエス団教会は近隣の 12 教会と協力して、
2012 年より福島県の子どもや原発事故の影響のあ
る周辺地域の子どもたちを招いて、夏の保養プロ
グラムを実施してきました。目的は、子どもたち
が少しでも放射能フリーの大空の下で、元気一杯
遊んで、安全な食事をお腹いっぱい食べてもらう
ことです。子どもたちの日常は、外で遊ぶことを
制限されたり、鼻血や頭痛など体調不良を訴えた
りすることも少なくないので、子どもたちが満面
の笑顔で神戸の町を駆け回るのを見ると、短くて
も安全な場所で過ごすことはとても大事なことだ
と実感します。
当教会の初代牧師である賀川豊彦は、講演会や
随筆などを通して、原子力や原子力文明などにつ
いて触れています。広島や長崎の原爆の悲劇を経
験した日本が、原子力の未来をしっかりと見つめ
ていく責任があると感じていたのではないかと想
像します。
今年のクリスマスは、幼子イエスの誕生とその
数奇な人生を辿る旅路に、福島の子どもたちの人
生の旅路を重ねて、祈りをあわせたいものです。
（神戸イエス団教会牧師 上内鏡子）

〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627
社会福祉法人・学校法人 イエス団
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fax：078-221-0810

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

office@core100.net
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