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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 51 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5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

『志を引き継ぐ』
　今年の 5月 5日は賀川ハルさんの没後 35年です。賀川記念
館ではこの事を記念して『賀川ハル展』を 5月末迄開催しまし
た。5月 5日当日は、賀川豊彦・ハルのお孫さん『冨澤康子』
さん（東京女子医科大学助教）をお招きし、ご講演をいただき
ました。その内容をご報告致します。

1）祖母　賀川ハルの言葉
何時も言ってた事は、

『努力し、信じれば神様がちゃ
んとしてくださる』

『神は公平です。不平不満を
言わない事』

『一円を粗末にしてはいけな
い、一円足りなくても電車に
乗れない』

髪の毛を染めるのがはやった
頃、貧しかったのも有るが、
おしゃれはできず、『しらが

は神様がくださった老人の冠よ』と言っていました。

人は私が豊彦に似ていると言いますが私は祖母に似ていると
思っています。結婚式の時の祖母の写真は私の高校生の時と
そっくりです。祖母はうすいですが唇にホクロが有ります。母
にも有ります。私も右下の同じ位置に有ります。私は祖母に似
ています。

祖母はお客様に『お腹は空いていませんか』と尋ね、お腹をす
かせたまま帰しませんでした。何時も相手の事を気にかけてい
ました。

2）祖母　賀川ハルを観て
祖母はよく働きました。相手を思いやる感謝の気持ちでいまし
た。それを言葉で、文章で、態度で発信しました。筆まめでした。
会った人にはお礼状を書きました。日記に何時、誰と会い、ど
んな話をしたか書き留めていました。

又、聞き上手でした。幼い私の話でも話しの腰を折らずおしま
いまで聞いてくれました。効果的なコミュニケーションを形成
していました。そのために膨大な数の知人を持っていました。
今で言うネットワークを形成していました。そのため豊彦がな
くなってから困る事がなかったと思います。

冨を分ける

　新宿のガード下に女の物乞いがいました。祖母はそこを通る
とその女性にかならず 100円札を何枚か弁当箱に入れていまし
た。ラーメンがいっぱい 25円ぐらいのときです。私たちには
一円を大切にしろと言ってたのに、と思った事が有りました。

肉が好き

　梅子叔母（ハルの次女）が一緒に住んでいた時、鮭が続いた
ら『すき焼きがいい』と言いました。外食に行くときは、食べ
きれない場合を考えて、弁当箱を持参していました。今で言う
ドギーバッグの走りです。

3）母千代子（ハルの長女）はハルを観て
奉仕の精神で生活していたので、豊彦が家にいると自分のため
の針仕事も出来なかった。娯楽はなかった。

家では音楽は賛美歌のみ、歌謡曲は知らない。

観劇に行った事がなかったし、映画を観た事がなかった。その
ため、祖母は映画スターの名前を知らなかった。

でも、漬け物を漬けるのは上手だった。

戦時中は食べ物がなく、芋の葉やツルを食べました。それでも
闇米は買わなかった。

進駐軍の残飯を料理した飯屋が有った。タバコの吸い殻やマッ
チ棒が入っていた事が有った。

純基叔父が飼っていた猫が近所の家から闇で手に入れたと思わ
れる魚をとって来た。みんなで神がくださったといいながらお
いしく食べた。

刑務所から今朝出て来た人が食卓に座っていて、一緒に食べた。

4）今の私に役に立っている事
筆まめに発信する習慣

研究室に来る訪問者を、お腹を空かして帰さない。一緒に食事
に行き、コミュニケーションを深める。食事代の投資はもっと
大きくなって返ってくる。

前向きな考え方

ストレスがない

このように賀川家の様子をハルさんの言動を中心に楽しくお話
いただきました。賀川家の様子が目の前に現れるように感じら
れ、清貧であり且つ暖かな家庭のことを楽しくお聞きする事が
出来、豊かな気持ちにになったひとときでありました。

　私たちはこのようなお話、賀川豊彦の周りにいた人達の活動
や生活の仕方に触れるたびに、この賀川記念館やイエス団各施
設の使命を思い出す事が出来ます。日常の目の前の仕事に目を
奪われて、賀川豊彦やハルさんや一緒に働いた仲間の志を忘れ
がちです。このような機会にもう一度賀川豊彦やハルさんとそ
の仲間たちの志を引き継いでいく事を確認したいと思います。

「子どもの貧困」を考える
～WACCAの活動を通して～
講師 茂木 美知子さん

11月 11日（土）14:00 - 16:00

現代社会とキリスト教
～“性”とキリスト教 vol.2～

ー 聖書から考える ー
講師 水野 隆一さん　関西学院大学神学部教授
10 月 28日（土）14:00 - 16:00

2017年
 2月
01 （水）魚住コープ委員会（説明・見学）　
　　　　全労済西日本福岡（出張講演）
07（火）神戸市民生活協同組合（説明・見学）　語り部企画委員会
08（水）神戸市民生活協同組合（説明・見学）
09（木）神戸市民生活協同組合（説明・見学）　
　　　　 聖和短期大学（賀川ウォーク）
10（金）神戸市民生活協同組合（説明・見学）　ナイトカフェ
11（祝）コア 100 賀川 100 年シンポジウム
14（火）園田コープ委員会（説明・見学）　
　　　　京都労働者福祉協議会（出張講演）
15（水）JA三重（説明・見学）
18（土）講演会（早川千晶さん）
21（火）龍野人権擁護委員協議会宍粟部会（説明・見学）
22（水）奈良県吉野郡人権教育推進協議会（説明・見学）
23（木）豊中南コープ委員会（説明・見学）

 3 月     
01（水）加西コープ委員会（説明・見学）
08（水）塚口コープ委員会（説明・見学）
10（金）ナイトカフェ
11（土）講演会（橋本祐子さん）
14（火）深江コープ委員会（説明・見学）
15（水）社会貢献活動委員会（出張講演）
16（木）東京キリスト教大学（見学・賀川ウォーク）
18（土）三木市人権推進課（説明・見学）

 4 月     
15（土）宮城労働者協済生活協同組合（説明・見学）
19（水）全労済中日本事業部（説明・見学）
21（金）ナイトカフェ
22（土）墓前集会（梅村貞造先生）
28（金）循道衛理聯合教会（説明・見学）

 5 月     
05（祝）賀川ハル展（語り部研究発表・対談）
09（火）韓国マンナ教会（説明・見学）
15（月）全労済職域事業本部（説明・見学）
19（金）ナイトカフェ
21（日）全国 YWCA（説明・見学）
24（水）共栄火災新人職員（説明・見学）
25（木）全労済中日本事業本部（説明・見学）
26（金）コア 100 賀川例会（於 コープこうべ）　キャロル英会話（見学）
27（土）コープこうべ・エフコープ（説明・見学）

　記念館ミュージアム入場者数
2 月　一般 042 名　団体  159 名　 行事　292 名　合計 493 名
3月　一般 052 名　団体 126 名　 行事　241 名　合計 419 名
4月　一般 0 30 名　団体  074 名　 行事　206 名　合計 310 名
5月　一般    67 名　団体  112 名　 行事    207 名　合計 386 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

24（金）小南氏（賀川ウォーク）
26（日）吹田市人権協青山地区委員会（説明・見学）
31（金）語り部企画委員会
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NPO法人 女性と子ども支援センター
ウイメンズネット・神戸　理事

冨澤康子さん

晩年の賀川ハル　自宅で

※講演会の最新情報は、賀川記念館ホームページに掲載いたしますので、ぜひご覧ください。　 http://core100.net/
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にわたる分野で事業に臨んでいた賀川豊彦を支え、その仕事
を支えていたハルの活力が結婚前から続いていたということ
はわかる。彼女でなければ、賀川豊彦を妻として支えられる
人物はいなかったのではないだろうか。私が感銘を受けたのは、
彼女のその精力的な生き方と、もう一つ、夫である賀川豊彦
を支える真っすぐな考え方とが有る。結婚当初は夫に勉強を
教わり、夫が留学すれば自分も大学で学び、夫が社会福祉に
尽力すれば、自らも命をなげうってまで周囲の人々の助けに
なろうとした彼女の生き方にはゆるぎがない。これは私の憶
測でしかないが、正直者で、しっかり者な彼女は、反対の中
で賀川豊彦と結婚すると決めたときから、彼の生き方につい
ていくと決めていたのではないだろうか。だからこそ、夫、
賀川豊彦がなくなった時、その意志を引き継ぎ、活動を続け
ようとする意気込みと、彼を支え続けたという自信が生まれ
たのではないだろうか。
　日清戦争をはじめとした戦争が続く、めまぐるしい時代の
中で、こんなにもたくましく、真っすぐに夫を思い、天に尽
くした女性がいると知って本当に感動した。今の時代では、
妻が夫に尽くすべきという考えを男女差別と捉える人もいる
が、彼女に関して言えば、男女協同を訴え、自身も社会に積
極的に進出して講演や執筆を行うなど、妻としての生き方と、
今で言うキャリアウーマンとしての生き方を、まさに両立し
ていたのだろう。

　今回 3 つ或るレポートのテーマの中から、賀川ハルについて
選んだ理由は 2 つある。1 つはハルの一生を展示から学ぶ事で、
賀川豊彦の生涯を通した活動をより理解出来た事。もう一つは
ハルの考え方や生き方にとても感銘を受けたことだ。そこで賀
川ハルがどのような人物だったのかについて、展示で学んだハ
ルの一生と功績、またそれに対する私の印象や感想を加えて述
べていきたい。
　まず、賀川豊彦と結婚する前のハルについては、とても平凡
な一人の少女だったのだろうという印象を受けた。家計を支え
るために働いたり、叔母の死を見て、神の愛に疑問を持つよう
になったりと、その考え方や苦労、葛藤は、形は違えど誰もが
経験するものだと感じた。一方で小学校の頃、とても成績優秀
だったという事や、印刷会社で女工頭として働いていたことな
ど、結婚後の彼女の仕事ぶりが垣間見えるような事実もあった。
　彼女にとって、賀川豊彦との結婚生活は激流の中を泳ぐよう
なものだったのではないかと思った。それは、父の反対を押し
切って婚約に至ったところからすでに始まっていたのではない
だろか。自分自身が失明や、貧困などの状況に陥りながらも、
夫を支え、家事と仕事をやりくりし、大学生活を過ごし、子育
てもしていたという精力的な生き方に、大きな衝撃を受けた。
キリスト教を説く夫の生涯をかけた目標に、自分自身の生涯を
かけて尽くすという事が、どれほど大変な事だったか今の私で
は到底想像する事が出来ない。それでも、福祉事業、医療、著
作活動、平和運動に協同組合運動など、書ききれないほど多岐

梅原綾菜さん（大阪教育大学）

『賀川ハルについて』

　賀川ハルさんの没後 35 年に当たる 5 月 5 日から 31 日迄 27
日間にわたり賀川記念館 4 階にて『賀川ハル展』を開催いたし
ました。174 人の方の御来館をいただきました。その内容を、
大阪教育大学から実習に来ておられた梅原綾菜さんのレポート
が大変良く纏まっていましたので、ご本人にご了解をいただき
掲載致します。

『賀川ハル展』を開催しました『賀川ハル展』を開催しました
　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
ランティアの方々の協力のもと、また「ウェスレー財団」「神
戸ユニオン教会」「（株）老祥記・豚まん募金」の助成・協力を
受けて活動を行うことができました。
　2016 年度　＊金曜　47回　＊火曜　1名　46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、年々増
え続け、今年度は中国からきた 4 年生の子が 3 人と、短期です
がフィリピンからきた青年 2 人、ラトビアからきた 5 年生が 1
人と年度末には 17 名となりました。1 からの日本語学習を必
要とする子ども達の来日が多くなったように思います。
　また年度末には中国人留学生の方や、5年目を迎えるコーディ
ネーターの方も含め計 4 名が卒業され、新たに 2 名の留学生、
そして香港からの宣教師の方が来てくださっています。また、
社協からの紹介等により、数名のボランティアの方が来てくだ
さり、支援者は当初の 4 人から増え、現在ではボランティア
16人と職員 1人となっています。
2、活動の広がり
　毎週金曜日の学習支援、夏期には夏休みの宿題の消化と学習
習慣を絶やさないために、昨年と同様に4回集中講座をしました。
自由研究などを通して工作や絵を描いたり、観察日記などに挑
戦しました。
　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
児童の学習支援は継続しています。8 月末に来日した児童につ
いては、週一回日本語学習を増やして対応していきました。
　来日間もない子どもたちの駆け込む場として、幼稚園児や中
学生でまだ学校に行ってない人、高校に行っていない人たちへ
の対応として、日本語指導を別時間で始めました。
3、成果
　子どもたちは、日本の学校にも慣れていく様子も見られ、学
習の内容が理解できるようになってきたようにま感じます。「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」などの教材を使い、日本
語を理解するように進めています。

はいず
　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っていま
す。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
　人数も増え、ホールを中心に借りられるようになってきてい
て助かっています。しかし、人数に対する教材や辞典が多くなり、
置き場を考えると少し手狭に感じています。
　参加児童が増えてくると、支援の方が足りなくなることも考
えられるので、1対 1の支援を中心に考えると、支援者の増加、
また継続的な支援が求められます。
　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、3 名が卒
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、
中央区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をし、積極的に取り組んでいきたいです。
　教科書の変更に伴う問題集・ドリルの購入や、文具など消耗品、
また、ボランティアの方の交通費や、他の必要経費も含め、運
営のための費用確保も必要となりますので、継続的な運営のた
めの課題として取り組んでいきたいと思います。

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。
2017 年 2月 1日から 5月 31 日までの報告をさせていただきます。
 賛助会費 　　　541,000 円
　　　　　　　　寄付金     　   535,431 円
 真愛ホーム・友愛幼児園    　　   61,000 円
　　　　　　クリスマス 　  　　38,000 円
　　　　　　　　総合計        1,175,431 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。

谷田志津代　近松文子　張さつき　辻早苗　辻本久夫　常峰明希
鶴崎祥子　出口健治　手塚葉子　年清彰雄　鳥飼慶陽　永井美香
長尾文雄　中﨑和代　中野素子　名越信次　鍋谷由美子　
滑川静夫　滑川敏子　成宮順子　西内芳子　西海弘子　西垣光代
西田登紀子　能見あすみ　野瀬千津子　野世英水　芳賀祐子　
元正章　馬場一郎　久川正博　平井真未　平木是　平林喜博　
広崎仁一　深田未来生　福井宣昭　福井香代子　福井康代　
本城智子　牧田稔　松井美幸　松長乃生　松本佑美子　三上展
三浦哲朗　三浦啓子　道上康彦　光田豊茂　宮本有姫　村岡敏子
森文子　森田弘子　森畑哲洋　森本芙紗子　八木憲一郎　
安岡則武　矢野幸治　矢野寛子　山川信一郎　山口あい子　
山口政紀　山口洋子　山城尚子　横山直美　横山素子　横山昌彦
吉村京子　吉村毅　吉山章子　米田和代　米田成己　李善惠　
劉燕子　渡部美津江

寄付金（団体）：
One Village One Earth　West Tokyo Union Church　尼崎教会
ウェスレー・ファウンデーション　賀川豊彦召天記念集会　風車
神戸イエス団教会　神戸イエス団教会英語礼拝　
神戸ユニオン教会　全労済中日本事業本部　天国屋スタッフ　
民児協八雲地区

寄付金（個人）：
榎本てる子　上内鏡子　二河照子　原田好司　松田康之　
八木憲一郎

クリスマス献金（団体）：
一麦保育園　関西学院宗教活動委員会　宝塚教会

友愛幼児園寄付（団体）：
　神戸ユニオン教会

真愛ホーム・友愛幼児園寄付（個人）：
　紀伊茂　竹谷俊彦　谷垣わきゑ　西田登紀子　山田達造

賛助（団体）：
有限会社イースター式典社　共栄火災海上保険株式会社　
日本基督教団神戸雲内教会　株式会社多い夢　株式会社ディ・オー
公益社団法人徳島県労働者福祉協議会　山倉精肉店
日本食研ホールディングス株式会社

賛助（個人）
赤本公孝　秋田喜代子　阿部洋子　石井里奈　石田規矩子　
石田チヅコ　石場紘彦　石端利臣　石丸鐵太郎　五十棲敦江　
磯部亜希子　磯前則光　井上淳信　岩切幸子　植月優子　
宇治加奈子　占部雅史　衛藤静香　遠藤法子　大越忠　大塚善彦
岡田周子　岡田勇　岡田誠一　越牟田愛子　小野勅紘　加藤壽宏
加藤鉄三郎　金子実咲　金丸裕一　刈谷雅夫　川井ふみ子　
河内明　河崎紀子　川那辺康一　川端俊之　木下涼香　久保正幸
久保惠三郎　久保恭子　黒田絢　桑原民　小坂藤乃　小西桂子　
小西孝蔵　小宮山盛昭　小山田琴美　是澤久美子　近藤孝子　
近藤佳子　齋藤和久　齊藤宏　坂井久美　櫻谷昌代　酒口彩音　
佐々木正夫　志方京三　重元勝　師玉健男　篠田有記　島田恒　
島津陽子　清水里美　下地徹　正垣幸一郎　白崎絹子　須貝強
新野三四子　杉本知佐　杉山精一　杉山博昭　鈴木慶三郎　
住友一英　住友勝子　十亀仁恵　関紀美子　竹尾祐子　武知忠義
竹之内唯　田中供子　田中寛　田中道子　谷垣わきゑ　田野里美

また、午後からは「賀川ハルさんってどんな人？」というテーマで
対談が行なわれました。写真右から、岩田三枝子氏（東京基督教大
学准教授）、冨澤康子氏（東京女子医科大学助教）、西 義人氏（賀川
記念館参事）

5 月 5 日午前中には、賀川記念館語り部の皆さんによる賀川ハルに
ついての研究発表が行なわれました。

外国にルーツを持つ子どもの学習教室 （２０１6年度の取り組み）

2017 年 2月 1日～ 2017 年 5月 31 日現在（敬称略 順不同）
十分確認しておりますが、誤り等ございましたらお知らせいただきたく、
お願い申し上げます。
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工場街の裏道に、貧民街の街頭に、
共に祈りし妻恋し、
千万金を手にしつつ、襦袢の袖口つくろいて、
人に施す妻恋し、
財布の底をはたきつつ　書物数えて売りに行く、
無口な強き妻恋し

　　　　この詩は賀川豊彦がハルに送った
  　クリスマスプレゼントです



KAGAWA GALAXY (4)

　友愛幼児園は保育園として、保育を必要とする地域の子ども
たち、保護者の支援をしてきました。1935 年、保育園でも、
幼稚園でもない子どもたちが集う園として、賀川豊彦が「幼児
園」と命名し、今日に至っています。子どもたちにとって何が
大切かは、保育園でも幼稚園でも変わることはないと思います。
新たにこども園として再出発する中で、もう一度友愛幼児園の
歴史を振り返り、保育の内容を考えていきたいと思います。

　1964 年から賀川記念館で行ってきた学童保育「ひまわり」で
すが、2017 年度からコミスタこうべ 2 階北側の教室に移転し
ました。神戸市の協力をいただき、保育室は広く、きれいになり、
広いグランドを使って思いっきり遊ぶことができます。神戸市
の民間学童保育第 1 号としてやってきた「ひまわり」の歴史や
当初の思いを忘れず、賀川記念館、友愛幼児園、また二宮児童
館とも連携して、子どもたちを見守っていきたいと思います。

幼保連携型認定こども園になりました

友愛幼児園

コミスタこうべに移転しました
学童保育ひまわり

　就学前の教育と言われますが、果たしてそれは小学校入学に
向けて文字や数を教えることなのでしょうか。これまで幼稚園
では教育、保育所は保育と誤った分け方をされることが多くあ
りました。しかし、子どもたちの生きる力を育てるために、幼
稚園も保育所も、認定こども園も、どの施設に通っても質の高
い教育・保育を保障するという視点から保育所保育指針、幼稚
園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の整合性
が図られています。では、質の高い教育・保育とはどういうこ
となのかを明らかにしたいと考え、総合研究所プログラムとし
て、関西学院大学教育学部教授であり、オリーブ実践保育研究
会で学びを共にしている橋本祐子さんを講師にお迎えし、この
講演会を行うことにしました。
　講演会では、「乳幼児期における教育及び保育は、子どもの
健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基礎を培
うものであり、保育者の担う役割は極めて重要である」という
現在の就学前の教育・保育の基本が確認されました。そして求
められる教育・保育の視点は、「子どもが自ら『学ぶ』という視点」
であるということ。「教える」「学ばせる」という大人主導の教
育でもなく、「子どもをただ遊ばせている」ということでもない。
今、幼児期から学童期への接続の重要性が言われていますが、
幼児期と学童期の学びは発達的に違う、まして大人の考えとは
違うという視点に立ち、子どもの学びと保育者の役割を考える
ことの重要性を以下のように話してくださいました。
　子どもは遊びや生活を通して考えます。例えば斜面を転がる
ものと転がらないものを形によって「違う」「同じ」と分類します。
着替えや食事とその準備、片付け、おやつを配るなど基本的生
活習慣やルーティーンの中にも考える機会はたくさんあります。
子どもは「うまくいかないこと」や「大人だったらしないこと」
をたくさんしますが、それは子どもが自分で考え、答えや方法
を見つけようとする姿だと言えます。
　保育者の役割は、子どもがいろいろなものや人に関わり、感じ、
考え、自分で何かを見つけようとする過程を大切にし、見守る
ことにあります。「正しい答え」「正しい方法」を直接教えるの
ではなく、子どもが間違いながらも、自分で答えや方法を見つ
けていけるように支えるのです。それは、子どもを信じる思い

があるからこそ「見守る」ことができるのです。
　子どもには直接教えられることと教えられないことがありま
す。それは、物と関わる遊びだけでなく、人との関わり (共感、
思いやり、葛藤、自己制御など )、集団における協同的な学び、
社会的規範、道徳性の芽生えについても同じことが言えます。
　道徳性についても、幼児期のものの見方は、大人や小学生以
降の子どもとは発達的に違うという視点に立ち、理解すること
が大切です。そして、それが、日々周囲の環境と関わることで、
変化していく姿を子どもの学びとして捉えることが必要だと言
えます。
　幼児の道徳性は他律的で、例えば「うそ」をつくことは、大
人に罰せられるから悪い、罰せられなければ悪くないという判
断をします。そこから少しずつ、相手や周りの人を傷つけたり、
信頼がなくなったりするから、「うそ」をつかないという自律
的な判断ができるようになります。
　子どもに学んでほしいことは、大人の指示通りに動けること
でしょうか、また従順に行動できることでしょうか。そうでは
なく、自分自身で考えて、自ら行動する力＝自律を育てること
なのではないでしょうか。
　人との関わりの中で、子どもは自分の行為が相手や周りの人
にどのように影響を与えているのか考え、学びます。その子ど
もたちの「学び」を支えるために、私たち保育者は、子どもの
考えに耳を傾け、理解をし、子ども自身が考え、決めることが
できる環境をつくっていきたいと改めて思わされた次第です。
　人格形成の基礎が培われるこの大切な乳幼児期にこそ、しっ
かりと主体的に生きる力を育みたいものです。
　今回参加できなかった方々のためにも第 2 弾を計画中です。
どうぞお楽しみに。　　　　　　　田村三佳子（甲子園二葉幼稚園）

3月11日（土）橋本祐子さん3月11日（土）橋本祐子さん
（関西学院大学 教育学部 教育学科教授）（関西学院大学 教育学部 教育学科教授）

総合研究所プログラム総合研究所プログラム

幼稚園・保育所・認定こども園における保育・教育とは
―日々の遊びや生活を通して子どもが「学んでいる」こと―

　賀川豊彦召天57周年記念集会が2017年4月22日（土）に行な
われました。
　賀川記念館での記念集会には61名の方にご参加いただき、召
天57周年を記念して梅村貞造先生（一麦保育園元園長・甲子園
二葉幼稚園顧問）より、『賀川先生と一麦、そして私』という
テーマでお話をいただきました。梅村先生の戦時中の体験や、
賀川豊彦との出会い、一麦教会、一麦保育園についてのお話、

　牧野仲造（まきのなかぞう）は、『天国

にある人々―賀川豊彦先生の弟子たちと松

沢教会の兄妹たち』（1988年）の著者で、

『松沢教会と私―日本キリスト教団松沢教

会創立五十年を迎えて』（1981年）の編集

者のひとりでもあります。左の写真は『天

国にある人々』の奥付けのもの。

　『雲の柱』（賀川豊彦記念松沢資料館の機関誌）の創刊号

（1983年）に収められた「日本社会運動の発祥地＜新川に集ま

った人達＞」の座談会や同誌第6号の「わたしと賀川豊彦」、

そして同じく第10号（1991年秋号）の「神戸新川時代の回顧」

などによれば、牧野仲造は、1903（明治36）年４月５日、兵庫

県小野市日吉町に生れ、1921（大正10）年、神戸イエス団に近

い貿易商品製造工場で働きながら夜学の英語学校で学んでいま

した。そのころ、賀川豊彦の書生をしていた松倉清四郎に誘わ

れて、はじめて賀川豊彦と出会い、同年イエス団において賀川

から洗礼を受けています。丁度それは、川崎三菱大争議によっ

て賀川らが拘束されたころで、牧野は働いていた工場を辞めて

賀川の書生となります。

　1921（大正10）年からの数年――それは灘購買組合の創立、

川崎造船所等の労働争議への参加、「イエスの友会」や「農民

組合」の結成・「雲の柱」の創刊・「水平社運動」や「普選運

動」、「土地と自由」の創刊と「日本農民組合」の創立、「大

阪労働学校」の開校や「復活共済組合」の創立などの激動の

日々――を、牧野は賀川らと共に過ごします。そして1923（大

正12）年９月の関東大震災の救援のため、賀川が神戸を離れる

時も、木立義道や深田種嗣らと共に、神戸港より山城丸に乗っ

て東京へ移ったといわれます。

　牧野はその後、賀川の紹介で1925（大正14）年より朝日新

聞社へ入社。1927（昭和2）年にテル夫人（旧姓千葉）と結婚。

夫妻は1931（昭和６）年４月に創立された松沢教会の信徒・

役員として共に参画。1958（昭和33）年に朝日新聞社を退社

の後は、1947年に設立された松沢生協の専務理事として20年

余にわたって活躍。（この松沢生協は2014年に67年の歴史に

幕を閉じ、解散に伴う残余財産全額を公益財団法人賀川事業

団雲柱社に寄贈されました。）こうして牧野仲造は、1996

（平成８）年11月26日、94年の生涯を終えています。

　なお「イエスの友会中央委員」でもあった牧野には、『百

三人の賀川伝』（1960年、キリスト新聞社）に寄せた玉稿

「セッツルメント運動の先駆」もあります。また私の神戸の

仕事場で「生田川共同住宅」に関する共同研究に関わってい

た神戸市職員の方々が東京に出向き、賀川ハルと賀川純基、

そして牧野仲造の聞き取りを行い、その時の録音（1980年５

月24日）も手元に残されています。

今回から鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (4)が新たにスタートします。その第1回は、牧野仲造氏につ
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　牧野 仲造（1903～ 1996）

そして賀川豊彦と出会えて本当に幸せであったことを興味深く
話していただきました。
　記念集会の後、生活協同組合コープこうべご提供のパンとジ
ュースをいただきしばらく歓談の時を持ち、その後、有志13名
で神戸市舞子墓園にある賀川記念納骨堂を訪れ、墓地の清掃と
上内牧師（神戸イエス団教会）による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。

賀川豊彦召天57周年記念集会開催

新川にて賀川豊彦と共に牧野仲造

ま き  の　　　な か  ぞ う

と り　 が い　  け い　 よ う

鳥飼慶陽の
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　昔懐かしの音楽をみなで楽しみました。ナイトカフェの永遠
の支援者である米田和正さん (みんなげんきジム )と喫茶店の
店主である米田さんのお友達、そして、神戸イエス団教会の加
藤鉄三郎さんと 3人で会場を盛り上げてくれました。そこに、
沖縄の三線を操る？？健吉さんが応援に来て下さって、最後は
カチャシーの踊りで終了。

　昨年のヴァイオリン演奏が好評で、この度 2回目のヴァイオ
リン演奏を東健三さんは実施してくださいました。東健三さん
は、神戸ユニオン教会のメンバーで、プロフェッショナルにも
関わらず、御奉仕いただき、大変感謝です。
　ヴァイオリンで、ロンドンデリーを演奏くださって、5月の
空に空高く飛ぶヒバリを思い起こさせてくれました。ありがと
うございました。

　昨年に引き続き今年もご奉仕くださった”ANGELUS”。ハー
プだけの演奏は、なかなか出会うことがありません。そんな中
で貴重な演奏会。アマチュアの方々のグループですが、腕前は
素晴らしいのです。また、今回は友情出演として、ライアーと
いう小さな珍しいハープの演奏もありました。ありがとうござ
いました。そして、来年も是非お願いしたいです。

ナイトカフェ（2月～6月）天国屋 天国屋ナイトカフェは、毎月第 3金曜日 17:30～21:00 開催しています。
ぜひ、お越し下さい。

（ナイトカフェは、17:30 より行なっています）

　ご好評につき、毎年恒例になりました「竹中真ジャズライブ」
です。今年は、子守唄を中心にピアノのジャズを繰り広げてい
ただきました。毎回、元気で、気さくで、人なつこい竹中真さ
んの魔力に惹き付けられて、2時間が吹っ飛んでいくようでし
た。竹中真さんは、秋のライブも一度チャレンジしてみたいと
のことでした。皆さん、秋のジャズライブもいいですね。
　来年は、初夏？　秋？。みなさん、乞うご期待、ご注目くだ
さい。

ニチレクボール
　de  楽しもう！

ニチレクボールは、地上のカーリング！
夏の夕べ、みんなで楽しく遊びましょう。

2017年7月21日（金）18:00～

07 月 21 日 (fri) ニチレクボール de 楽しもう！

  9 月 15 日 (fri) シリア女性たちのものづくりプロジェクト

10月 20 日 (fri) Romantic Sakuma Quartette

11 月 17 日 (fri) 地球屋本舗＆神戸即興温泉

12月 08 日 (fri)　  クリスマスイベント ( 予定 )

2018 年   1 月 19 日 (fri)、 2 月 9 日 (fri)、 3 月 9 日 (fri) 

天国屋ナイトカフェ 年間スケジュール

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9回は、天国屋カフェ
でお手伝いいただいています林美恩さんをご紹介します。

　林美恩さんは、合同メソジスト教会と香港メソジスト教会か
ら派遣されてる宣教師です。来日5年目になります。赴任教会は、

神戸聖愛教会です。天国屋カフェでは、毎週金曜日に来てお手

伝いしてくれています。提供されるレシピは、香港風で林美恩

風の素敵なメニューです。たとえば、ベジタリアン・バーガー

やオレンジ・レンコン餅、酢豆腐と、不思議なレシピが一杯です。

しかし、とっても美味しくて、お客さんには好評です。

　みなさん、林美恩さんに会いに来て下さい。

　この企画は、神戸イエス団教会で出会った女性からのつなが
りで実現した企画です。「町の上映会」というテーマで映画
（主にドキュメンタリー）を見るという企画です。
　きっかけは、ドキュメンタリー映画の上映会場を探している
という事からでした。種まきシアターというグループで、映画
を通して、持続可能なまちづくりをめざすグループ「トランジ
ッション・タウン神戸」とも恊働しながら、人と人、心と心を
つなげながら、ゆっくり進む、楽しい企画です。
　第一弾は、インドの先住民「ラダック」の生き様を通して、
現代社会を問う映画です。昔懐かしい人々の暮らしから、現在
の自分を問いなおす機会が与えられた素晴らしい時間でした。
　そして第二弾は、6月24日に「だれもしらないみつばちのも
のがたり」を上映しました。今後、年3～4回のペースで続けて
いきたいと思います。

世界で生産される食料の3分の1は食べられることなく廃棄され
ている。その重さは世界で毎年13億トン。「捨てられてしまう
食材を救い出し、おいしい料理に変身させよう！」と考えた食
材救出人のダーヴィド。植物油で走れるように自ら改造した車
に、ゴミ箱でつくった特製キッチンを取り付け、ヨーロッパ5
カ国の旅へ出発。・・・食の現在と未来を照らし出していくエ
ンターテイメント・ロードムービー。（映画の公式サイトより）

　今年度より、ナルコティック アノニマス(以下、NA)ミーテ
ィングが始まりました。毎週土曜日に自助グループのミーティ
ングを実施しています。薬物依存からの回復を目指す薬物依存
者の国際的かつ地域に根ざした集まりです。主催しているのは、
一般社団法人神戸ダルクヴィレッジ。今後も賀川記念館として
は、見守りながら寄り添っていきたいと思います。

ANGELUS コンサートANGELUS コンサート

3月10日　昔懐かしい3月10日　昔懐かしい

60's and Oldiesを聞きながら60's and Oldiesを聞きながら 6月16日　竹中 真　Jazz Live6月16日　竹中 真　Jazz Live

5月20日　ヴァイオリン演奏5月20日　ヴァイオリン演奏

町の上映会

NAミーティング

6月24日　だれもしらない

　　　　　　　　みつばちのものがたり

6月24日　だれもしらない

　　　　　　　　みつばちのものがたり

天国屋カフェの皆さん（右から 2人目が林美恩さん）

賀川記念館のボランティア  ⑨ 「天国屋カフェ」  林 美恩さん

8月12日（土）13:00～8月12日（土）13:00～

参加費500円＋飲み物代参加費500円＋飲み物代

上映予告上映予告
「0円キッチン」上映会とお話「0円キッチン」上映会とお話

映画『0円キッチン』オフィシャルサイト
　　　　http://unitedpeople.jp/wastecooking/

 りん      み    おん

薬物問題は解決できます

神戸ダルクヴィレッジ

kobe.darc@gmail.com
www.kobedarc.org

一般社団法人

2月10日　ハープアンサンブル2月10日　ハープアンサンブル

東　健三さん東　健三さん

参加お申込は賀川記念館まで　tel 078-221-3627

竹中真ジャズライブ
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KAGAWA GALAXY (4)

　友愛幼児園は保育園として、保育を必要とする地域の子ども
たち、保護者の支援をしてきました。1935 年、保育園でも、
幼稚園でもない子どもたちが集う園として、賀川豊彦が「幼児
園」と命名し、今日に至っています。子どもたちにとって何が
大切かは、保育園でも幼稚園でも変わることはないと思います。
新たにこども園として再出発する中で、もう一度友愛幼児園の
歴史を振り返り、保育の内容を考えていきたいと思います。

　1964 年から賀川記念館で行ってきた学童保育「ひまわり」で
すが、2017 年度からコミスタこうべ 2 階北側の教室に移転し
ました。神戸市の協力をいただき、保育室は広く、きれいになり、
広いグランドを使って思いっきり遊ぶことができます。神戸市
の民間学童保育第 1 号としてやってきた「ひまわり」の歴史や
当初の思いを忘れず、賀川記念館、友愛幼児園、また二宮児童
館とも連携して、子どもたちを見守っていきたいと思います。

幼保連携型認定こども園になりました

友愛幼児園

コミスタこうべに移転しました
学童保育ひまわり

　就学前の教育と言われますが、果たしてそれは小学校入学に
向けて文字や数を教えることなのでしょうか。これまで幼稚園
では教育、保育所は保育と誤った分け方をされることが多くあ
りました。しかし、子どもたちの生きる力を育てるために、幼
稚園も保育所も、認定こども園も、どの施設に通っても質の高
い教育・保育を保障するという視点から保育所保育指針、幼稚
園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の整合性
が図られています。では、質の高い教育・保育とはどういうこ
となのかを明らかにしたいと考え、総合研究所プログラムとし
て、関西学院大学教育学部教授であり、オリーブ実践保育研究
会で学びを共にしている橋本祐子さんを講師にお迎えし、この
講演会を行うことにしました。
　講演会では、「乳幼児期における教育及び保育は、子どもの
健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基礎を培
うものであり、保育者の担う役割は極めて重要である」という
現在の就学前の教育・保育の基本が確認されました。そして求
められる教育・保育の視点は、「子どもが自ら『学ぶ』という視点」
であるということ。「教える」「学ばせる」という大人主導の教
育でもなく、「子どもをただ遊ばせている」ということでもない。
今、幼児期から学童期への接続の重要性が言われていますが、
幼児期と学童期の学びは発達的に違う、まして大人の考えとは
違うという視点に立ち、子どもの学びと保育者の役割を考える
ことの重要性を以下のように話してくださいました。
　子どもは遊びや生活を通して考えます。例えば斜面を転がる
ものと転がらないものを形によって「違う」「同じ」と分類します。
着替えや食事とその準備、片付け、おやつを配るなど基本的生
活習慣やルーティーンの中にも考える機会はたくさんあります。
子どもは「うまくいかないこと」や「大人だったらしないこと」
をたくさんしますが、それは子どもが自分で考え、答えや方法
を見つけようとする姿だと言えます。
　保育者の役割は、子どもがいろいろなものや人に関わり、感じ、
考え、自分で何かを見つけようとする過程を大切にし、見守る
ことにあります。「正しい答え」「正しい方法」を直接教えるの
ではなく、子どもが間違いながらも、自分で答えや方法を見つ
けていけるように支えるのです。それは、子どもを信じる思い

があるからこそ「見守る」ことができるのです。
　子どもには直接教えられることと教えられないことがありま
す。それは、物と関わる遊びだけでなく、人との関わり (共感、
思いやり、葛藤、自己制御など )、集団における協同的な学び、
社会的規範、道徳性の芽生えについても同じことが言えます。
　道徳性についても、幼児期のものの見方は、大人や小学生以
降の子どもとは発達的に違うという視点に立ち、理解すること
が大切です。そして、それが、日々周囲の環境と関わることで、
変化していく姿を子どもの学びとして捉えることが必要だと言
えます。
　幼児の道徳性は他律的で、例えば「うそ」をつくことは、大
人に罰せられるから悪い、罰せられなければ悪くないという判
断をします。そこから少しずつ、相手や周りの人を傷つけたり、
信頼がなくなったりするから、「うそ」をつかないという自律
的な判断ができるようになります。
　子どもに学んでほしいことは、大人の指示通りに動けること
でしょうか、また従順に行動できることでしょうか。そうでは
なく、自分自身で考えて、自ら行動する力＝自律を育てること
なのではないでしょうか。
　人との関わりの中で、子どもは自分の行為が相手や周りの人
にどのように影響を与えているのか考え、学びます。その子ど
もたちの「学び」を支えるために、私たち保育者は、子どもの
考えに耳を傾け、理解をし、子ども自身が考え、決めることが
できる環境をつくっていきたいと改めて思わされた次第です。
　人格形成の基礎が培われるこの大切な乳幼児期にこそ、しっ
かりと主体的に生きる力を育みたいものです。
　今回参加できなかった方々のためにも第 2 弾を計画中です。
どうぞお楽しみに。　　　　　　　田村三佳子（甲子園二葉幼稚園）

3月11日（土）橋本祐子さん3月11日（土）橋本祐子さん
（関西学院大学 教育学部 教育学科教授）（関西学院大学 教育学部 教育学科教授）

総合研究所プログラム総合研究所プログラム

幼稚園・保育所・認定こども園における保育・教育とは
―日々の遊びや生活を通して子どもが「学んでいる」こと―

　賀川豊彦召天57周年記念集会が2017年4月22日（土）に行な
われました。
　賀川記念館での記念集会には61名の方にご参加いただき、召
天57周年を記念して梅村貞造先生（一麦保育園元園長・甲子園
二葉幼稚園顧問）より、『賀川先生と一麦、そして私』という
テーマでお話をいただきました。梅村先生の戦時中の体験や、
賀川豊彦との出会い、一麦教会、一麦保育園についてのお話、

　牧野仲造（まきのなかぞう）は、『天国

にある人々―賀川豊彦先生の弟子たちと松

沢教会の兄妹たち』（1988年）の著者で、

『松沢教会と私―日本キリスト教団松沢教

会創立五十年を迎えて』（1981年）の編集

者のひとりでもあります。左の写真は『天

国にある人々』の奥付けのもの。

　『雲の柱』（賀川豊彦記念松沢資料館の機関誌）の創刊号

（1983年）に収められた「日本社会運動の発祥地＜新川に集ま

った人達＞」の座談会や同誌第6号の「わたしと賀川豊彦」、

そして同じく第10号（1991年秋号）の「神戸新川時代の回顧」

などによれば、牧野仲造は、1903（明治36）年４月５日、兵庫

県小野市日吉町に生れ、1921（大正10）年、神戸イエス団に近

い貿易商品製造工場で働きながら夜学の英語学校で学んでいま

した。そのころ、賀川豊彦の書生をしていた松倉清四郎に誘わ

れて、はじめて賀川豊彦と出会い、同年イエス団において賀川

から洗礼を受けています。丁度それは、川崎三菱大争議によっ

て賀川らが拘束されたころで、牧野は働いていた工場を辞めて

賀川の書生となります。

　1921（大正10）年からの数年――それは灘購買組合の創立、

川崎造船所等の労働争議への参加、「イエスの友会」や「農民

組合」の結成・「雲の柱」の創刊・「水平社運動」や「普選運

動」、「土地と自由」の創刊と「日本農民組合」の創立、「大

阪労働学校」の開校や「復活共済組合」の創立などの激動の

日々――を、牧野は賀川らと共に過ごします。そして1923（大

正12）年９月の関東大震災の救援のため、賀川が神戸を離れる

時も、木立義道や深田種嗣らと共に、神戸港より山城丸に乗っ

て東京へ移ったといわれます。

　牧野はその後、賀川の紹介で1925（大正14）年より朝日新

聞社へ入社。1927（昭和2）年にテル夫人（旧姓千葉）と結婚。

夫妻は1931（昭和６）年４月に創立された松沢教会の信徒・

役員として共に参画。1958（昭和33）年に朝日新聞社を退社

の後は、1947年に設立された松沢生協の専務理事として20年

余にわたって活躍。（この松沢生協は2014年に67年の歴史に

幕を閉じ、解散に伴う残余財産全額を公益財団法人賀川事業

団雲柱社に寄贈されました。）こうして牧野仲造は、1996

（平成８）年11月26日、94年の生涯を終えています。

　なお「イエスの友会中央委員」でもあった牧野には、『百

三人の賀川伝』（1960年、キリスト新聞社）に寄せた玉稿

「セッツルメント運動の先駆」もあります。また私の神戸の

仕事場で「生田川共同住宅」に関する共同研究に関わってい

た神戸市職員の方々が東京に出向き、賀川ハルと賀川純基、

そして牧野仲造の聞き取りを行い、その時の録音（1980年５

月24日）も手元に残されています。

今回から鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (4)が新たにスタートします。その第1回は、牧野仲造氏につ
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　牧野 仲造（1903～ 1996）

そして賀川豊彦と出会えて本当に幸せであったことを興味深く
話していただきました。
　記念集会の後、生活協同組合コープこうべご提供のパンとジ
ュースをいただきしばらく歓談の時を持ち、その後、有志13名
で神戸市舞子墓園にある賀川記念納骨堂を訪れ、墓地の清掃と
上内牧師（神戸イエス団教会）による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。

賀川豊彦召天57周年記念集会開催

新川にて賀川豊彦と共に牧野仲造

ま き  の　　　な か  ぞ う

と り　 が い　  け い　 よ う

鳥飼慶陽の
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にわたる分野で事業に臨んでいた賀川豊彦を支え、その仕事
を支えていたハルの活力が結婚前から続いていたということ
はわかる。彼女でなければ、賀川豊彦を妻として支えられる
人物はいなかったのではないだろうか。私が感銘を受けたのは、
彼女のその精力的な生き方と、もう一つ、夫である賀川豊彦
を支える真っすぐな考え方とが有る。結婚当初は夫に勉強を
教わり、夫が留学すれば自分も大学で学び、夫が社会福祉に
尽力すれば、自らも命をなげうってまで周囲の人々の助けに
なろうとした彼女の生き方にはゆるぎがない。これは私の憶
測でしかないが、正直者で、しっかり者な彼女は、反対の中
で賀川豊彦と結婚すると決めたときから、彼の生き方につい
ていくと決めていたのではないだろうか。だからこそ、夫、
賀川豊彦がなくなった時、その意志を引き継ぎ、活動を続け
ようとする意気込みと、彼を支え続けたという自信が生まれ
たのではないだろうか。
　日清戦争をはじめとした戦争が続く、めまぐるしい時代の
中で、こんなにもたくましく、真っすぐに夫を思い、天に尽
くした女性がいると知って本当に感動した。今の時代では、
妻が夫に尽くすべきという考えを男女差別と捉える人もいる
が、彼女に関して言えば、男女協同を訴え、自身も社会に積
極的に進出して講演や執筆を行うなど、妻としての生き方と、
今で言うキャリアウーマンとしての生き方を、まさに両立し
ていたのだろう。

　今回 3 つ或るレポートのテーマの中から、賀川ハルについて
選んだ理由は 2 つある。1 つはハルの一生を展示から学ぶ事で、
賀川豊彦の生涯を通した活動をより理解出来た事。もう一つは
ハルの考え方や生き方にとても感銘を受けたことだ。そこで賀
川ハルがどのような人物だったのかについて、展示で学んだハ
ルの一生と功績、またそれに対する私の印象や感想を加えて述
べていきたい。
　まず、賀川豊彦と結婚する前のハルについては、とても平凡
な一人の少女だったのだろうという印象を受けた。家計を支え
るために働いたり、叔母の死を見て、神の愛に疑問を持つよう
になったりと、その考え方や苦労、葛藤は、形は違えど誰もが
経験するものだと感じた。一方で小学校の頃、とても成績優秀
だったという事や、印刷会社で女工頭として働いていたことな
ど、結婚後の彼女の仕事ぶりが垣間見えるような事実もあった。
　彼女にとって、賀川豊彦との結婚生活は激流の中を泳ぐよう
なものだったのではないかと思った。それは、父の反対を押し
切って婚約に至ったところからすでに始まっていたのではない
だろか。自分自身が失明や、貧困などの状況に陥りながらも、
夫を支え、家事と仕事をやりくりし、大学生活を過ごし、子育
てもしていたという精力的な生き方に、大きな衝撃を受けた。
キリスト教を説く夫の生涯をかけた目標に、自分自身の生涯を
かけて尽くすという事が、どれほど大変な事だったか今の私で
は到底想像する事が出来ない。それでも、福祉事業、医療、著
作活動、平和運動に協同組合運動など、書ききれないほど多岐

梅原綾菜さん（大阪教育大学）

『賀川ハルについて』

　賀川ハルさんの没後 35 年に当たる 5 月 5 日から 31 日迄 27
日間にわたり賀川記念館 4 階にて『賀川ハル展』を開催いたし
ました。174 人の方の御来館をいただきました。その内容を、
大阪教育大学から実習に来ておられた梅原綾菜さんのレポート
が大変良く纏まっていましたので、ご本人にご了解をいただき
掲載致します。

『賀川ハル展』を開催しました『賀川ハル展』を開催しました
　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
ランティアの方々の協力のもと、また「ウェスレー財団」「神
戸ユニオン教会」「（株）老祥記・豚まん募金」の助成・協力を
受けて活動を行うことができました。
　2016 年度　＊金曜　47回　＊火曜　1名　46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、年々増
え続け、今年度は中国からきた 4 年生の子が 3 人と、短期です
がフィリピンからきた青年 2 人、ラトビアからきた 5 年生が 1
人と年度末には 17 名となりました。1 からの日本語学習を必
要とする子ども達の来日が多くなったように思います。
　また年度末には中国人留学生の方や、5年目を迎えるコーディ
ネーターの方も含め計 4 名が卒業され、新たに 2 名の留学生、
そして香港からの宣教師の方が来てくださっています。また、
社協からの紹介等により、数名のボランティアの方が来てくだ
さり、支援者は当初の 4 人から増え、現在ではボランティア
16人と職員 1人となっています。
2、活動の広がり
　毎週金曜日の学習支援、夏期には夏休みの宿題の消化と学習
習慣を絶やさないために、昨年と同様に4回集中講座をしました。
自由研究などを通して工作や絵を描いたり、観察日記などに挑
戦しました。
　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
児童の学習支援は継続しています。8 月末に来日した児童につ
いては、週一回日本語学習を増やして対応していきました。
　来日間もない子どもたちの駆け込む場として、幼稚園児や中
学生でまだ学校に行ってない人、高校に行っていない人たちへ
の対応として、日本語指導を別時間で始めました。
3、成果
　子どもたちは、日本の学校にも慣れていく様子も見られ、学
習の内容が理解できるようになってきたようにま感じます。「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」などの教材を使い、日本
語を理解するように進めています。

はいず
　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っていま
す。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
　人数も増え、ホールを中心に借りられるようになってきてい
て助かっています。しかし、人数に対する教材や辞典が多くなり、
置き場を考えると少し手狭に感じています。
　参加児童が増えてくると、支援の方が足りなくなることも考
えられるので、1対 1の支援を中心に考えると、支援者の増加、
また継続的な支援が求められます。
　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、3 名が卒
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、
中央区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をし、積極的に取り組んでいきたいです。
　教科書の変更に伴う問題集・ドリルの購入や、文具など消耗品、
また、ボランティアの方の交通費や、他の必要経費も含め、運
営のための費用確保も必要となりますので、継続的な運営のた
めの課題として取り組んでいきたいと思います。

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。
2017 年 2月 1日から 5月 31 日までの報告をさせていただきます。
 賛助会費 　　　541,000 円
　　　　　　　　寄付金     　   535,431 円
 真愛ホーム・友愛幼児園    　　   61,000 円
　　　　　　クリスマス 　  　　38,000 円
　　　　　　　　総合計        1,175,431 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。

谷田志津代　近松文子　張さつき　辻早苗　辻本久夫　常峰明希
鶴崎祥子　出口健治　手塚葉子　年清彰雄　鳥飼慶陽　永井美香
長尾文雄　中﨑和代　中野素子　名越信次　鍋谷由美子　
滑川静夫　滑川敏子　成宮順子　西内芳子　西海弘子　西垣光代
西田登紀子　能見あすみ　野瀬千津子　野世英水　芳賀祐子　
元正章　馬場一郎　久川正博　平井真未　平木是　平林喜博　
広崎仁一　深田未来生　福井宣昭　福井香代子　福井康代　
本城智子　牧田稔　松井美幸　松長乃生　松本佑美子　三上展
三浦哲朗　三浦啓子　道上康彦　光田豊茂　宮本有姫　村岡敏子
森文子　森田弘子　森畑哲洋　森本芙紗子　八木憲一郎　
安岡則武　矢野幸治　矢野寛子　山川信一郎　山口あい子　
山口政紀　山口洋子　山城尚子　横山直美　横山素子　横山昌彦
吉村京子　吉村毅　吉山章子　米田和代　米田成己　李善惠　
劉燕子　渡部美津江

寄付金（団体）：
One Village One Earth　West Tokyo Union Church　尼崎教会
ウェスレー・ファウンデーション　賀川豊彦召天記念集会　風車
神戸イエス団教会　神戸イエス団教会英語礼拝　
神戸ユニオン教会　全労済中日本事業本部　天国屋スタッフ　
民児協八雲地区

寄付金（個人）：
榎本てる子　上内鏡子　二河照子　原田好司　松田康之　
八木憲一郎

クリスマス献金（団体）：
一麦保育園　関西学院宗教活動委員会　宝塚教会

友愛幼児園寄付（団体）：
　神戸ユニオン教会

真愛ホーム・友愛幼児園寄付（個人）：
　紀伊茂　竹谷俊彦　谷垣わきゑ　西田登紀子　山田達造

賛助（団体）：
有限会社イースター式典社　共栄火災海上保険株式会社　
日本基督教団神戸雲内教会　株式会社多い夢　株式会社ディ・オー
公益社団法人徳島県労働者福祉協議会　山倉精肉店
日本食研ホールディングス株式会社

賛助（個人）
赤本公孝　秋田喜代子　阿部洋子　石井里奈　石田規矩子　
石田チヅコ　石場紘彦　石端利臣　石丸鐵太郎　五十棲敦江　
磯部亜希子　磯前則光　井上淳信　岩切幸子　植月優子　
宇治加奈子　占部雅史　衛藤静香　遠藤法子　大越忠　大塚善彦
岡田周子　岡田勇　岡田誠一　越牟田愛子　小野勅紘　加藤壽宏
加藤鉄三郎　金子実咲　金丸裕一　刈谷雅夫　川井ふみ子　
河内明　河崎紀子　川那辺康一　川端俊之　木下涼香　久保正幸
久保惠三郎　久保恭子　黒田絢　桑原民　小坂藤乃　小西桂子　
小西孝蔵　小宮山盛昭　小山田琴美　是澤久美子　近藤孝子　
近藤佳子　齋藤和久　齊藤宏　坂井久美　櫻谷昌代　酒口彩音　
佐々木正夫　志方京三　重元勝　師玉健男　篠田有記　島田恒　
島津陽子　清水里美　下地徹　正垣幸一郎　白崎絹子　須貝強
新野三四子　杉本知佐　杉山精一　杉山博昭　鈴木慶三郎　
住友一英　住友勝子　十亀仁恵　関紀美子　竹尾祐子　武知忠義
竹之内唯　田中供子　田中寛　田中道子　谷垣わきゑ　田野里美

また、午後からは「賀川ハルさんってどんな人？」というテーマで
対談が行なわれました。写真右から、岩田三枝子氏（東京基督教大
学准教授）、冨澤康子氏（東京女子医科大学助教）、西 義人氏（賀川
記念館参事）

5 月 5 日午前中には、賀川記念館語り部の皆さんによる賀川ハルに
ついての研究発表が行なわれました。

外国にルーツを持つ子どもの学習教室 （２０１6年度の取り組み）

2017 年 2月 1日～ 2017 年 5月 31 日現在（敬称略 順不同）
十分確認しておりますが、誤り等ございましたらお知らせいただきたく、
お願い申し上げます。
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工場街の裏道に、貧民街の街頭に、
共に祈りし妻恋し、
千万金を手にしつつ、襦袢の袖口つくろいて、
人に施す妻恋し、
財布の底をはたきつつ　書物数えて売りに行く、
無口な強き妻恋し

　　　　この詩は賀川豊彦がハルに送った
  　クリスマスプレゼントです
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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 51 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5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

『志を引き継ぐ』
　今年の 5月 5日は賀川ハルさんの没後 35年です。賀川記念
館ではこの事を記念して『賀川ハル展』を 5月末迄開催しまし
た。5月 5日当日は、賀川豊彦・ハルのお孫さん『冨澤康子』
さん（東京女子医科大学助教）をお招きし、ご講演をいただき
ました。その内容をご報告致します。

1）祖母　賀川ハルの言葉
何時も言ってた事は、

『努力し、信じれば神様がちゃ
んとしてくださる』

『神は公平です。不平不満を
言わない事』

『一円を粗末にしてはいけな
い、一円足りなくても電車に
乗れない』

髪の毛を染めるのがはやった
頃、貧しかったのも有るが、
おしゃれはできず、『しらが

は神様がくださった老人の冠よ』と言っていました。

人は私が豊彦に似ていると言いますが私は祖母に似ていると
思っています。結婚式の時の祖母の写真は私の高校生の時と
そっくりです。祖母はうすいですが唇にホクロが有ります。母
にも有ります。私も右下の同じ位置に有ります。私は祖母に似
ています。

祖母はお客様に『お腹は空いていませんか』と尋ね、お腹をす
かせたまま帰しませんでした。何時も相手の事を気にかけてい
ました。

2）祖母　賀川ハルを観て
祖母はよく働きました。相手を思いやる感謝の気持ちでいまし
た。それを言葉で、文章で、態度で発信しました。筆まめでした。
会った人にはお礼状を書きました。日記に何時、誰と会い、ど
んな話をしたか書き留めていました。

又、聞き上手でした。幼い私の話でも話しの腰を折らずおしま
いまで聞いてくれました。効果的なコミュニケーションを形成
していました。そのために膨大な数の知人を持っていました。
今で言うネットワークを形成していました。そのため豊彦がな
くなってから困る事がなかったと思います。

冨を分ける

　新宿のガード下に女の物乞いがいました。祖母はそこを通る
とその女性にかならず 100円札を何枚か弁当箱に入れていまし
た。ラーメンがいっぱい 25円ぐらいのときです。私たちには
一円を大切にしろと言ってたのに、と思った事が有りました。

肉が好き

　梅子叔母（ハルの次女）が一緒に住んでいた時、鮭が続いた
ら『すき焼きがいい』と言いました。外食に行くときは、食べ
きれない場合を考えて、弁当箱を持参していました。今で言う
ドギーバッグの走りです。

3）母千代子（ハルの長女）はハルを観て
奉仕の精神で生活していたので、豊彦が家にいると自分のため
の針仕事も出来なかった。娯楽はなかった。

家では音楽は賛美歌のみ、歌謡曲は知らない。

観劇に行った事がなかったし、映画を観た事がなかった。その
ため、祖母は映画スターの名前を知らなかった。

でも、漬け物を漬けるのは上手だった。

戦時中は食べ物がなく、芋の葉やツルを食べました。それでも
闇米は買わなかった。

進駐軍の残飯を料理した飯屋が有った。タバコの吸い殻やマッ
チ棒が入っていた事が有った。

純基叔父が飼っていた猫が近所の家から闇で手に入れたと思わ
れる魚をとって来た。みんなで神がくださったといいながらお
いしく食べた。

刑務所から今朝出て来た人が食卓に座っていて、一緒に食べた。

4）今の私に役に立っている事
筆まめに発信する習慣

研究室に来る訪問者を、お腹を空かして帰さない。一緒に食事
に行き、コミュニケーションを深める。食事代の投資はもっと
大きくなって返ってくる。

前向きな考え方

ストレスがない

このように賀川家の様子をハルさんの言動を中心に楽しくお話
いただきました。賀川家の様子が目の前に現れるように感じら
れ、清貧であり且つ暖かな家庭のことを楽しくお聞きする事が
出来、豊かな気持ちにになったひとときでありました。

　私たちはこのようなお話、賀川豊彦の周りにいた人達の活動
や生活の仕方に触れるたびに、この賀川記念館やイエス団各施
設の使命を思い出す事が出来ます。日常の目の前の仕事に目を
奪われて、賀川豊彦やハルさんや一緒に働いた仲間の志を忘れ
がちです。このような機会にもう一度賀川豊彦やハルさんとそ
の仲間たちの志を引き継いでいく事を確認したいと思います。

「子どもの貧困」を考える
～WACCAの活動を通して～
講師 茂木 美知子さん

11月 11日（土）14:00 - 16:00

現代社会とキリスト教
～“性”とキリスト教 vol.2～

ー 聖書から考える ー
講師 水野 隆一さん　関西学院大学神学部教授
10 月 28日（土）14:00 - 16:00

2017年
 2月
01 （水）魚住コープ委員会（説明・見学）　
　　　　全労済西日本福岡（出張講演）
07（火）神戸市民生活協同組合（説明・見学）　語り部企画委員会
08（水）神戸市民生活協同組合（説明・見学）
09（木）神戸市民生活協同組合（説明・見学）　
　　　　 聖和短期大学（賀川ウォーク）
10（金）神戸市民生活協同組合（説明・見学）　ナイトカフェ
11（祝）コア 100 賀川 100 年シンポジウム
14（火）園田コープ委員会（説明・見学）　
　　　　京都労働者福祉協議会（出張講演）
15（水）JA三重（説明・見学）
18（土）講演会（早川千晶さん）
21（火）龍野人権擁護委員協議会宍粟部会（説明・見学）
22（水）奈良県吉野郡人権教育推進協議会（説明・見学）
23（木）豊中南コープ委員会（説明・見学）

 3 月     
01（水）加西コープ委員会（説明・見学）
08（水）塚口コープ委員会（説明・見学）
10（金）ナイトカフェ
11（土）講演会（橋本祐子さん）
14（火）深江コープ委員会（説明・見学）
15（水）社会貢献活動委員会（出張講演）
16（木）東京キリスト教大学（見学・賀川ウォーク）
18（土）三木市人権推進課（説明・見学）

 4 月     
15（土）宮城労働者協済生活協同組合（説明・見学）
19（水）全労済中日本事業部（説明・見学）
21（金）ナイトカフェ
22（土）墓前集会（梅村貞造先生）
28（金）循道衛理聯合教会（説明・見学）

 5 月     
05（祝）賀川ハル展（語り部研究発表・対談）
09（火）韓国マンナ教会（説明・見学）
15（月）全労済職域事業本部（説明・見学）
19（金）ナイトカフェ
21（日）全国 YWCA（説明・見学）
24（水）共栄火災新人職員（説明・見学）
25（木）全労済中日本事業本部（説明・見学）
26（金）コア 100 賀川例会（於 コープこうべ）　キャロル英会話（見学）
27（土）コープこうべ・エフコープ（説明・見学）

　記念館ミュージアム入場者数
2 月　一般 042 名　団体  159 名　 行事　292 名　合計 493 名
3月　一般 052 名　団体 126 名　 行事　241 名　合計 419 名
4月　一般 0 30 名　団体  074 名　 行事　206 名　合計 310 名
5月　一般    67 名　団体  112 名　 行事    207 名　合計 386 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

24（金）小南氏（賀川ウォーク）
26（日）吹田市人権協青山地区委員会（説明・見学）
31（金）語り部企画委員会
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NPO法人 女性と子ども支援センター
ウイメンズネット・神戸　理事

冨澤康子さん

晩年の賀川ハル　自宅で

※講演会の最新情報は、賀川記念館ホームページに掲載いたしますので、ぜひご覧ください。　 http://core100.net/
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