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賀川豊彦召天57周年記念集会

賀川ハル展のお知らせ

　今年は賀川豊彦が天に召されて57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： 2017 年 4 月 22 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
※2015年より集会の場所が舞子墓園から賀川記念館メモリアルセンターにかわっています。
場所をお間違えのないようにご注意ください。

■テーマ：「賀川豊彦と一麦、そして私」
■講 師： 梅村貞造氏（一麦保育園元園長・甲子園二葉幼稚園顧問）
☆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 時頃の予定) 墓参をご希望される方はお車の準備の都合上、
4月7日(金)までに事務局までお知らせください。（tel 078-221-3627）

　来る2017年5月5日は賀川ハルの没後35年になります。
賀川記念館では、『賀川ハル展』を行います。一つ目の企画は
賀川ハルの生涯を3つの分野に分けて、賀川記念館の語り部の
皆様が研究した結果の発表会を開催する予定です。二つ目は、
賀川ハル研究をしている方々に集まっていただいて、3～4人で
の話し合いがで来たらいいなと考えています。また、賀川ハル
に関連する手紙や羽織等のグッズも展示する予定です。ぜひ、
ご期待ください。詳細が決まりましたら賀川記念館のホームペ
ージでお知らせいたします。写真展もありますよ！

　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“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

　2009 年、賀川豊彦献身 100 年記念事業を行い、賀川記

念館の建て替えを行いました。そして 2010 年から新しい

賀川記念館の仕事が始まり、2016 年度終了で 7 年になり

ます。賀川記念館が現代にあるべき使命と役割を考え続け

た 7 年であり、それはこれからも問い続けなければならな

いことであると考えています。

　旧賀川記念館建設を計画する時「記念物を陳列し、賀川

豊彦（写真左）の業績を称えるような施設は賀川の本意で

はない」として、社会事業実践の場としての設えがなされ

ました。1963 年に建てられた賀川記念館（写真右）は、そ

の通り地域福祉に対する実践の場として、臨床的・実験的

な取り組みを行ってきました。それは賀川豊彦の精神を引

き継いだものでありました。

　2009 年、新たに建てられた賀川記念館にはミュージアム

と研究所が作られています。賀川記念館建築委員会で何度

も議論がなされたことですが、新しい賀川記念館には地域

福祉を行う実践の場と共に、賀川の生きざまを知り、現代

に伝えていく、検証していく働きの場も設置されました。

今、賀川記念館には賀川を起源とする多くの団体が研修に

訪れてくれています。それぞれの団体の設立の理念を学ぶ

ためです。また、小学校や中学校の生徒たちが来てくれて、

「福祉」について学んでくれています。

　社会福祉法の改定がなされました。社会福祉法人に「地

域における公益的な取り組みを実施する責務」が課されま

した。社会福祉法人が措置の時代を経験して、制度上の措

置を行う事業者としての役割に慣れてしまったのでしょう

か。多くの法人は、その制度の事業の中で地域や人と向き

合い、質を高め、すばらしい働きをし続けています。公が

行なえない、民間だからこそ取り組める課題に取り組み、

地域の信頼を得てきました。そして私たちは、そのことを

乗り越えて、今だからこそ見えてくる、制度の狭間にある

人たちに対して何ができるかを考えていくことが必要です。

もちろん、賀川記念館はそういった取り組みを行ってきた

歴史を踏まえ、現代における新たな課題に取り組む「覚悟」

を持つことが大切だと思っています。

　賀川豊彦が 1909 年 12 月 24 日、貧しい人々と共に生き

ることを決意し、仕事を始めた時、賀川はきっと目の前の

一人の人を、一人の子どもを助けるために仕事をし、ひと

り一人の幸せを願っていたのではないかと思います。賀川

記念館は 1963 年に建てられた時の理念を持ち続け、目の

前の困難を抱えた人々と共に歩んでいく「覚悟」を持ち、

進んでいくことが必要なのです。　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 館長　馬場一郎
期間：5月5日～6月30日
場所：賀川記念館ミュージアム
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ナイトカフェ（12月～1月）

　音楽や経験を分かち合い、アジア学院のハンドクラフトや有
機栽培製品などを通して、新しいつながりが出来ました。アジ
ア学院は、世界中 (当初はアジア・アフリカ・太平洋諸国）の
草の根の指導者養成のために、1973 年に設立されました。9ヶ
月間のプログラムです。地域に仕えるために様々な方法を学び
ます。貧しいもの、飢えているもの、そして、周辺に追いやら
れている人々と共に働くためです。研修コースは、人に使える
指導者養成、地域づくりや持続可能な農法を実体験を通して教
えて行きます。そこでは、包括的な有機農法の技術や地域のエ
ンパワメントの方法などを学びます。
　西日本キャラバンでは、アジア学院の卒業生やスタッフが関
西一帯を旅しながら、キリスト教の教会、学校、NPOなどを
訪問し、アジア学院の働きや卒業生の経験などについて話をし
ます。今回は、2回目のナイトカフェ参加でした。その夜、マ
ラウィからのマクドナルド神父、東北インドからはレンッタ牧
師、そしてフィリピンからはアンが参加し、それぞれの話を分
かち合い、国の歌を披露してくれました。その間、米国合同メ
ソジスト教会からアジア学院に派遣されているジョナサン・
マッカーリー宣教師が通訳してくれました。ナイトカフェでは、
ダンスあり、歌あり、また、マラウィの女性に関する問題につ
いての講演もありました。最後は、アジア学院のテーマソング
"Take My Hand（手を取って）"を歌いました。歌の内容は、
より良い世界のために、共にはたらくことを強調しています。
　アジア学院について興味のある方、あるいは、彼らを招いて
話を聞きたい方は、アジア学院のホームページ　
http://www.ari-edu.org/　をご覧ください。モットーは、「共に
生きるために」です。これは、一人ひとりが、世界中で、各地
域で、みんなで平和に暮らすにはどうすればよいのかを考える
大きなチャレンジです。
An international group from the Asian Rural Institute (ARI) visited the 
Night Cafe on November 18th, 2016 during their annual Western Japan 
Caravan, and shared music and stories, sold some of their handicrafts 
and organic products and also made many new connections.  For 
those not familiar with ARI, the Asian Rural Institute was founded in 
1973 as a program to invite and train grassroots rural leaders from 
around the world (primarily from Asia, Africa, and the Pacific) for a 9 
month intensive leadership course.  They learn different ways to serve 
in their communities, working for the poor, the hungry, and the 
marginalized. The training focuses on servant leadership and teaches 
hands-on skills in community building and sustainable agriculture 
through integrated organic farming techniques and community 
empowerment methods.  
During it's Western Japan Caravan, graduates and staff from ARI travel 
throughout Kansai and speak at churches, schools, NPOS, sharing 
about the work of ARI and their graduates. This year was their second 
time to the Night Cafe.  During the night, Father Macdonald from 
Malawi, Pastor Rentta from North East India and Ann from the 
Phillipines shared their stories and songs from their countries.  During 
this time, Jonathan McCurley, a United Methodist missionary from the 
USA at ARI translated for them throughout the night.  At their Night 
Cafe, there was dancing, singing and a talk on issues with women in 
Malawi.  We closed the night singing together the ARI theme song 
“Take My Hand” which stresses our need to work together to make 
this world a better place.  
If you are interested in learning more about ARI or even having them 
come for a speaking engagement take a look at their website 
http://www.ari-edu.org/  Their motto, "That We May Live Together," 
presents a challenge to everyone to think of how you can live at peace 
with the people in your neighborhood as well as around the world.

（Rev. Claudia Genong-Yamamoto　訳文  糸原由美子）

　2016 年 12月 2日ヴィクトリア・ロングさんによるクリスマ
ス・キャロルの夕べでした。沢山のクリスマスの歌をヴィクト
リアさんのピアノに併せて、みんなで大きな声でうたいました。
このクリスマスの歌で一気にわたしたちの気持ちも盛り上がっ
た夜でした。

　すてきな演奏をありがとう !! フルート＆ピアノ演奏
♬ぱすてる♬の方からお礼のメールをいただきました。    
  （2017 年 1月 20日ナイトカフェ）
　この度は、このような場で演奏させていただき、誠にありが
とうございました。私達ぱすてるは、フルート＆ピアノ演奏を
通して、聴衆のみなさんに喜んでいただき、かつ自分たちも演
奏を楽しみながら、その場の一体感を共有できたらきっとハッ
ピーだなと、演奏活動をさせていただいております。

　本番では、一つ一つのプログラムに対し、会場のみなさまが
とても熱心に耳を傾けていただき、本当に心地よい演奏ができ
ました。また、アンコールでは、“見上げてごらん夜の星を”
をみなさまに口ずさんでいただきながら演奏できたことがとて
も印象に残っています。音楽の持つ魅力をみなさんと共有でき
た瞬間だったと思います。会場のみなさまに厚く御礼申し上げ
ます。
　メンバーからの感想を一言ずつ、ご紹介させていただきます。
・ 上内先生を始め、天国屋の皆様、ボランティアスタッフの皆様、
   本当にステキな演奏の機会をありがとうございました。
・とてもあたたかい雰囲気のなかで演奏させていただけて楽し
   かったです！
・お食事する中、演奏を聴いて頂き、アットホームな雰囲気が
   伝わり楽しかったです。
・ 素敵な舞台で、みなさまと楽しく音楽を共有でき、忘れられ
   ない思い出になりました。
・本当に楽しい一時でした。素敵な経験をさせて頂き、感謝の
   気持ちでいっぱいです。
　今後も日々精進して参る所存です。みなさまの前で演奏する
機会をどんどん見つけ、楽しいひと時を一緒に共有できればと
思います。機会がありましたらいつでもお声がけください。
この度はどうもありがとうございました。

天国屋
　アジア学院のグループが西日本キャラバンの途上で、
2016年11月18日の天国屋ナイトカフェを訪問し
てくださいました。

クリスマスキャロルを一緒に楽しもう !!

　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 11 月 1 日から 2017 年 1 月 31 日までの報告を
させていただきます。
 　　　　　　　　　賛助会費　　　 254,000
 　　　　　　　　　　寄付金 　　　1,933,315
 　　　　　　クリスマス献金 　　　　275,745
 　　　　　真愛ホーム寄付金 　　　  　36,000
 　　　　　友愛幼児園寄付金      　　 　33,000
 　　　　　　　　総合計                   2,532,060

　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。

賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
神戸国際キリスト教会　（株）ディ・オー　松田アイクリニック　

賛助（個人）：
青竹豊　明松しのぶ　足立祐之　石黒洋子　磯前則光　伊東司郎　
今井牧夫　岩切幸子　牛尾宏　大内惠子　大塚善彦　大沼智得　
大野順弘　大森篤子　片山郁子　川上久代　河原克美　北川太一　
楠田雅紀　久保正幸　権藤久喜　佐々木正夫　佐藤誠　住友一英　
関紀美子　髙梨佳子　武知忠義　田中京子　田辺健二　谷脇清助　
造田由美　中﨑和代　中村義寿　名越信次　南波陽子　西内芳子　
西岡栄子　服部康喜　早川富美子　冨士本利子　細見ユキ子　
松山典子　三浦啓子　村岡敏子　森文子　矢崎邦彦　山口達彦　
山田洋一　横山昌彦　吉本浩三　米田和代　米田成己　李善惠　

寄付金（団体）：
One Village One Earth　青谷コープ委員会　神戸イエス団教会
ウェスレー・ファウンデーション　神戸新聞厚生事業団　
全労済東日本事業本部　全労済本部　中国労働金庫　
葺合地区更生保護女性会　

寄付金（個人）：
Alberto Volante Cledera　上田征史　植本卓雄　大野義明　
岡崎寿子　上内鏡子　河原克美　小城智子　中西勇　二河照子　
福井香代子　真部マリ子　祐村明　匿名 2件

クリスマス献金（団体）：

あゆみ幼児園　日本基督教団甲子園二葉教会　甲子園二葉幼稚園　
（社）親隣館保育園　日本イエス・キリスト教団垂水教会婦人会　
日本基督教団浪花教会　日本基督教団西宮一麦教会　友愛幼児園
みどり野保育園　

クリスマス献金（個人）：

秋田喜代子　阿部洋子　荒内直子　池本正人　磯部卓三　井塚栄子
飯岡聰　今井牧夫　太居賢治　大野順弘　上井香代　上内鏡子　
紀伊茂　黒田絢　小宮山盛昭　近藤孝子　島田恒　白崎絹子　
谷田志津代　土井健司　中井迪代　中西勇　中村義寿　中村澄江　
西海弘子　西岡栄子　藤井とも子　本城智子　三上展　村瀬義史　
森田弘子　森田喜基　山口あい子　山口則子　山田達造　匿名 1件

真愛ホーム寄付（個人）：
小澤幸次郎　権藤久喜　竹谷俊彦　匿名 1件

友愛幼児園寄付（個人）：
上野みづほ　匿名 1件

2016 年 11 月 1日～ 2017 年 1月 31 日（敬称略・順不同）

2016年度賀川記念館 賛助会名簿
賛助（団体）：
日本基督教団尼崎教会　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　神戸YMCA福祉会　
日本基督教団神戸雲内教会　神戸国際キリスト教会　
生活協同組合コープこうべ　生活協同組合とくしま生協　
（有）多い夢　チャイルド社神戸営業所　（株）ディ・オー　
徳島県労働者福祉協議会　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　
ぶどうの木保育園　松田アイクリニック　労働者福祉中央協議会
明治学院同窓会兵庫県支部　　

賛助（個人）：
逢見直人　青竹豊　英賀康子　赤本公孝　秋田喜代子　秋山実穂　
明松善一　明松しのぶ　足立祐之　阿部洋子　綾目広治　荒内直子

　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

荒木郁子　嵐倉良子　池上千賀子　池本正人　石井里奈　石黒洋子
石場紘彦　石田規矩子　石田チヅコ　石端利臣　石丸鐵太郎　
石若義雄　五十棲敦江　磯部亜希子　磯前則光　井塚栄子　
伊東司郎　井上淳信　井上智世　飯岡聰　今井牧夫　岩木英一　
岩切幸子　宇治加奈子　牛尾宏　牛田清博　占部雅史　衛藤静香　
遠藤法子　大内惠子　大里昌子　太田明　大塚善彦　大沼智得　
大野順弘　大森慶三　大森篤子　岡田勇　岡田誠一　岡田三枝子　
岡安茂祐　荻田尚治　奥田典子　奥村達郎　小澤幸次郎　
越牟田愛子　賀川一枝　片山郁子　加藤壽宏　金子実咲　金丸裕一
上内英子　上内鏡子　神谷理香　加山久夫　刈谷雅夫　川井ふみ子
河内明　川上久代　川﨑圭子　河崎紀子　河谷里美　河谷保　
川那辺康一　川那辺千里　川端俊之　河原克美　紀伊茂　北川太一
木下涼香　木村正英　楠田雅紀　久保正幸　久保惠三郎　久保恭子
熊埜御堂美佐子　倉澤条太　栗山究　黒田絢　小坂藤乃　小城智子
児島隆介　児島若菜　小西桂子　小宮山盛昭　小山田琴美　
是澤久美子　近藤孝子　権藤久喜　近藤佳子　斎藤綾　齊藤宏　
坂井久美　阪本憲司　佐川英美　桜井利枝　櫻井裕也　桜谷昌代　
佐々木正夫　佐藤悦子　佐藤誠　佐原尚子　志方京三　重元勝　
師玉健男　品田充儀　篠田有記　島田恒　島津陽子　清水里美　
下地徹　庄田公哉　白崎絹子　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　住友一英　住友勝子
関紀美子　泰井綏子　大仁多美子　髙阪邦子　髙梨佳子　武知忠義
武井正彦　武井博子　竹内郁夫　竹内豊子　竹之内唯　田中京子　
田中供子　田中寛　田中道子　田辺健二　谷垣わきゑ　谷田志津代
谷脇清助　田村三佳子　田村宜治　近松文子　張さつき　造田由美
辻本久夫　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　遠野かおり　冨岡恭子　鳥飼慶陽　鳥飼偕子
中井福美　永井美香　中井迪代　中尾和人　中﨑和代　中島薫子　
中塚敦子　中西美喜子　中野素子　永原清史　中村義寿　中村澄江
中村光夫　中村知子　中山尚幸　名越信次　鍋谷由美子　南波陽子
滑川静夫　滑川敏子　西内芳子　西海弘子　西岡栄子　西垣秀樹　
西垣光代　西田登紀子　西村かほる　西保昇　西村風胡　野村武夫
能見あすみ　野瀬千津子　野世英水　元正章　芳賀順子　畑雅洋　
長谷川勝義　長谷川進一郎　服部康喜　服部榮　馬場一郎　林久利
早川富美子　原利治　東村元嗣　東村かずこ　東村のりこ　
久川正博　久積育郎　檜山秋彦　平井真未　平木是　平林喜博　
広崎仁一　廣田重行　日和佐信子　深田未来生　福井香代子　
福留洋平　冨士本利子　二村摂三　二村道代　古河憲子　星野隆　
細貝由枝　細見ユキ子　堀俊朗　本城智子　前田雅彦　牧田稔　
松長乃生　松永美明　松本佑美子　松山典子　三浦哲朗　三浦啓子
三上展　水野雄二　三田恵美子　道上康彦　光田豊茂　光田恵子　
港川陽子　宮本修男　宮本しげ子　三好長栄　村岡敏子　村山盛嗣
森文子　森下美代子　森田弘子　森畑哲洋　森本芙紗子　矢崎邦彦
安井功　安岡則武　保野恵子　矢田部佳子　山川信一郎　山口達彦
山口あい子　山口政紀　山口洋子　山口則子　山下洋美　山城尚子
山崎主知子　山下佳与子　山田洋一　大和慎吾　山本常雄　
山本有希子　湯元睦美　横山昌彦　吉澤惠次　吉田有二　吉本浩三
米田和代　米田成己　米満弘　米満八重子　李善惠　劉燕子　
渡辺明子　渡部美津江　匿名 2件　　　　　　 　（敬称略・順不同）
※2016 年 4 月 1 日～2017 年 1 月 31 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。



6

　今回取り上げる「木立義道」は、前回

の「深田種嗣」と同じく、かつて神戸の

「イエス団」で起居を共にした先達の一

人です。右の写真は『東駒形教会七〇

年史』（1993年）にある「木立義道（本

所基督教産業青年会柱石）」です。

　木立義道（きだちよしみち）は、明治

32（1899）年長野市で生まれ、若いころ、

河上肇の『貧乏物語』を読んで感動し

大正8年9月、周囲の反対を押し切って

故郷を飛び出し、神戸橋本汽船の苅藻造船所に勤務しながら夜間

高校で学び、「友愛会」に加わりながら、労働組合運動で賀川豊彦

と出会いました。

　当時イエス団で賀川から洗礼を受けた牧野仲造が書き残した

『天国にある人びと』（1988年）の「協同組合の先駆者―木立義道

氏のこと」では、木立は「神戸消費組合設立事務に携わり」、大正

10年にはイエス団において「一年位、起居を共に」して、「賀川先

生の宗教講演や社会問題の梗概のプリントを作ったり、郵便物の

整理をして」「なんでもこなす人であった」と記しています。小説

『死線を越えて』が世に出、「イエスの友会」や「日本農民組合」

ができ「雲の柱」や「土地と自由」が創刊され、「労働学校」が開

設されるなど、草創期の幅広い活動が展開される渦中に、木立は

神戸において大いに活躍した人物です。

　大正12年9月の関東大震災では賀川豊彦は木立義道、深田種嗣

らと共に東京本所区松倉町を拠点に天幕を設置して救援活動を開

始し「本所基督教産業青年会」を設立しますが、その中心人物が

総主事を担った木立義道でした。そこでセツルメント事業を実践

し、江東消費組合、中ノ郷質庫信用組合の設立にあたります。江

東消費組合の運営については、その設立後専務理事となって発展

に寄与し、中ノ郷質庫信用組合については設立後理事となり、賀

川亡きあと昭和35年5月から第3代組合長に就任しました。

　また昭和7年には東京医療生活協同組合を設立して理事となり、

昭和11年5月、ロンドンで開催された国際社会事業第４回大会に

出席し、次いで欧米各地の社会事業施設ならびに協同組合を視察

して帰国、同年10月、産業組合中央会より産業組合功労者として

緑綬巧賞を授与され、協同組合運動に理論的にも実践的にも多く

の足跡を残した人物として記憶されています。

　右の写真は1965年発行の『四十年の歩み（本所基督教産業青

年会・日本基督教団東駒形

教会四十年史）』に収めら

れた「天幕創設の地点に立

つ木立義道（昭和38年9

月）」です。

（木立義道については、上

に掲げた東駒形教会史のほ

かに雨宮栄一「賀川豊彦と

木立義道」（『賀川豊彦研

究』第20号）ほか『木立義

道日誌「神の箛（らっぱ）の
吹ける時」』『凡人録』（同

60号、62・63合併号）など

があります。）

KAGAWA GALAXY (3)鳥飼慶陽の

第3回　木立義道（1899－1979）
鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (3) 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
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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

2016年
11月
1（火） 韓国キリスト長老会教会春川支部（説明・見学）
2（水）全労済中央推進会議（出張講演）
3（木）市民のための人権大学院（説明・見学）
6（日）第 50 回賀川記念館フェスティバル
8（火）吹田市人権協津雲台地区委員会（説明・見学）
12（土）連合大阪（説明・見学）
18（金）ナイトカフェ
19（土）講演会（橋本真紀さん）
22（火）吹田市人権協江坂・大池地区委員会（説明・見学）
23（水）大阪北部教会（説明・見学）
25（金）コープこうべ総代 OB 会（説明・見学）
 雲柱社ブロック主任会（説明・見学）
28（月）中国労金鳥取県支部（出張講演）
29（火）全労済富山県本部理事会メンバー（説明・見学）
　 大邱大学国際処国際交流チーム（説明・見学）
12月
1（木）吹田市人権協吹六地区委員会（説明・見学）
6（火）神戸市立高校福祉部会（説明・見学）
7（水）ひょうご部落解放・人権研究所（説明・見学）
13（火）新潟総合生協（出張講演）
19（月）コア 100 賀川例会（全労済）
20（火）吹田市人権協東佐井寺地区委員会（説明・見学）

記念館ミュージアム入場者数

11 月　一般 36 名　団体 214 名　行事 211 名　合計 461 名

12 月　一般 38 名　団体 110 名　行事 160 名　合計 308 名

01 月　一般 21 名　団体 062 名　行事 190 名　合計 273 名

賀川記念館の歩み
2017年
 01月
14（土）日生協人事企画部（説明・見学）
16（月）葛飾福祉館（説明・見学・賀川ウォーク）
17（火）グローバル・ディアコニア（韓国）
20（金）ナイトカフェ
22（日）コープこうべ生活文化センター図書コーナーボラ
　　　　 ンティア（説明・見学）
25（水）全労済富山県本部（説明・見学）
27（金）語り部の集い
31  （火）  JA沖縄中央会（見学）　甲陽園コープ委員会（説明・
 見学）　JA 共済連鹿児島（説明・見学）　
 全労済西日本事業本部（出張講演）

賀川記念館のある土曜日の一日　(2000年の春 )　　　　　　

〈午前8時〉　土曜日は学校が休みのため賀川記念館が開くまで

は入口周辺の坂や階段に学童保育「ひまわり学級」の子ども達

が集まってきます。天気のいい日には開館 1時間も前から友だ

ち同士でワイワイとにぎやかです。

〈午前9時〉　開館してすぐに「ひまわり学級」の子ども達は保

育室のある 3、4階に「今日はなにして遊べるかな～」と階段

を上がって行きます。

〈午前10時〉　ひとり暮らし高齢者への訪問活動のボランティ

アが来ます。当時の頌栄人間福祉専門学校（～2009）が土曜日

に、コープこうべの方々が木曜日に来てくれます。10人ほど

を 2時間かけて訪問し、安否確認を中心に、ちょっとしたお手

伝いや、時にはゆっくりと話し相手などをします。

〈午後2時〉　天気のいい日の園庭（当時はグランドと呼んでい

ました）は、午前中は友愛幼児園の子ども達、午後はひまわり

の小学生が遊びます。みんなで作った給食（月 1回）を食べた

子ども達が元気いっぱいグランドに降りてきます。途中のおや

つと休憩以外は、とっても激しいドッチボール、アウトかセー

フでよくけんかになるキックベースボールやゴールがあやふや

なサッカーなど、時々休憩を入れながら広くはないグランドで

半日遊んでいます。また、グランドの片隅でゆっくり座っての

おしゃべりや、砂場でのおままごと、スケートボードをしてい

る子ども達と、みんな自由に過ごします。

〈午後5時〉　小学生が帰った後は中高学生と仕事終わりの青年

達がやってきます。学童保育出身の青年、賀川記念館のボラン

ティア、障がいのある青年達も、週数回、仕事終わりに賀川記

念館に来ることを楽しみにしています。とりあえず、ロビーの

テレビで阪神戦などを見ながら、またちょっとした腹ごしらえ

をしながら、お互いこの 2～3日の話に盛り上がります。

福田 百 さん
　私が、初めて賀川記念館の子どものプログラムに参加したのは、2016

年1月でした。 参加するきっかけとなったのは、神戸大学のESDツアープ

ログラムです。 環境、貧困、平和、人権、福祉、健康などに取り組む地域

社会の活動現場に出かけ、持続可能な社会づくりのための活動に触れる

ことができる仕組みです。 このESDツアープログラムを利用する形で、特

に下調べをすることもなく、訪れたときから一年、ボランティアとして関わ

らせていただいていること、本当に嬉しく思っています。

　どうして私はここに来ているのだろう？ この文章を書かせてもらえるこ

とが決まったときから、ずっと考えていました。 ESDとの繋がりを感じられ

るから、社会問題に触れられるから、自分の学びのため…？ いろいろな理

由が考えられましたが、なによりも私が来たい！ そう強く思うのは、子ども

たちの存在があるからだなぁと思いました。 初めて来たときは、私が他の

ところで出会っている子どもたちと何かが違う気がして、どんな子なのか

知りたい、今までどうやって過ごしてきたのか垣間見たい、そんな気持ち

がうまれ、ボランティアとして、もっと関わりたい、そう感じました。

賀川記念館のボランティア  ⑧

37年間、ほんとうにありがとうございました。   杉原陽一さん

　賀川記念館にはたくさんのボランティアの方々に関わってい
ただいています。今回は、賀川記念館の子どものクラスでボラ
ンティアとして活動しておられる、福田 百さんを紹介させて
いただきます。

　そして今、子どもたちと一緒に勉強する合間に、子どもたちが感じたこ

と考えたことの話をするなかで、感じる衝撃や社会への怒りを忘れずに今

後も自分にできることをしていきたいと思います。 子どもたちがいろんなも

のを見て、出会っていくなかで、考えることを丁寧に拾い上げられたらなぁ

と考えています。

　これからも、子どもたちのいろんな顔を見たい！ 俺は、私は、こんな風に

して生きてるんだよって、 発信できる、 受け止められる場づくりに、関わっ

ていきたいです。

　私は、賀川記念館の子ども達みんなが大好きです。

〈午後7時〉　ある程度の人数がそろったら、その時のメンバー

によって、グランドでのバスケの 3 on 3、キャッチボール、ス

ケートボードなどが始まります。

　そのような集まりの中で、時には学校や職場での悩み、人間

関係などの相談などが自然に出て来る場所になりました。月 1

回は希望者が館内で一泊し、夕食を作りながら過ごす合宿があ

りました。また、月 1回、障がいを持って働く青年と、その友

だちが集うグループが出来たりしました。

　1980 年から 37年間、二宮児童館、友愛幼児園での子ども達

との関わりの中で沢山の学びがありました。また最初と最後は

賀川記念館で学童保育、ふれあい食事会、自治会や老人クラブ

の事務局、地域や近隣仮設住宅の震災復興支援、識字教室、地

域のボランティアセンターの役割など、その時々の中で様々な

役割と出会いがあり今の自分があると感じています。ほんとう

にありがとうござました。

ふく だ　  もも
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あなたは　弱い立場の人々のために

未来に希望を持つ子どもたちのために　また地球の環境を守るために

ご自分の時間を使い

人知れず　あるいは仲間を広げて　努力を続けてこられました

このようなあなたの行ないは

賀川豊彦とその仲間たちの献身活動を　現代に引き継ぐ働きです

困難に遭ったとき　よい社会を創りたいとき　平和を求めるとき

人は 問います　『賀川豊彦はいませんか』と

私たちは『ここにいます』と　あなたをもって応えます

あなたの働きにこころより感謝をいたします

あなたの働きが　社会の中で消えない  ともしび  となることを願って

ここに賀川賞をお送りいたします

賀川賞

2016年度賀川賞決まる !!

　2017 年 2 月 11 日 13：30 から 16：30 の間、賀川記念

館 4階ホールにて「100年シンポジウム」が行われました。

3人のパネラーの方から次のような提案がありました。

　まずトップバッターとして川崎重工業地球環境部の井上

理事から『水素エネルギーの未来について』の提案があり

ました。地球の環境に一番優しい水素エネルギーがいよい

よ実用化の時代に入ったことの報告をいただきました。　

わくわくするような時代になる未来が見えてきました。

　神戸市立工業高等専門学校都市工学科の髙田准教授は、

長いスパンで見ると、神社やお寺は災害から逃れる場所に

立っていることが調査の結果判明したこと。また妖怪が出

没する場所は危険が潜んでおり、人間が寄り付かないよう

にするために昔から言い伝えられてきたことが話されまし

た。500 年、100 年の言い伝えで安全を後世につたえてい

ることがわかったことを報告されました。

　兵庫県漁連の突々専務からは、汚染された瀬戸内海をき

れいな海にするために、兵庫県や、農協、森林組合、生協、

漁協が協力して、様々な規制や自粛を行って、川に汚れた

水を流さない運動を行ってきた結果、瀬戸内海の水がきれ

いになったのですが、今度はきれいになりすぎて、魚の餌

のプランクトンの繁殖が弱くなり魚がとれなくなって来た

ことが報告されました。実は適度の赤潮も必要だったので

す。自然の調和の力を思い知らされたと報告されました。

　この３人の方の提案を見事にコーディネイトされたのが、

コープこうべ山口理事長でした。私たちが未来を考えるう

えでの示唆をもらい、楽しく有意義な内容になり、参加さ

れた 60 人の皆様も十分満足されたシンポジウムとなりま

した。

2016 年度『賀川賞』のみなさま
1）特定非営利活動法人 中央むつみ会  代表者   坂井宗月 様　
　小さな作業所から始まり、障がいのある方々と力を合わせ、
居場所・相談の場・働く場・住まい・・・と徐々に広がった
活動は 35年を迎えられます。

2）ともしび点訳ブレイユ　代表者　西里文子 様
　1983 年から、視覚障がい者に対する点訳活動を 33 年間続
けておられます。料理レシピ・雑誌・書物・その他プライベー
ト点訳、点訳読者との交流会、東灘高等学校への点訳出張授
業等、長きに渡りともしび活動を続けて来られています。

3）海と空の約束プロジェクト　代表者　西谷　寛 様
　自然界の自浄作用、生物多様性、水の循環等をテーマにし
た絵本『海と空の約束』を出版され、全国の保育所等へ訪問
したり、『海と空の約束』をプレゼントなどを行い、子どもた
ちへの環境教育を推進中です。

4）大船渡ESDプロジェクト　代表者　松岡広路 様
　東日本大震災を契機にスタートした『11円募金』の活動です。
1.17 と 3.11 に共通する「11」の数字をキーワードにして、神
戸と東北の『ご縁』を紡ぐための活動として神戸大学近くの
JR 六甲道駅前等で毎月 11 日に募金活動を行っておられます。
お預かりした募金は、直接被災地に赴き被災者の方々と話し
合いながら使っておられます。活動は学生だけでなく地域の
方々に広がっています。

　「先ずは、皆さまが考える子育て支援とは観点が違うという
ことを知っていただきたい」という言葉から始まった講演会で
した。
　日本の制度には三つの枠組みがあること、地域子育て支援拠
点事業、保育所の地域子育て支援事業、認定こども園の地域子
育て支援事業。しかし、制度に則って行うということは税金を
使って行うということであり、それだけにどの形態をとっても
責任が伴うことであることをしっかりと捉え、役割を果たして
いかないといけません。
　さて、保育の専門性を活かすとはどういうことでしょうか。
　支援者の役割として、主に次のようなことがあげられました。
①場をつくる―どこにつくるのか ( 駅前、スーパーの隣それと
も丘の上 )、どのようにつくるのか ( 環境構成、ノンプログラ
ムいつでもだれでもそれともプログラムこの指とまれ )
②温かく迎え入れる―「ここにきてよかった」「ここにいていい」
と感じてもらえる空間と関係をつくる
③身近な相談相手となる―身近な話相手になる、対人援助の基
本姿勢を理解する ( 受容、自己決定の尊重、信頼関係の構築 )
④利用者同士をつなぐ―物理的環境や機会の活用、職員が媒体
となる、個人情報・守秘義務
⑤利用者と地域をつなぐ―「つなぐ」ためのつながりをつくる、
地域を俯瞰したうえで所属する拠点や保育所の地域子育て支援
の役割と捉える
⑥支援者が積極的に地域に出向く
⑦支援者が積極的に地域の支え合いを促進する
　そして、私たちに与えられた役割の中で、「保育の専門性を
活かすことをそれぞれの現場で検討してほしい」と締めくくら
れました。
　来たくてもそこに来られない方々があるということ、その
方々にこそ支援の手が必要であること、その方々を見つけるこ
と、そのために何ができるのか深く考えることができました。
　私たちが最も大切にしたいことがそこにありました。保育の
専門性を活かし私たちにもできることが、まだまだたくさんあ
ることを気づかせていただく良い学びの時となりました。

（田村三佳子）

総合研究所プログラムは、私たちが知っておきたい課題について学び、
課題解決に向けての取り組みを考える機会となるように、またイエ
ス団のミッションステートメント 2009 の実現を目指して、イエス団
理念委員会で協議・計画し、実施してきました。
今回これまでの講演の内容を分野ごとにまとめ、紀要として発行す
ることとしました。私たちにとって大切な学びの内容となっていま
すのでお読みいただければ、幸いです。
　賀川記念館総合研究所プログラム紀要
　　　   第 1巻「現代社会とキリスト教」　（1冊 500 円）
※今後、 第 2巻「子どもと福祉」、  第 3巻「いのち・人権」、
　　　   第 4巻「賀川豊彦」と順次発行していきます。

地域の子育て支援の充実に向けて
　　　　　保育の専門性を活かすとは

　平和合同祈禱会では、在米日系アメリカ人の三宅 - ストー
ナー展子牧師をお招きしました。ご本人は太平洋戦争後、間も
ない頃に広島でお生まれになりました。ご家族やご親戚に多く
の被爆者がおられます。ご本人も被爆 2世ということになり
ます。広島女学院大学を卒業後、クリスチャンとして渡米され
ました。そこで、原爆の恐ろしさとしての「ヒロシマ・ナガサ
キ」について訴えたものの、米国国民には充分理解が得られな
かったといいます。つまり、あの原爆がなければ戦争は終わら
なかったし、ハワイの真珠湾を奇襲攻撃されたアメリカ合衆国
としては当然の決断であったという理解が、彼らの概ねの考え
方でした。そのことに非常に衝撃を受けたそうです。しかし、
その中でも平和を願いつつ米国の牧師としての働きを全うさ
れました。
　この度の来日で、太平洋を挟んで平和を願うことの大切さを
更に確認することが出来ました。三宅 - ストーナー牧師の存在
そのものが、戦争や原爆などを乗り越えて平和を実現する証し
となっているようでした。彼女を迎えて、平和合同祈禱会の意
義を改めて噛み締めました。
　この祈祷会では、アチャポン倫子さんと松田任世さんがそれ
ぞれ、フラダンスを通して祈りをささげてくだいました。祈祷
会後には、クラウディア宣教師が準備してくださった軽食を、
みんなでいただきました。

　2月 18 日（土）に兵庫県ユニセフ協会との共催で開催しま
した。講演会の始まる前の 12時に初めて早川千晶さんにお会
いしました。すばらしい人でした。お会いしただけで心の温か
さや優しさや強さが伝わってきました。彼女がこれまで行って
来た事は、100 年前に神戸で賀川豊彦が行って来た事と全く同
じでした。東アフリカのスラムで子ども達に出会い、衝撃を受
け、この子ども達になんとしても学ぶ場所を作ると決意したこ
とや、今までの継続するための戦いのことなどをお話しいただ
きました。参加者は何か協力することが出来ないだろうかと考
えるようになりました。それほどすごい戦いをされていました。
その中で子ども達の瞳の輝きのすばらしさと早川さんの爽やか
な笑顔に元気をもらった講演会でした。

平和合同祈祷会を終えて

ケニア「マゴ ソスクール」で
　　　     こどもたちとともに生きる

総合研究所紀要を制作中
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　今回取り上げる「木立義道」は、前回

の「深田種嗣」と同じく、かつて神戸の

「イエス団」で起居を共にした先達の一

人です。右の写真は『東駒形教会七〇

年史』（1993年）にある「木立義道（本

所基督教産業青年会柱石）」です。

　木立義道（きだちよしみち）は、明治

32（1899）年長野市で生まれ、若いころ、

河上肇の『貧乏物語』を読んで感動し

大正8年9月、周囲の反対を押し切って

故郷を飛び出し、神戸橋本汽船の苅藻造船所に勤務しながら夜間

高校で学び、「友愛会」に加わりながら、労働組合運動で賀川豊彦

と出会いました。

　当時イエス団で賀川から洗礼を受けた牧野仲造が書き残した

『天国にある人びと』（1988年）の「協同組合の先駆者―木立義道

氏のこと」では、木立は「神戸消費組合設立事務に携わり」、大正

10年にはイエス団において「一年位、起居を共に」して、「賀川先

生の宗教講演や社会問題の梗概のプリントを作ったり、郵便物の

整理をして」「なんでもこなす人であった」と記しています。小説

『死線を越えて』が世に出、「イエスの友会」や「日本農民組合」

ができ「雲の柱」や「土地と自由」が創刊され、「労働学校」が開

設されるなど、草創期の幅広い活動が展開される渦中に、木立は

神戸において大いに活躍した人物です。

　大正12年9月の関東大震災では賀川豊彦は木立義道、深田種嗣

らと共に東京本所区松倉町を拠点に天幕を設置して救援活動を開

始し「本所基督教産業青年会」を設立しますが、その中心人物が

総主事を担った木立義道でした。そこでセツルメント事業を実践

し、江東消費組合、中ノ郷質庫信用組合の設立にあたります。江

東消費組合の運営については、その設立後専務理事となって発展

に寄与し、中ノ郷質庫信用組合については設立後理事となり、賀

川亡きあと昭和35年5月から第3代組合長に就任しました。

　また昭和7年には東京医療生活協同組合を設立して理事となり、

昭和11年5月、ロンドンで開催された国際社会事業第４回大会に

出席し、次いで欧米各地の社会事業施設ならびに協同組合を視察

して帰国、同年10月、産業組合中央会より産業組合功労者として

緑綬巧賞を授与され、協同組合運動に理論的にも実践的にも多く

の足跡を残した人物として記憶されています。

　右の写真は1965年発行の『四十年の歩み（本所基督教産業青

年会・日本基督教団東駒形

教会四十年史）』に収めら

れた「天幕創設の地点に立

つ木立義道（昭和38年9

月）」です。

（木立義道については、上

に掲げた東駒形教会史のほ

かに雨宮栄一「賀川豊彦と

木立義道」（『賀川豊彦研

究』第20号）ほか『木立義

道日誌「神の箛（らっぱ）の
吹ける時」』『凡人録』（同

60号、62・63合併号）など

があります。）

KAGAWA GALAXY (3)鳥飼慶陽の

第3回　木立義道（1899－1979）
鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (3) 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
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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

2016年
11月
1（火） 韓国キリスト長老会教会春川支部（説明・見学）
2（水）全労済中央推進会議（出張講演）
3（木）市民のための人権大学院（説明・見学）
6（日）第 50 回賀川記念館フェスティバル
8（火）吹田市人権協津雲台地区委員会（説明・見学）
12（土）連合大阪（説明・見学）
18（金）ナイトカフェ
19（土）講演会（橋本真紀さん）
22（火）吹田市人権協江坂・大池地区委員会（説明・見学）
23（水）大阪北部教会（説明・見学）
25（金）コープこうべ総代 OB 会（説明・見学）
 雲柱社ブロック主任会（説明・見学）
28（月）中国労金鳥取県支部（出張講演）
29（火）全労済富山県本部理事会メンバー（説明・見学）
　 大邱大学国際処国際交流チーム（説明・見学）
12月
1（木）吹田市人権協吹六地区委員会（説明・見学）
6（火）神戸市立高校福祉部会（説明・見学）
7（水）ひょうご部落解放・人権研究所（説明・見学）
13（火）新潟総合生協（出張講演）
19（月）コア 100 賀川例会（全労済）
20（火）吹田市人権協東佐井寺地区委員会（説明・見学）

記念館ミュージアム入場者数

11 月　一般 36 名　団体 214 名　行事 211 名　合計 461 名

12 月　一般 38 名　団体 110 名　行事 160 名　合計 308 名

01 月　一般 21 名　団体 062 名　行事 190 名　合計 273 名

賀川記念館の歩み
2017年
 01月
14（土）日生協人事企画部（説明・見学）
16（月）葛飾福祉館（説明・見学・賀川ウォーク）
17（火）グローバル・ディアコニア（韓国）
20（金）ナイトカフェ
22（日）コープこうべ生活文化センター図書コーナーボラ
　　　　 ンティア（説明・見学）
25（水）全労済富山県本部（説明・見学）
27（金）語り部の集い
31  （火）  JA沖縄中央会（見学）　甲陽園コープ委員会（説明・
 見学）　JA 共済連鹿児島（説明・見学）　
 全労済西日本事業本部（出張講演）

賀川記念館のある土曜日の一日　(2000年の春 )　　　　　　

〈午前8時〉　土曜日は学校が休みのため賀川記念館が開くまで

は入口周辺の坂や階段に学童保育「ひまわり学級」の子ども達

が集まってきます。天気のいい日には開館 1時間も前から友だ

ち同士でワイワイとにぎやかです。

〈午前9時〉　開館してすぐに「ひまわり学級」の子ども達は保

育室のある 3、4階に「今日はなにして遊べるかな～」と階段

を上がって行きます。

〈午前10時〉　ひとり暮らし高齢者への訪問活動のボランティ

アが来ます。当時の頌栄人間福祉専門学校（～2009）が土曜日

に、コープこうべの方々が木曜日に来てくれます。10人ほど

を 2時間かけて訪問し、安否確認を中心に、ちょっとしたお手

伝いや、時にはゆっくりと話し相手などをします。

〈午後2時〉　天気のいい日の園庭（当時はグランドと呼んでい

ました）は、午前中は友愛幼児園の子ども達、午後はひまわり

の小学生が遊びます。みんなで作った給食（月 1回）を食べた

子ども達が元気いっぱいグランドに降りてきます。途中のおや

つと休憩以外は、とっても激しいドッチボール、アウトかセー

フでよくけんかになるキックベースボールやゴールがあやふや

なサッカーなど、時々休憩を入れながら広くはないグランドで

半日遊んでいます。また、グランドの片隅でゆっくり座っての

おしゃべりや、砂場でのおままごと、スケートボードをしてい

る子ども達と、みんな自由に過ごします。

〈午後5時〉　小学生が帰った後は中高学生と仕事終わりの青年

達がやってきます。学童保育出身の青年、賀川記念館のボラン

ティア、障がいのある青年達も、週数回、仕事終わりに賀川記

念館に来ることを楽しみにしています。とりあえず、ロビーの

テレビで阪神戦などを見ながら、またちょっとした腹ごしらえ

をしながら、お互いこの 2～3日の話に盛り上がります。

福田 百 さん
　私が、初めて賀川記念館の子どものプログラムに参加したのは、2016

年1月でした。 参加するきっかけとなったのは、神戸大学のESDツアープ

ログラムです。 環境、貧困、平和、人権、福祉、健康などに取り組む地域

社会の活動現場に出かけ、持続可能な社会づくりのための活動に触れる

ことができる仕組みです。 このESDツアープログラムを利用する形で、特

に下調べをすることもなく、訪れたときから一年、ボランティアとして関わ

らせていただいていること、本当に嬉しく思っています。

　どうして私はここに来ているのだろう？ この文章を書かせてもらえるこ

とが決まったときから、ずっと考えていました。 ESDとの繋がりを感じられ

るから、社会問題に触れられるから、自分の学びのため…？ いろいろな理

由が考えられましたが、なによりも私が来たい！ そう強く思うのは、子ども

たちの存在があるからだなぁと思いました。 初めて来たときは、私が他の

ところで出会っている子どもたちと何かが違う気がして、どんな子なのか

知りたい、今までどうやって過ごしてきたのか垣間見たい、そんな気持ち

がうまれ、ボランティアとして、もっと関わりたい、そう感じました。

賀川記念館のボランティア  ⑧

37年間、ほんとうにありがとうございました。   杉原陽一さん

　賀川記念館にはたくさんのボランティアの方々に関わってい
ただいています。今回は、賀川記念館の子どものクラスでボラ
ンティアとして活動しておられる、福田 百さんを紹介させて
いただきます。

　そして今、子どもたちと一緒に勉強する合間に、子どもたちが感じたこ

と考えたことの話をするなかで、感じる衝撃や社会への怒りを忘れずに今

後も自分にできることをしていきたいと思います。 子どもたちがいろんなも

のを見て、出会っていくなかで、考えることを丁寧に拾い上げられたらなぁ

と考えています。

　これからも、子どもたちのいろんな顔を見たい！ 俺は、私は、こんな風に

して生きてるんだよって、 発信できる、 受け止められる場づくりに、関わっ

ていきたいです。

　私は、賀川記念館の子ども達みんなが大好きです。

〈午後7時〉　ある程度の人数がそろったら、その時のメンバー

によって、グランドでのバスケの 3 on 3、キャッチボール、ス

ケートボードなどが始まります。

　そのような集まりの中で、時には学校や職場での悩み、人間

関係などの相談などが自然に出て来る場所になりました。月 1

回は希望者が館内で一泊し、夕食を作りながら過ごす合宿があ

りました。また、月 1回、障がいを持って働く青年と、その友

だちが集うグループが出来たりしました。

　1980 年から 37年間、二宮児童館、友愛幼児園での子ども達

との関わりの中で沢山の学びがありました。また最初と最後は

賀川記念館で学童保育、ふれあい食事会、自治会や老人クラブ

の事務局、地域や近隣仮設住宅の震災復興支援、識字教室、地

域のボランティアセンターの役割など、その時々の中で様々な

役割と出会いがあり今の自分があると感じています。ほんとう

にありがとうござました。

ふく だ　  もも
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ナイトカフェ（12月～1月）

　音楽や経験を分かち合い、アジア学院のハンドクラフトや有
機栽培製品などを通して、新しいつながりが出来ました。アジ
ア学院は、世界中 (当初はアジア・アフリカ・太平洋諸国）の
草の根の指導者養成のために、1973 年に設立されました。9ヶ
月間のプログラムです。地域に仕えるために様々な方法を学び
ます。貧しいもの、飢えているもの、そして、周辺に追いやら
れている人々と共に働くためです。研修コースは、人に使える
指導者養成、地域づくりや持続可能な農法を実体験を通して教
えて行きます。そこでは、包括的な有機農法の技術や地域のエ
ンパワメントの方法などを学びます。
　西日本キャラバンでは、アジア学院の卒業生やスタッフが関
西一帯を旅しながら、キリスト教の教会、学校、NPOなどを
訪問し、アジア学院の働きや卒業生の経験などについて話をし
ます。今回は、2回目のナイトカフェ参加でした。その夜、マ
ラウィからのマクドナルド神父、東北インドからはレンッタ牧
師、そしてフィリピンからはアンが参加し、それぞれの話を分
かち合い、国の歌を披露してくれました。その間、米国合同メ
ソジスト教会からアジア学院に派遣されているジョナサン・
マッカーリー宣教師が通訳してくれました。ナイトカフェでは、
ダンスあり、歌あり、また、マラウィの女性に関する問題につ
いての講演もありました。最後は、アジア学院のテーマソング
"Take My Hand（手を取って）"を歌いました。歌の内容は、
より良い世界のために、共にはたらくことを強調しています。
　アジア学院について興味のある方、あるいは、彼らを招いて
話を聞きたい方は、アジア学院のホームページ　
http://www.ari-edu.org/　をご覧ください。モットーは、「共に
生きるために」です。これは、一人ひとりが、世界中で、各地
域で、みんなで平和に暮らすにはどうすればよいのかを考える
大きなチャレンジです。
An international group from the Asian Rural Institute (ARI) visited the 
Night Cafe on November 18th, 2016 during their annual Western Japan 
Caravan, and shared music and stories, sold some of their handicrafts 
and organic products and also made many new connections.  For 
those not familiar with ARI, the Asian Rural Institute was founded in 
1973 as a program to invite and train grassroots rural leaders from 
around the world (primarily from Asia, Africa, and the Pacific) for a 9 
month intensive leadership course.  They learn different ways to serve 
in their communities, working for the poor, the hungry, and the 
marginalized. The training focuses on servant leadership and teaches 
hands-on skills in community building and sustainable agriculture 
through integrated organic farming techniques and community 
empowerment methods.  
During it's Western Japan Caravan, graduates and staff from ARI travel 
throughout Kansai and speak at churches, schools, NPOS, sharing 
about the work of ARI and their graduates. This year was their second 
time to the Night Cafe.  During the night, Father Macdonald from 
Malawi, Pastor Rentta from North East India and Ann from the 
Phillipines shared their stories and songs from their countries.  During 
this time, Jonathan McCurley, a United Methodist missionary from the 
USA at ARI translated for them throughout the night.  At their Night 
Cafe, there was dancing, singing and a talk on issues with women in 
Malawi.  We closed the night singing together the ARI theme song 
“Take My Hand” which stresses our need to work together to make 
this world a better place.  
If you are interested in learning more about ARI or even having them 
come for a speaking engagement take a look at their website 
http://www.ari-edu.org/  Their motto, "That We May Live Together," 
presents a challenge to everyone to think of how you can live at peace 
with the people in your neighborhood as well as around the world.

（Rev. Claudia Genong-Yamamoto　訳文  糸原由美子）

　2016 年 12月 2日ヴィクトリア・ロングさんによるクリスマ
ス・キャロルの夕べでした。沢山のクリスマスの歌をヴィクト
リアさんのピアノに併せて、みんなで大きな声でうたいました。
このクリスマスの歌で一気にわたしたちの気持ちも盛り上がっ
た夜でした。

　すてきな演奏をありがとう !! フルート＆ピアノ演奏
♬ぱすてる♬の方からお礼のメールをいただきました。    
  （2017 年 1月 20日ナイトカフェ）
　この度は、このような場で演奏させていただき、誠にありが
とうございました。私達ぱすてるは、フルート＆ピアノ演奏を
通して、聴衆のみなさんに喜んでいただき、かつ自分たちも演
奏を楽しみながら、その場の一体感を共有できたらきっとハッ
ピーだなと、演奏活動をさせていただいております。

　本番では、一つ一つのプログラムに対し、会場のみなさまが
とても熱心に耳を傾けていただき、本当に心地よい演奏ができ
ました。また、アンコールでは、“見上げてごらん夜の星を”
をみなさまに口ずさんでいただきながら演奏できたことがとて
も印象に残っています。音楽の持つ魅力をみなさんと共有でき
た瞬間だったと思います。会場のみなさまに厚く御礼申し上げ
ます。
　メンバーからの感想を一言ずつ、ご紹介させていただきます。
・ 上内先生を始め、天国屋の皆様、ボランティアスタッフの皆様、
   本当にステキな演奏の機会をありがとうございました。
・とてもあたたかい雰囲気のなかで演奏させていただけて楽し
   かったです！
・お食事する中、演奏を聴いて頂き、アットホームな雰囲気が
   伝わり楽しかったです。
・ 素敵な舞台で、みなさまと楽しく音楽を共有でき、忘れられ
   ない思い出になりました。
・本当に楽しい一時でした。素敵な経験をさせて頂き、感謝の
   気持ちでいっぱいです。
　今後も日々精進して参る所存です。みなさまの前で演奏する
機会をどんどん見つけ、楽しいひと時を一緒に共有できればと
思います。機会がありましたらいつでもお声がけください。
この度はどうもありがとうございました。

天国屋
　アジア学院のグループが西日本キャラバンの途上で、
2016年11月18日の天国屋ナイトカフェを訪問し
てくださいました。

クリスマスキャロルを一緒に楽しもう !!

　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 11 月 1 日から 2017 年 1 月 31 日までの報告を
させていただきます。
 　　　　　　　　　賛助会費　　　 254,000
 　　　　　　　　　　寄付金 　　　1,933,315
 　　　　　　クリスマス献金 　　　　275,745
 　　　　　真愛ホーム寄付金 　　　  　36,000
 　　　　　友愛幼児園寄付金      　　 　33,000
 　　　　　　　　総合計                   2,532,060

　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。

賀川記念館 賛助会から

賛助（団体）：
神戸国際キリスト教会　（株）ディ・オー　松田アイクリニック　

賛助（個人）：
青竹豊　明松しのぶ　足立祐之　石黒洋子　磯前則光　伊東司郎　
今井牧夫　岩切幸子　牛尾宏　大内惠子　大塚善彦　大沼智得　
大野順弘　大森篤子　片山郁子　川上久代　河原克美　北川太一　
楠田雅紀　久保正幸　権藤久喜　佐々木正夫　佐藤誠　住友一英　
関紀美子　髙梨佳子　武知忠義　田中京子　田辺健二　谷脇清助　
造田由美　中﨑和代　中村義寿　名越信次　南波陽子　西内芳子　
西岡栄子　服部康喜　早川富美子　冨士本利子　細見ユキ子　
松山典子　三浦啓子　村岡敏子　森文子　矢崎邦彦　山口達彦　
山田洋一　横山昌彦　吉本浩三　米田和代　米田成己　李善惠　

寄付金（団体）：
One Village One Earth　青谷コープ委員会　神戸イエス団教会
ウェスレー・ファウンデーション　神戸新聞厚生事業団　
全労済東日本事業本部　全労済本部　中国労働金庫　
葺合地区更生保護女性会　

寄付金（個人）：
Alberto Volante Cledera　上田征史　植本卓雄　大野義明　
岡崎寿子　上内鏡子　河原克美　小城智子　中西勇　二河照子　
福井香代子　真部マリ子　祐村明　匿名 2件

クリスマス献金（団体）：

あゆみ幼児園　日本基督教団甲子園二葉教会　甲子園二葉幼稚園　
（社）親隣館保育園　日本イエス・キリスト教団垂水教会婦人会　
日本基督教団浪花教会　日本基督教団西宮一麦教会　友愛幼児園
みどり野保育園　

クリスマス献金（個人）：

秋田喜代子　阿部洋子　荒内直子　池本正人　磯部卓三　井塚栄子
飯岡聰　今井牧夫　太居賢治　大野順弘　上井香代　上内鏡子　
紀伊茂　黒田絢　小宮山盛昭　近藤孝子　島田恒　白崎絹子　
谷田志津代　土井健司　中井迪代　中西勇　中村義寿　中村澄江　
西海弘子　西岡栄子　藤井とも子　本城智子　三上展　村瀬義史　
森田弘子　森田喜基　山口あい子　山口則子　山田達造　匿名 1件

真愛ホーム寄付（個人）：
小澤幸次郎　権藤久喜　竹谷俊彦　匿名 1件

友愛幼児園寄付（個人）：
上野みづほ　匿名 1件

2016 年 11 月 1日～ 2017 年 1月 31 日（敬称略・順不同）

2016年度賀川記念館 賛助会名簿
賛助（団体）：
日本基督教団尼崎教会　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　神戸YMCA福祉会　
日本基督教団神戸雲内教会　神戸国際キリスト教会　
生活協同組合コープこうべ　生活協同組合とくしま生協　
（有）多い夢　チャイルド社神戸営業所　（株）ディ・オー　
徳島県労働者福祉協議会　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　
ぶどうの木保育園　松田アイクリニック　労働者福祉中央協議会
明治学院同窓会兵庫県支部　　

賛助（個人）：
逢見直人　青竹豊　英賀康子　赤本公孝　秋田喜代子　秋山実穂　
明松善一　明松しのぶ　足立祐之　阿部洋子　綾目広治　荒内直子

　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

荒木郁子　嵐倉良子　池上千賀子　池本正人　石井里奈　石黒洋子
石場紘彦　石田規矩子　石田チヅコ　石端利臣　石丸鐵太郎　
石若義雄　五十棲敦江　磯部亜希子　磯前則光　井塚栄子　
伊東司郎　井上淳信　井上智世　飯岡聰　今井牧夫　岩木英一　
岩切幸子　宇治加奈子　牛尾宏　牛田清博　占部雅史　衛藤静香　
遠藤法子　大内惠子　大里昌子　太田明　大塚善彦　大沼智得　
大野順弘　大森慶三　大森篤子　岡田勇　岡田誠一　岡田三枝子　
岡安茂祐　荻田尚治　奥田典子　奥村達郎　小澤幸次郎　
越牟田愛子　賀川一枝　片山郁子　加藤壽宏　金子実咲　金丸裕一
上内英子　上内鏡子　神谷理香　加山久夫　刈谷雅夫　川井ふみ子
河内明　川上久代　川﨑圭子　河崎紀子　河谷里美　河谷保　
川那辺康一　川那辺千里　川端俊之　河原克美　紀伊茂　北川太一
木下涼香　木村正英　楠田雅紀　久保正幸　久保惠三郎　久保恭子
熊埜御堂美佐子　倉澤条太　栗山究　黒田絢　小坂藤乃　小城智子
児島隆介　児島若菜　小西桂子　小宮山盛昭　小山田琴美　
是澤久美子　近藤孝子　権藤久喜　近藤佳子　斎藤綾　齊藤宏　
坂井久美　阪本憲司　佐川英美　桜井利枝　櫻井裕也　桜谷昌代　
佐々木正夫　佐藤悦子　佐藤誠　佐原尚子　志方京三　重元勝　
師玉健男　品田充儀　篠田有記　島田恒　島津陽子　清水里美　
下地徹　庄田公哉　白崎絹子　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　住友一英　住友勝子
関紀美子　泰井綏子　大仁多美子　髙阪邦子　髙梨佳子　武知忠義
武井正彦　武井博子　竹内郁夫　竹内豊子　竹之内唯　田中京子　
田中供子　田中寛　田中道子　田辺健二　谷垣わきゑ　谷田志津代
谷脇清助　田村三佳子　田村宜治　近松文子　張さつき　造田由美
辻本久夫　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　遠野かおり　冨岡恭子　鳥飼慶陽　鳥飼偕子
中井福美　永井美香　中井迪代　中尾和人　中﨑和代　中島薫子　
中塚敦子　中西美喜子　中野素子　永原清史　中村義寿　中村澄江
中村光夫　中村知子　中山尚幸　名越信次　鍋谷由美子　南波陽子
滑川静夫　滑川敏子　西内芳子　西海弘子　西岡栄子　西垣秀樹　
西垣光代　西田登紀子　西村かほる　西保昇　西村風胡　野村武夫
能見あすみ　野瀬千津子　野世英水　元正章　芳賀順子　畑雅洋　
長谷川勝義　長谷川進一郎　服部康喜　服部榮　馬場一郎　林久利
早川富美子　原利治　東村元嗣　東村かずこ　東村のりこ　
久川正博　久積育郎　檜山秋彦　平井真未　平木是　平林喜博　
広崎仁一　廣田重行　日和佐信子　深田未来生　福井香代子　
福留洋平　冨士本利子　二村摂三　二村道代　古河憲子　星野隆　
細貝由枝　細見ユキ子　堀俊朗　本城智子　前田雅彦　牧田稔　
松長乃生　松永美明　松本佑美子　松山典子　三浦哲朗　三浦啓子
三上展　水野雄二　三田恵美子　道上康彦　光田豊茂　光田恵子　
港川陽子　宮本修男　宮本しげ子　三好長栄　村岡敏子　村山盛嗣
森文子　森下美代子　森田弘子　森畑哲洋　森本芙紗子　矢崎邦彦
安井功　安岡則武　保野恵子　矢田部佳子　山川信一郎　山口達彦
山口あい子　山口政紀　山口洋子　山口則子　山下洋美　山城尚子
山崎主知子　山下佳与子　山田洋一　大和慎吾　山本常雄　
山本有希子　湯元睦美　横山昌彦　吉澤惠次　吉田有二　吉本浩三
米田和代　米田成己　米満弘　米満八重子　李善惠　劉燕子　
渡辺明子　渡部美津江　匿名 2件　　　　　　 　（敬称略・順不同）
※2016 年 4 月 1 日～2017 年 1 月 31 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。
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賀川豊彦召天57周年記念集会

賀川ハル展のお知らせ

　今年は賀川豊彦が天に召されて57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： 2017 年 4 月 22 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
※2015年より集会の場所が舞子墓園から賀川記念館メモリアルセンターにかわっています。
場所をお間違えのないようにご注意ください。

■テーマ：「賀川豊彦と一麦、そして私」
■講 師： 梅村貞造氏（一麦保育園元園長・甲子園二葉幼稚園顧問）
☆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 時頃の予定) 墓参をご希望される方はお車の準備の都合上、
4月7日(金)までに事務局までお知らせください。（tel 078-221-3627）

　来る2017年5月5日は賀川ハルの没後35年になります。
賀川記念館では、『賀川ハル展』を行います。一つ目の企画は
賀川ハルの生涯を3つの分野に分けて、賀川記念館の語り部の
皆様が研究した結果の発表会を開催する予定です。二つ目は、
賀川ハル研究をしている方々に集まっていただいて、3～4人で
の話し合いがで来たらいいなと考えています。また、賀川ハル
に関連する手紙や羽織等のグッズも展示する予定です。ぜひ、
ご期待ください。詳細が決まりましたら賀川記念館のホームペ
ージでお知らせいたします。写真展もありますよ！

　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“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

　2009 年、賀川豊彦献身 100 年記念事業を行い、賀川記

念館の建て替えを行いました。そして 2010 年から新しい

賀川記念館の仕事が始まり、2016 年度終了で 7 年になり

ます。賀川記念館が現代にあるべき使命と役割を考え続け

た 7 年であり、それはこれからも問い続けなければならな

いことであると考えています。

　旧賀川記念館建設を計画する時「記念物を陳列し、賀川

豊彦（写真左）の業績を称えるような施設は賀川の本意で

はない」として、社会事業実践の場としての設えがなされ

ました。1963 年に建てられた賀川記念館（写真右）は、そ

の通り地域福祉に対する実践の場として、臨床的・実験的

な取り組みを行ってきました。それは賀川豊彦の精神を引

き継いだものでありました。

　2009 年、新たに建てられた賀川記念館にはミュージアム

と研究所が作られています。賀川記念館建築委員会で何度

も議論がなされたことですが、新しい賀川記念館には地域

福祉を行う実践の場と共に、賀川の生きざまを知り、現代

に伝えていく、検証していく働きの場も設置されました。

今、賀川記念館には賀川を起源とする多くの団体が研修に

訪れてくれています。それぞれの団体の設立の理念を学ぶ

ためです。また、小学校や中学校の生徒たちが来てくれて、

「福祉」について学んでくれています。

　社会福祉法の改定がなされました。社会福祉法人に「地

域における公益的な取り組みを実施する責務」が課されま

した。社会福祉法人が措置の時代を経験して、制度上の措

置を行う事業者としての役割に慣れてしまったのでしょう

か。多くの法人は、その制度の事業の中で地域や人と向き

合い、質を高め、すばらしい働きをし続けています。公が

行なえない、民間だからこそ取り組める課題に取り組み、

地域の信頼を得てきました。そして私たちは、そのことを

乗り越えて、今だからこそ見えてくる、制度の狭間にある

人たちに対して何ができるかを考えていくことが必要です。

もちろん、賀川記念館はそういった取り組みを行ってきた

歴史を踏まえ、現代における新たな課題に取り組む「覚悟」

を持つことが大切だと思っています。

　賀川豊彦が 1909 年 12 月 24 日、貧しい人々と共に生き

ることを決意し、仕事を始めた時、賀川はきっと目の前の

一人の人を、一人の子どもを助けるために仕事をし、ひと

り一人の幸せを願っていたのではないかと思います。賀川

記念館は 1963 年に建てられた時の理念を持ち続け、目の

前の困難を抱えた人々と共に歩んでいく「覚悟」を持ち、

進んでいくことが必要なのです。　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 館長　馬場一郎
期間：5月5日～6月30日
場所：賀川記念館ミュージアム




