神戸イエス団教会

Volunteer 2017 年 12 月 vol.

クリスマス礼拝 ＆ クリスマスイブ礼拝のご案内
クリスマス礼拝＆祝会
クリスマスイブの夕べ
どなたでも、お越しください。

12 月 24 日 ( 日 ) 10：30〜13：30
12 月 24 日 ( 日 ) 17：00〜18：00
My Christmas Story ( 呼びかけ人：上内鏡子 )

日本キリスト教団 神戸イエス団教会
tel 078 (251) 4870
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社会福祉法人・学校法人 イエス団

神戸イエス団教会ホームページと Facebook、
ぜひごらんください。

http://core100.net/kjbc/

総合研究所プログラムのご案内

いのちが分断される時代に
〜伴走と言う生き方〜
お

講師

く

だ

と

も

し

奥田 知志さん
ほうぼく

講師プロフィール

「北九州越冬実行委員会」事務局長に就任。同年、東八幡
キリスト教会牧師に。また、
その翌年、
「NPO法人北九州ホー
ムレス支援機構」を設立。路上生活者の生活を支えながら、
自立支援住宅の建設などに取り組んできた。 2007 年に
は、ホームレス支援全国ネットワークの代表に就任。北九
州での活動の理念や取り組みが多くのマスコミに取り上げ

2018 年 1 月 14 日（日）
参加費：無料

（お申込は、お名前、ご連絡先を
メール・fax・tel いずれかでお知らせください。）
※午前中に礼拝も行なわれます。
宣教題： 黙祷 〜希望の到来〜
説教者：奥田 知志（東八幡キリスト教会牧師）
日 時：2018年1月14日（日）10：45〜11：30

第一回 賀川豊彦賞

（主催：公益財団法人賀川事業団雲柱社）を受賞 !!

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（木）〜1 月 3 日（水）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 23 日（土）〜1 月 4 日（木）休業いたします。
天国屋ナイトカフェ 2018 年 1 月 19 日（金）17:30〜
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発行者

馬場一郎

発行所

賀川記念館
〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627
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この二つの言葉を心において、地域を見ていく事で見え
てくることがあります。そのことを捉えてプログラム化し、
事業化していく。この 8 年間少しずつですが、その実践を
してきました。
地域の課題に気づき、その課題について誠実に向き合っ
ていきたいと考えています。特に賀川記念館は友愛幼児園
と共にあり、子どもたちの生活に近い位置にあります。保
育園（2017 年度よりこども園）が制度による事業であり、
なかなか制度を越えて課題解決をしていくことが難しい現
状があります。その制度を越えた課題を賀川記念館で受け
止めて、プログラム化していくことを行ってきました。
「外国にルーツをもつ子どもたちの学習支援 はいず 」
は、今年で 5 年目を迎えます。特に広報はしていませんが、
口コミで広がり、現在 18 名の子どもと 2 名の保護者が学

制度の中で運営している友愛幼児園（幼保連携型認定こ
ども園）
、二宮児童館、学童保育、児童発達支援事業、放
課後等デイサービス、そして制度の隙間をぬって行ってい
る制度外の事業として、
「外国にルーツをもつ子どもたち
の学習支援」
、
「ひとり親家庭の学習支援」
、
「天国屋カフェ」
、
また「賀川記念館ミュージアム・研究所（福祉学習の拠点
として）
」を行い、常に地域に目を向けて、課題に気づき、
発信、啓発を行い、実践していく場としての役割を継続し
ていきたいと思っています。
2017 年、ありがとうございました。そして 2018 年もど
うぞよろしくお願いいたします。賀川記念館の活動に目を
向け、時々ご来館ください。ミュージアムで学び、カフェ
でおいしい食事をどうぞ。
館長 馬場一郎

また同じ冊子の中に阿部志郎先生の言葉があります。

られる。

vol.

セツルメントは、法律の義務や行政の責任によって設け
られたのではない。純粋な民間活動として始まった。
「公」
が手をつける前に、なすべき真の福祉の課題を発見して、
それに挑み、他人がしたがらないことを進んでする精神に
よって基礎づけられた。この精神を「ボランタリズム」と
いう。
「公」が金を出そうが出すまいが、愛に迫られて、
福祉ニードに対応してやまない。自己をささげても守るだ
けの価値を対象者に見出すが故に、主体的に応答しようと
する思想を指す。

んでくれています。特に中国の子どもが多く、中国人のボ
ランティアの方（神戸大学の留学生）と はいず で、中
国語で楽しく話ができることでいい居場所になっていると
感じています。
ひとり親家庭の子どもの学習支援は 3 年目を迎えます。
5 人の子どもたちですが、週 1 回、できるだけ個別に学習
支援を行い、さらに月 1 回ですが、みんなでお弁当を作って、
遊びに出かけたり、野外活動に行ったり、ボーリングに行っ
たり、またみんなで買い物に行き、みんなで料理し、食卓
を囲んでおいしく食べる、という取り組みを行っています。
子どもたちが家庭や学校ではない場所で、大学生のボラン
ティアや先生と学習や遊び、食事等を共にすることで、ま
た違うロールモデルと出会い、刺激を受けてほしいと思っ
ています。
また、2010 年事業開始時から、賀川記念館 4 階には天
国屋カフェがあります。賀川豊彦が貧しい人たちの栄養不
足の解消のために、1910 年一膳飯天国屋を始め、その後
100 年後に天国屋という名前を継承し、再開しました。木、
金、土曜日のランチと月 1 回の夜のカフェ（ナイトカフェ）
を開催しています。天国屋カフェのテーマは「生きづらさ
を抱えた人たちの居場所」です。少しずつですが、リピー
タも増え、いろいろな方が集い、交流できるスペースとし
て定着してきています。これからも居心地のいい、安心で
きる、楽しい、そして新たな出会いのある場所として、継
続していきたいと考えています。

2017 年が終わります。2009 年に賀川記念館の建て替え
を行い、2010 年から事業を再開し、8 年が過ぎました。
賀川記念館の働きを考える時、私がいつも意識しているの
は、村山盛嗣先生が書かれた文章の言葉です。
「賀川記念
館 10 年のあゆみ」から抜粋させていただきます。
かつて先生は「セツルメント事業の根本原理は、人格交
流運動であると」と断言いたしましたが、記念館の第一の
使命はこの原理を徹底する事だと信じます。セツルメント
運動を革命の一手段とする流れが存在している中でいよい
よその観を深くします。また先生は常に社会事業に於ける
開拓的役割を果たしてまいりました。記念館の第二の使命
は、この精神を継承することだと信じます。そのために記
念館は社会事業に於ける臨床実験的役割を思い切って引き
受けていくべきだと思います。

（NPO 法人 抱樸 理事長）
1963 年、滋賀県生まれ。1990 年にホームレス支援組織

13:30 〜 15:00

〜 この 1 年を振り返って 〜

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51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 5 日、第 51 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。晴天に恵まれ、
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 600 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 51 回を迎えました。この 51 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
812,520 円（寄付、賛助広告含む）
支出計
231,566 円
収益計
580,954 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 37,640 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
②賀川記念館ミュージアム運営のため
③友愛幼児園保育教材購入のため
④東日本大震災と熊本地震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：
SUNNY HOUSE 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 イナハラ
伊藤荒物店 きむらクリニック 小倉商店 小﨑整骨院
大阪よどがわ市民生活協同組合 業務スーパー大安亭店
コーヒーショップかたぐるま 理容九州 寿司清たつ
共栄火災海上保険株式会社 近畿労働金庫 コープエイシス
神戸キリスト教書店 神戸ハーバー歯科クリニック 悟空
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 ファイン
フォトショップヒューマン 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 味正堂 三木屋
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）：民児協八雲地区
寄付金（個人）：
秋田喜代子 飯岡聰 梅村貞造 加藤壽宏 川﨑圭子
河野洋子 近藤孝子 佐伯政子 篠原幸子 谷田志津代
谷紳一 辻秀治郎 名越信次 南波陽子 西内芳子
西海弘子 服部康喜 福井香代子 冨士本利子 本城智子
真部マリ子 深山和江 村山盛嗣 森田弘子 山口あい子
山下真慧・晏裕美 祐村明 吉村毅 米田和代

寄贈品提供（団体）
：
吾妻婦人会 共栄火災海上保険株式会社 クローバーの会
甲子園二葉幼稚園 甲子園二葉教会 株式会社ディ・オー
神戸ハーバー歯科クリニック 生活協同組合コープこうべ
中央小学校 PTA・保護者 西宮 YMCA 橋本ガレージ
日本食研ホールディングス株式会社
寄贈品提供（個人）
：
英賀康子 足立明子 阿部眞理子 井川珀叶 石川勝子
糸原由美子 今井賀代子 上垣紅 上垣糸 植月優子
王听瑤 王晨凱 岡田千歳 岡本康士 奥奏太 奥山加奈子
梶谷若子 片岡めるな 片岡みづき 加藤鉄三郎 川東煌英
川村弘明 川森めぐみ 九里イツ子 姜雨林 黒木麻菜実
源常慶太 小杉恭子 古味宏樹 近藤孝子 坂雅子
志方京三 進戸楓太郎 須貝強 鈴木千秋 関紀美子 高岸
竹氏里美 竹谷俊彦 建元櫂 谷紳一 谷口諒 谷田志津代
常峰瑛那 土井 長井優月 中村 南波陽子 西須美子
仲山英一・美智子・由紀子・香 西内芳子 西岡栄子
西村風胡 芳賀祐子 橋本杲歩 馬場一郎 濵勲 廣田胡桃
福井りつ 藤田翔平 藤森悠真 藤原悠羽 松尾ひかり
松下豊音 三上展 宮崎結央 宮﨑操 宮本修男 森文子
森下美代子 森田六花 森田弘子 安原佑里 矢萩雅一郎
山岡千鶴 山口則子 山路洋子 山田雅子 山本麻梨恵
祐村明 吉永はな
（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。

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 6 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
1,175,000 円
寄付金・クリスマス
1,847,935 円
友愛幼児園・真愛ホーム寄附
19,000 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）
家の光協会 オリジン電気商事株式会社 神戸 YMCA 福祉会
ガーデンエル ガーデンロイ 共栄火災海上保険株式会社
コープエイシス 生活協同組合コープこうべ ぶどうの木保育園
チャイルド社神戸営業所 明治学院同窓会兵庫県支部
賛助（個人）
逢見直人 英賀康子 明松善一 明松しのぶ 阿部ちくさ
綾目広治 荒内直子 荒木郁子 池本正人 石丸鐵太郎 石若義雄
磯田律子 磯前則光 井塚栄子 伊東司郎 井上智世 岩木英一
植松賢治 牛尾宏 牛田清博 太田明 大平久司 岡田健一
岡田三枝子 岡部春子 小川直子 荻田尚治 奥田典子 奥村達郎
小澤幸次郎 賀川一枝 片山郁子 上内英子 神谷潔 神谷理香
川﨑圭子 河谷里美 河谷保 川森博司 紀伊茂 熊埜御堂美佐子
倉澤条太 栗山究 髙野文宏 児島隆介 児島若菜 小城智子
桜井かおり 佐々木正夫 佐藤悦子 庄田公哉 鈴木誠也
関紀美子 大仁多美子 髙橋正 高橋都 武井博子 田村三佳子
竹内郁夫 竹内豊子 田村宜治 張さつき 辻本義輝 冨岡恭子
中井福美 中井迪代 長尾文雄 中村澄江 中山尚幸 名久井佳治
南波陽子 仁木壮 西吉彦 西内芳子 西岡栄子 西垣光代
西村風胡 野村武夫 元正章 長谷川進一郎 服部康喜 服部榮
濱田浩子 原利治 東村かずこ 東村のりこ 東村元嗣 久川正博
久積育郎 檜山秋彦 平木是 日和佐信子 深田由美 冨士本利子
古河憲子 松田聡 松長乃生 松山典子 水野整一 水野雄二
三好長栄 三好美佐子 村岡敏子 村山盛嗣 森下美代子
森文子 森本芙紗子 保野恵子 山口一史 山口則子 山口洋介
山田洋一 大和慎吾 山本常雄 吉崎悦子 吉田有二 吉村信夫
米田成己 米満弘 李善惠 若尾成俊 若松善英 匿名 2 件
寄付金（団体）：
NPO 法人 CHARM One Village One Earth 北大阪地域労福協
関西キリスト教音楽講習会 全労済東日本事業本部
明治学院同窓会兵庫県支部

写真：フルート＆ピアノ演奏「ぱすてる」

寄付金（個人）：
植本卓雄 榎本てる子 越牟田愛子 風車 上内鏡子 紀伊茂
九里イツ子 近藤孝子 坪田恵美子 鳥養弘一 深田由美
野瀬千津子 真下東雄 真部マリ子 森田弘子 山口洋介
匿名 1 件
クリスマス（個人）：大平久司
真愛ホーム寄付：小澤幸次郎 熊原敏榮 髙橋正 竹谷俊彦
藤田有美子
友愛幼児園寄付：梅村貞造 熊原敏榮 武井博子
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：ジャグリング DROP UME-SUN（ドロップ うめさん）

写真：布引中学校吹奏楽部の演奏
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賀川記念館 賛助会から

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

2017 年
6月
02（金）
03（土）
04（日）
07（水）
10（土）
14（水）
16（金）
17（土）
21（水）
23（金）
24（土）
25（日）
30（金）

頌栄短期大学（説明・見学）
韓国南大門長老派教会（賀川ウォーク）
西山公民館（説明・見学）
高石市民和会（説明・見学）
大学生協関西北陸ブロック（説明・見学）
全労済東日本事業本部（千葉・静岡）（説明・見学）
全労済東日本事業本部（群馬・長野 )（説明・見学）
愛知県労福協名古屋北支部（説明・見学） ナイトカフェ
パナソニック労組（説明・見学）
関西学院大学商学部（説明・見学）
全労済東日本事業本部（神奈川・山梨）（説明・見学）
全労済東日本事業本部（栃木・埼玉）（説明・見学）
町の映画会
アジア研修交流事業（説明・見学）
全労済東日本事業本部（東京）（説明・見学）
凸版印刷労組（説明・見学）

7月
01（土）
04（火）
06（木）
07（金）
09（日）
12（水）

コープおきなわ（見学）
ろっこう医療生協（説明・見学）
五館連絡協議会 JA 愛知中央会（説明・見学）
五館連絡協議会
連合神奈川女性委員会（説明・見学）
和歌山県生協連（説明・見学）
全労済東日本事業本部（神奈川・茨城）（説明・見学）
21（金） ナイトカフェ
29（土） 世界宗教者平和会議（WCRP）（説明・見学）
8月
02（水） 韓国教会（見学）
12（土） 町の上映会
22（火） 東京人権啓発企業連絡会（説明・見学）
9月
02（土）
03（日）
04（月）
14（木）
15（金）
23（祝）
24（日）
28（木）
30（土）

総合研究所講演会（みんなで考えよう HIV）
賀川学会
賀川学会（賀川ウォーク）
コア 100 賀川グループ新人研修
FNH12 牧師会 ナイトカフェ
地域と協同の研究センター（見学）
コニカミノルタ労働組合（説明・見学）
二樹会（見学）
総合研究所講演会（みんなで考えようセクシュアリィ）

10 月
06（金） 兵隣協中部ブロック館長会（説明・賀川ウォーク・見学）
07（土） 総合研究所講演会（みんなで考えよう薬物依存症）
13（金） 野崎地区人権委員会（説明・見学）
本田技研労働組合（説明・見学）
14（土） 社会福祉事業研修所同窓会（説明・見学）
17（火） 在日大韓キリスト教会神戸教会（説明・見学・賀川ウォーク）
18（水） ひょうご部落解放人権研究所（説明・見学）
20（金） 中央小学校（説明・見学） コープムービング（説明・見学）
ナイトカフェ
21（土） 草津市同和教育推進協議会（映画・見学） 町の映画会
23（月） 協同学苑ユニオン（出張講演）
24（火） コア 100 賀川例会
26（木） 牧師会（説明・見学） コープおきなわ（説明・見学）
28（土） JA 共済連鹿児島（説明・見学）
加西市人権教育協議会（映画・見学）講演会（水野隆一氏）
記念館ミュージアム入場者数
06 月

一般 050 名

団体 503 名

行事 230 名

合計 783 名

07 月

一般 035 名

団体 186 名

行事 150 名

合計 371 名

08 月

一般 048 名

団体 44 名

行事 102 名

合計 194 名

09 月

一般 041 名

団体 38 名

行事 215 名

合計 294 名

10 月

一般 028 名

団体 194 名

行事 180 名

合計 402 名
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鳥飼慶陽の

第2回

井上 増吉

天国屋ナイトカフェ

（生年月日・没年不詳）

鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (4) 3回シリーズの第2回は、井上増吉です。
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。
地元「葺合新川」が生んだ著名な詩人「井上増吉」のいるこ
とは、これまであまり知られていません。彼は、若き日に賀川
から声を掛けられてイエス団に加わりました。関西学院中等部
で学び、ローガン奨学金を受けて神戸神学校を卒業します。大
正 13 年には大著『貧民詩歌史論（貧民詩譯論）』（第 1 巻）を
八光社より刊行し、大正 15 年には賀川豊彦の序文の入った処
女詩集『貧民窟詩集 日輪は再び昇る』（右下の写真）を、そし
て昭和 5 年には題字・吉野作造、徳富蘇峰と野口米次郎の序
文入りの第二詩集『貧民窟詩集 おお嵐に進む人間の群れよ』
（い
ずれも警醒社書店）を著わしています。
最近ではこの「井上
増吉」研究も進み、大
橋毅彦氏の「＜貧民窟
＞出身の詩人・井上増
吉の文学活動とその周
辺」
（日本近代文学館年
誌、2012 年）や佐藤
光氏の「大正期におけ
るウイリアム・ブレイ
ク受容と社会主義思想
―井上増吉、百田宗治、
白鳥省吾」（東大比較文
学会「比較文学研究」
2015 年）をはじめ、
四貫島友隣館発行の「流
域」674 号（2015 年）
にも関西学院大学の室
田保夫氏による「下層
社会からの声―八浜徳
三郎と井上増吉」など彼への関心が深まっています。
武内勝の口述『賀川豊彦とボランティア（新版）』
（2009 年）
には、井上増吉の母キヌの新川での路傍説教が載っています。
「私はキリスト教になるまでは、カラスの啼かぬ日はあっても、
夫婦喧嘩をしなかった日はないといわれたほどの人間でした。

賀川記念館のボランティア ⑩

夫がドスなら私は出刃で喧嘩をしました。けれども天の神さま
を信じるようになってからは、一日も夫婦喧嘩をしなくなりま
した」と。
賀川も井上の処女詩集の序で、増吉の母について次のように
記しています。
「私は、井上君を小さい時から知ってゐる。君のお母さんは、
実に立派な婦人であって、私は人間として、井上君のお母さん
の様に愛に満ちた人は少なかろうと思ってゐる。貧民窟の天の
使の様に生まれつきの親切心を持って、誰、かれとなしに世話
した君のお母さんの愛は、いまだに貧民窟の物語になってい
る。
」と。
また「武内勝日記」を見ると、増吉が処女詩集を上梓した大
正 15 年には、母キヌを天に送り、父も高血圧で絶対安静のな
か、昭和 2 年 8 月から翌年 11 月まで欧米を旅して視察と講
演をつづけたことが記され、旅先のアメリカ・イギリス・フラ
ンス・ドイツ・イタリヤから、武内のもとへ 6 通の絵ハガキ
が届けていました。
井上増吉は帰国後、武内と共にイエス団の朝と夕の礼拝と祈
祷会などの責任を引き受けます。そして彼の仕事先も武内らが
奔走し、すでに神戸市の初代社会課長に就いていた木村義吉に
相談を持ち掛けて採用の了解を得て、
昭和 4 年 1 月 10 日より、
念願の神戸市社会課で仕事を始めています。
しかし、残念ながらその後ことはわからず、武内のお話では
「後にアメリカから欧州を廻って帰りまして、新川の名物になっ
ていたが、彼は早く亡くなりました。
」
（77 頁）とあります。
横山春一の「賀川豊彦伝」
（増補版）では「井上増吉」のこと
は触れてありません。
最後に「神戸又新日報」に載った井上の第二詩集の評を取り
出しておきます。
「井上君は言葉の詩人ではない。いのりを人
に聞かせるクリスチャンでもない。彼は世を呪う反逆者でもな
い。ただ隣人のために哀切の生活を歌う生活者である。さうし
て明るさを失はない愛の生活者である。それがこの詩集に、に
じんでいる。
」と。

「語り部ボランティア」伊藤

潤子さん

シリア難民の事は、昨年世界的な社会問題となりました。
シリアでは、内戦が続き、多くの国民が平安を求めて自らの国
を去らざるを得ない状況にあります。そのことを憂いていた滞
日シリア人学生たちが、自分たちの国のために何かしたいと立
ち上がったのが、募金や衣類を募って難民キャンプへ送る活動
でした。京都に在住のシリア人留学生が、シリアの内戦がいか
に「権力者によって操作されたものか」ということを熱く語っ
ておられました。また、難民キャンプで暮らす女性たちのもの
作りプロジェクト「シリアンハンズ」の商品販売も行い、日本
の支援者によるシリアの民謡演奏もありました。この日は、シ
リアの熱い思いを共有することができました。今後も見守り、
活動に関心を持ち続けたいと思います。

写真：シリアンハンド活動報告

10 月 20 日 Romantic Sakuma Quartette
即興 ( インプロビゼーション ) の音とことばにならないこと
ばとそして踊りにならない踊りのコラボで、不思議な空間を造
り上げてくれました。ハマるひとは、メッチャハマッて「おも
しろすぎる !!」と帰途につかれたのが印象的でした。
11 月 18 日 つながる地域、つながるアジア、広がる世界へ
写真：つながる地域、つながるアジア、広がる世界へ

毎年アジア学院から、西日本キャラバンとして、職員、学生、
ボランティアらがやってきます。そして、アジア学院の理念や
活動報告を行い、実際にそこで暮らしている学生たちの声を直
に聞くという活動を行っています。例年は、ナイトカフェです
が、今年は、町の上映会の人々とコラボして、土曜日の午後に
お話を聞きました。そして、町の上映会の方々とアジア学院の
新しい出会いが生まれました。
今年来て下さったのは、職員の八木沢淳さんとフィリピン人
のキングさんです。キングさんは、教会派遣の実習生で、自分
の体験を語ってくれました。
来年もこのような形で報告会をすることができればと考えます。

天国屋カフェのドイツ料理
11 月 10 日 ( 金 ) 神戸ユニオン教会にあるドイツ人教会のミリ
アム・ミュラーさんのご紹介で、マルティナ・ローデさんが、ドイ
ツ料理を担当して下さいました。
ドイツ・ソーセージ、ポテト、キャベツの酢漬けザワー・クラウ
ト、クレープ入のスープ、ブラウニーズ、そして、美味しいパンと
いういつもと違ったお料理でした。予約制にして、いつもよりたく
さんの方々にご提供できたことは、とても嬉しいことでした。なん
と、ソーセージなど材料は、マルティナさんがご寄付くださり、ミ
リアムさんはケーキを焼き、クラウディア宣教師は美味しいパンを
提供して下さいました。ありがとうございました。

11 月 17 日 地球屋本舗と神戸即興温泉 コラボの時間

あまりに不平等だ

僕と君とは スタートから違った

大人たちは 僕を見て 眉をひそめた

子供たちは 大人のまねをした

なのに 時間は 平等に流れた

なのに 時間は 平等に流れた

あまりに不平等だ

僕は 君と違った育て方をされた

大人たちから 諦めを習った

僕は 子供なのに 大人になってしまった

なのに 時間は 平等に流れた

なのに 時間は 平等に流れた

あまりに不平等だ

僕は 君と違って チャンスがない

僕は 収容所を わたり歩いた

どうすることも できない

なのに 時間は 平等に流れた

なのに 時間は 平等に流れた

僕は 君の知らない世界を 知っている

それは 世界を 救うのかもしれない

あまりに不平等だ

地球屋本舗から、橋本さんが来られて、自らの詩（
「平等」
「平
等とはなにか？」
）を朗読して下さいました。
それは 世界を 救うのかもしれない

私はけっして健常者を責めるつもりで

この詩は誤解を受けやすい︒

自分自身の半生を現したつもりです︒

書いたのではなく︑障がい者としての

実際︑世の中にはいろんな人がいます︒

人や社会の役に立ったり︑立たなかったり︒

はたして？
…

音楽やスポーツが得意だったり︑できなかったり︒

私は 舞
[ 台で吠える障がい者 ︒]

﹁時間﹂だけ︑なのでしょうか？

誰にとっても﹁平等﹂なのは︑

不平等なのです︒

そうです︒結局﹁時間﹂以外︑すべてが

選択も違う︑決断も違います︒

人それぞれに生まれも違う︑出会いも違う︑

また︑不平等なのです︒

﹁違う﹂ことが︑それぞれの自由であり︑

そんな中︑人生で唯一平等な﹁時間﹂を使い︑

それが︑私の言う﹁平等﹂です︒

何を得︑何を失ない︑何を行うか︒

個々の差異︑個々の違いを認めない世界︒

安易に平等を謳歌する世界は怖い︒逆に怖い︒

まるでナチスだ︒
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二つは、賀川記念館の皆さ
んの「おおらかさ」と多様な
語り部のメンバー間の心地よ
い距離感です。
三つは、飄々とした西さん
のお人柄と知識の深さです。
知識を私たちに押し付けるこ
となく、各自の自主性を尊重
しつつ課題を提供し、調べて
学ぶような接し仕方をしてい
ただいたことに深く感謝して
います。
四つ目は、全国から記念館を訪れてくださる人々との出
会いでした。つたない私の話に耳を傾けてくださり、調べ
て新たに分かった事柄などをお伝えした時「へぇ〜、そう
なんですかぁ！」という反応を頂いた時の喜びは格別です。
「語り部」活動も、来館される人々が「来て良かった」と、
思っていただけるように内容の更新をしていかなければな
らないと思っています。

9 月 15 日 シリアンハンド活動報告

すべて このために

私が賀川記念館の「語り部」となったきっかけは、当時
事務局長だった西義人さんからお誘いを頂いたことでした。
コープこうべでご一緒させていただいていたこともあって、
深く考えもせずメンバーとなったのです。その時の私の
「賀
川豊彦」についての知識は、コープこうべの立ち上げに深
く関わられた高名な牧師さんだ、ということ以外ほとんど
ありませんでした。
たくさんの本や資料を頂くうち、
「これはエライことを
引き受けてしまった。
」と思うようになって、ご一緒にメ
ンバーとなった柳瀬啓子さんと、
「いいタイミングで失礼
しなくてはいけないね。
」と何度も話し合ったことでした。
そうではあったのですが、月日の経つのは早いもので、
いつの間にか 11 年が経ち、
今も「語り部」を続けています。
こんなに長く続けられたことを、改めて不思議に思うこ
とです。何故だろうと考えてみると、いくつか理由があり
ました。
一つは、今日に繋がる賀川さんの幅広い活動です。その
活動を調べることは、足跡の大きさと共に、背景となった
時代を知ることでもあって、新しい発見をする喜びがあり
ました。

7 月は、ニチレクボールを楽しみました。ニチレクボールは、
フランスの「ペタンク」という鉄球を投げて遊ぶゲームの室内
版ということを聞いています。また、ルールとしては、冬季オ
リンピックの競技種目ともなっているカーリングとよく似てい
ます。

君にはできない ものの見方もできる

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 10 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伊藤潤子さんを紹介致します。

7 月 21 日 ニチレクボールで楽しもう！
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総合研究所講演会
「子どもの 困 に寄り添うために
〜WACCA の活動を通して〜」

11 月 11 日（土）
講師

茂木 美知子さん

11 月 11 日（土）14:00 から、
「子どもの 困 に寄り
添う〜 WACCA の現場から〜」というテーマで認定 NPO
法人「女性と子ども支援センターウィメンズネット・こう
べ」の茂木美知子さんにお話いただきました。
まず子どもの貧困率や母子家庭の貧困の実態、母子世帯
の現状等をデータに基き、説明がなされました。さらに母
子世帯が抱える子どもについての悩み、教育費の負担等も
話され、母子家庭の現状が、改めて確認されました。経済
的困難だけではなく、貧困に伴うさまざまな課題も浮き彫
りにされました。格差や孤立、子どもたちへの不十分な衣
食住、経験の乏しさ、親の長時間労働・・・、貧困に伴い
表出するたくさんの課題、問題があり、その中で子どもも
保護者も苦しんでいる実態が見えました。
そのような現実の中で、WACCA は
①女性が安心・自信を取り戻し元気になれる居場所づくり
②女性のための相談・各種講座や仲間づくり、親子で交流
（女性や子どもたちの生活の QOL を支える）
③子どもたちが、夢を実現できるような生き方を選ぶため
の学習支援や体験活動
④女性と子どもたちが、安心して集い、学び、仲間づくり
ができる場 （シングルマザー寡婦、親学び講座の開催）
これらの目的を持ち、地域に根づいた事業を展開されて
います。
今、子ども食堂や学習支援等、子どもたちへの支援が、
たくさんの場所で行われていますが、WACCA のように、
特に母子家庭の母親に焦点をあて、母親に寄り添い、元気
になれるように支援をしているところは少ないと思われま
す。経済的に苦しい中で、不安やストレスを感じながら子
育てをがんばっている母親の支援を行っていくことで、子
どもたちも元気になっていく過程がみてとれるように思わ
れます。特に母親たちに仲間がいること、いつも開いてい
る居場所があることが大切であり、気軽に相談でき、具体
的な支援に結びついていること。このような取り組みを継
続して行っている WACCA のような居場所が、今の社会
に求められているのではないでしょうか。WACCA の大き
な悩みである「運営資金」について、国や市町村がしっか
りとサポートしていく制度化が必要だと思われます。

「みんなで考えよう
ＨＩＶ・セクシュアリティー・薬物依存」
医療技術の進歩により、効果の高い治療法や薬が開発さ
れ、長寿社会となった日本。かつて治療困難とされていた
「がん」等の病気の多くが、病気と付き合いながら生活を
する慢性疾患へと変わってきています。
ＨＩＶや薬物依存
もその例外ではありません。
「患者」は治療や服薬を必要
とするのと同様に、地域での暮らしを継続する「生活者」
として仕事や介護サービスを必要としています。企業や福
祉事業を行う事業者には、仕事や介護サービス等を提供す
るうえで正しい知識に基づいた職員や利用者の多様性に対
する配慮や環境調整が求められています。
第 1 回（2017 年 9 月 2 日）
「みんなで考えよう施設に
おける HIV」では医療の視点から学びを深めました。松浦
基夫先生（堺市立総合医療センター腎代謝免疫内科部長
NPO 法人 CHARM 理事長）による模擬面接では、
ＨＩ

4

Ｖの検査結果の告知と併せて治療方法や医療費の負担が軽
減される公的な制度等これからの生活に必要な事柄につい
て説明することで、スティグマを感じずに患者が安心して
治療できることを学びました。
市橋恵子さん（日本バプテスト看護専門学校 専任教員・
NPO 法人 CHARM 研修プログラム担当）からは訪問看
護師として介護保険の事業所をサポートしながら地域で生
活されるＨＩＶ陽性者・エイズ患者をケアされた経験につ
いてお聞きしました。
第 2 回（9 月 30 日）
「みんなで考えよう施設におけるセ
クシュアリティー」では東 優子さん（大阪府立大学地域
保健学域教育福祉学類 教授）による「性の権利宣言」を
中心に人権としての性、
「男・女」だけではない多様な性
のありかたについてお話を伺いました。
岡 本 学 さ ん（独 立 行 政 法 人 大 阪 医 療 セ ン タ ー 病 院
MSW）のワークショップ「ちょっとした視点の変換」で
は当事者の視点に立って考えることが重要だと再確認でき
ました。
第 3 回（10 月 7 日）
「みんなで考えよう依存症」では松
浦 千恵さん（アルコール依存症専門クリニック 安東医院
精神福祉士・バザールカフェ サロン ド バザール 責任者）
から依存症についての基礎的な知識を学びました。
当事者からのメッセージとしてご自身の体験を語ってく
ださったＹさん、
Ｏさん。貴重なお話しをありがとうござ
いました。
この研修を通して、当事者とこれまでどんな工夫をされ
てきたのか、これからどのような生活したいのか、どのよ
うな配慮があればいいのかなどを話し合うこと、事業所の
理念に立ち返り、受け入れるためにはどのような工夫や配
慮ができるのか、正しい知識を学び職員皆で話し合い柔軟
性のある対応を考えることが必要だと学ぶことができまし
た。

「現代社会とキリスト教
性とキリスト教 -- 聖書と現代」

10 月 28 日（土）
講師

コア 100 賀川グループ合同新人研修
2017 年 9 月 14 日（木）に『コア 100 賀川グループ合
同新人研修』を実施しました。今回が 2 回目です。昨年の
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
織で働いている事を誇りに思う』
、
『労働組合の歴史が理解
出来た』
『他団体との交流が出来、お互いの仕事内容を知
る事が出来て有意義であった』等が有り一定の成果が有っ
たと評価されました。
9 月という此の時期に新人研修を行う目的は 2 つ有りま
す。1 つは我が組織を創設した賀川豊彦の思想と業績を再
確認し、我が組織の理念や目的をしっかり自分の物にする
事に有ります。2 つ目は入社または入所して半年経った時
に感じる様々な疑問や矛盾に突き当たる時期が此の 9 月で
すので、同じような疑問や矛盾を感じている他組織の新人
とディスカッションする事により、同期の皆が同じ悩みを
持ち頑張っている事に気づき、もう一度我が組織の理念や
目的をしっかりと理解し迷う事なく日々の業務に努力出来
るようにしていく事です。
今年は 3 つの組織から 8 人の参加が有りました。少し
少ないのですが充実した内容の研修会に成りました。

柴田さんの紹介
放課後等デイサービスくっく・くじらぐもクラスに
新しい職員の方が来てくださいました。くっく・くじ
らぐもではこの 4 月から送迎車を導入しましたが、下
校時に学校から各クラスまでと、帰りの送りまでの運
転をしてくださっています。
小学生から高校生までの幅の広い層の子ども達を一
緒に見守って頂き、これからも楽しく安全に過ごせる
場所として子ども達を迎え入れていきたいと思います。
柴田信也さん
「この度、奇しきご縁により友愛幼児園くっく・くじ
らぐもの送迎ドライバーとなりました。日々是好日。
よろしくお願い致します。
」

＊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・発展する事を目的と
したグループ。JA、
JF、
コープこうべ、
全労済、
近畿ろうきん、
共栄火災、YMCA、イエス団、兵協連、ならコープの各団
体から成る。

町の上映会

パネラー

水野 隆一さん 森 なおさん 藤井 航さん

10 月 28 日の総合研究所プログラムでは「性とキリスト
教」の 2 年目という事で、聖書の語る 性 とは何か、そ
れを社会構築主義的な立場より語って頂くため、関西学院
大学神学部教授の水野隆一さんをお招きしました。
聖書という書物の中で、特にヘブライ語聖書（旧約聖書）
の視点から見た 性 とはどのようなものなのか、当時の
歴史背景、書かれた時代に沿った視点を丁寧に教えて頂き
ながら聖書箇所を用いてご講演頂きました。また社会構築
主義な立場から語って頂く言葉や内容は、聖書というもの
に対し新しい発見や見方を与えてくれたように思います。
聖書の書かれた時代から見える性の格差がいかに強くあり、
そしてその視点中心で聖書が書かれたという事を知った上
で読むヘブライ語聖書は、現代の社会の視点と結びつける
には難しい事もあるように思いました。
また講演の中で 2 名のパネラーとして、加古川東教会牧
師の森なおさん、賀川記念館職員の藤井航さんが登壇され
ました。
森なおさんは、牧師という視点から、またキリスト教の
中で生きるセクシャルマイノリティとしての視点からより
詳しく現代の中にある 性 をご自身の体験を通して語っ
てくださいました。賀川記念館職員の藤井航さんは、幼少
期から教会で育った立場として、また色々な方々が集まる
賀川記念館の働きを通して、 性 に対し聖書がどう在っ
てどう影響を与えているのかを疑問として応答されていま
した。
今回の総合研究所プログラムの講演には、様々な立場の
方々がご参加くださり、それぞれが新しい考え、発見を得
る事が出来た実りのある時となりました。

8 月 12 日（土）
「0 円キッチン」上映会とお話
これは、ヨーロッパ5カ国を廃油で動く車を使って周り、
捨てられる多くの食べ物を使って、食事を作り、コミュニ
ティの人々にふるまい、そして、食べ物の大切さを知って
もらうというドキュメンタリー映画です。ゴミとして廃棄
される食べ物の多くは、まだ食べられるものがあることや、
形の悪い野菜などの多くは市場に出回らないこと、街路樹
などにも実のなるものがあり、活用できることを皆に知ら
せたり、あるいは、家庭内の冷蔵庫やミズヤにもまだまだ
食べられるものが眠っているのを家の人たちに証明してみ
せたりという活動の記録です。お盆期間にも関わらず、多
くの方が来られました。
また、この映画監督ダービド・グロスとゲオルグ・ミッ
シュさんは、来秋に本版「mottainai キッチン」を上映す
べく、現在は制作中だそう。クラウドファンディングも実
施し、制作費への協力を求めています。
町の上映会第4弾として「HAFU」を上映致しました。
外国にルーツを持つ方々のドキュメンタリー作品で様々な
背景を持つ当事者の物語が描かれています。

10 月 21 日（土）
「HAFU」上映会とお話
作品の中にもありましたが、日本では当たり前のように
使われている「ハーフ」というのは和製英語で、外国では
「ダブル」「ミックス」という風に使われるそうです。外
国にルーツがあることで直面するものがどのようなものな
のか、家庭内，仕事、教育現場など現代の中で揺さぶられ
ながらも自分のルーツと向き合い、各々のスタイルで生き
ていく方々の姿がとても印象的でした。日本に住む外国籍、
また外国にルーツのある方が増えている中で、この作品は
新しい気付きや発見の機会を与えてくれる映画のように感
じます。
また作品に出演された方の一人が上映会に来てくださり、
撮影に至った経緯とご自身の思いや出演者のその後の生活
や近況を教えてくださいました。映画撮影後もそれぞれの
道へ進まれ、現在も色々な活動をされているとの事でした。
上映後にはご参加頂いた方と作品の出演者の方と一緒に
交流会をしました。様々な場所から集まった方々が映画の
感想や思いをシェアし合い、映画を通してつながる事がで
きたすばらしい時間でした。1本の映画が多くの方の中で
響き、共有しながら今の現代を考える事ができる空間とな
っていたと思います。
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総合研究所講演会
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小学生から高校生までの幅の広い層の子ども達を一
緒に見守って頂き、これからも楽しく安全に過ごせる
場所として子ども達を迎え入れていきたいと思います。
柴田信也さん
「この度、奇しきご縁により友愛幼児園くっく・くじ
らぐもの送迎ドライバーとなりました。日々是好日。
よろしくお願い致します。
」

＊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・発展する事を目的と
したグループ。JA、
JF、
コープこうべ、
全労済、
近畿ろうきん、
共栄火災、YMCA、イエス団、兵協連、ならコープの各団
体から成る。

町の上映会

パネラー

水野 隆一さん 森 なおさん 藤井 航さん

10 月 28 日の総合研究所プログラムでは「性とキリスト
教」の 2 年目という事で、聖書の語る 性 とは何か、そ
れを社会構築主義的な立場より語って頂くため、関西学院
大学神学部教授の水野隆一さんをお招きしました。
聖書という書物の中で、特にヘブライ語聖書（旧約聖書）
の視点から見た 性 とはどのようなものなのか、当時の
歴史背景、書かれた時代に沿った視点を丁寧に教えて頂き
ながら聖書箇所を用いてご講演頂きました。また社会構築
主義な立場から語って頂く言葉や内容は、聖書というもの
に対し新しい発見や見方を与えてくれたように思います。
聖書の書かれた時代から見える性の格差がいかに強くあり、
そしてその視点中心で聖書が書かれたという事を知った上
で読むヘブライ語聖書は、現代の社会の視点と結びつける
には難しい事もあるように思いました。
また講演の中で 2 名のパネラーとして、加古川東教会牧
師の森なおさん、賀川記念館職員の藤井航さんが登壇され
ました。
森なおさんは、牧師という視点から、またキリスト教の
中で生きるセクシャルマイノリティとしての視点からより
詳しく現代の中にある 性 をご自身の体験を通して語っ
てくださいました。賀川記念館職員の藤井航さんは、幼少
期から教会で育った立場として、また色々な方々が集まる
賀川記念館の働きを通して、 性 に対し聖書がどう在っ
てどう影響を与えているのかを疑問として応答されていま
した。
今回の総合研究所プログラムの講演には、様々な立場の
方々がご参加くださり、それぞれが新しい考え、発見を得
る事が出来た実りのある時となりました。

8 月 12 日（土）
「0 円キッチン」上映会とお話
これは、ヨーロッパ5カ国を廃油で動く車を使って周り、
捨てられる多くの食べ物を使って、食事を作り、コミュニ
ティの人々にふるまい、そして、食べ物の大切さを知って
もらうというドキュメンタリー映画です。ゴミとして廃棄
される食べ物の多くは、まだ食べられるものがあることや、
形の悪い野菜などの多くは市場に出回らないこと、街路樹
などにも実のなるものがあり、活用できることを皆に知ら
せたり、あるいは、家庭内の冷蔵庫やミズヤにもまだまだ
食べられるものが眠っているのを家の人たちに証明してみ
せたりという活動の記録です。お盆期間にも関わらず、多
くの方が来られました。
また、この映画監督ダービド・グロスとゲオルグ・ミッ
シュさんは、来秋に本版「mottainai キッチン」を上映す
べく、現在は制作中だそう。クラウドファンディングも実
施し、制作費への協力を求めています。
町の上映会第4弾として「HAFU」を上映致しました。
外国にルーツを持つ方々のドキュメンタリー作品で様々な
背景を持つ当事者の物語が描かれています。

10 月 21 日（土）
「HAFU」上映会とお話
作品の中にもありましたが、日本では当たり前のように
使われている「ハーフ」というのは和製英語で、外国では
「ダブル」「ミックス」という風に使われるそうです。外
国にルーツがあることで直面するものがどのようなものな
のか、家庭内，仕事、教育現場など現代の中で揺さぶられ
ながらも自分のルーツと向き合い、各々のスタイルで生き
ていく方々の姿がとても印象的でした。日本に住む外国籍、
また外国にルーツのある方が増えている中で、この作品は
新しい気付きや発見の機会を与えてくれる映画のように感
じます。
また作品に出演された方の一人が上映会に来てくださり、
撮影に至った経緯とご自身の思いや出演者のその後の生活
や近況を教えてくださいました。映画撮影後もそれぞれの
道へ進まれ、現在も色々な活動をされているとの事でした。
上映後にはご参加頂いた方と作品の出演者の方と一緒に
交流会をしました。様々な場所から集まった方々が映画の
感想や思いをシェアし合い、映画を通してつながる事がで
きたすばらしい時間でした。1本の映画が多くの方の中で
響き、共有しながら今の現代を考える事ができる空間とな
っていたと思います。
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鳥飼慶陽の

第2回

井上 増吉

天国屋ナイトカフェ

（生年月日・没年不詳）

鳥飼慶陽さんのコラムKAGAWA GALAXY (4) 3回シリーズの第2回は、井上増吉です。
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。
地元「葺合新川」が生んだ著名な詩人「井上増吉」のいるこ
とは、これまであまり知られていません。彼は、若き日に賀川
から声を掛けられてイエス団に加わりました。関西学院中等部
で学び、ローガン奨学金を受けて神戸神学校を卒業します。大
正 13 年には大著『貧民詩歌史論（貧民詩譯論）』（第 1 巻）を
八光社より刊行し、大正 15 年には賀川豊彦の序文の入った処
女詩集『貧民窟詩集 日輪は再び昇る』（右下の写真）を、そし
て昭和 5 年には題字・吉野作造、徳富蘇峰と野口米次郎の序
文入りの第二詩集『貧民窟詩集 おお嵐に進む人間の群れよ』
（い
ずれも警醒社書店）を著わしています。
最近ではこの「井上
増吉」研究も進み、大
橋毅彦氏の「＜貧民窟
＞出身の詩人・井上増
吉の文学活動とその周
辺」
（日本近代文学館年
誌、2012 年）や佐藤
光氏の「大正期におけ
るウイリアム・ブレイ
ク受容と社会主義思想
―井上増吉、百田宗治、
白鳥省吾」（東大比較文
学会「比較文学研究」
2015 年）をはじめ、
四貫島友隣館発行の「流
域」674 号（2015 年）
にも関西学院大学の室
田保夫氏による「下層
社会からの声―八浜徳
三郎と井上増吉」など彼への関心が深まっています。
武内勝の口述『賀川豊彦とボランティア（新版）』
（2009 年）
には、井上増吉の母キヌの新川での路傍説教が載っています。
「私はキリスト教になるまでは、カラスの啼かぬ日はあっても、
夫婦喧嘩をしなかった日はないといわれたほどの人間でした。

賀川記念館のボランティア ⑩

夫がドスなら私は出刃で喧嘩をしました。けれども天の神さま
を信じるようになってからは、一日も夫婦喧嘩をしなくなりま
した」と。
賀川も井上の処女詩集の序で、増吉の母について次のように
記しています。
「私は、井上君を小さい時から知ってゐる。君のお母さんは、
実に立派な婦人であって、私は人間として、井上君のお母さん
の様に愛に満ちた人は少なかろうと思ってゐる。貧民窟の天の
使の様に生まれつきの親切心を持って、誰、かれとなしに世話
した君のお母さんの愛は、いまだに貧民窟の物語になってい
る。
」と。
また「武内勝日記」を見ると、増吉が処女詩集を上梓した大
正 15 年には、母キヌを天に送り、父も高血圧で絶対安静のな
か、昭和 2 年 8 月から翌年 11 月まで欧米を旅して視察と講
演をつづけたことが記され、旅先のアメリカ・イギリス・フラ
ンス・ドイツ・イタリヤから、武内のもとへ 6 通の絵ハガキ
が届けていました。
井上増吉は帰国後、武内と共にイエス団の朝と夕の礼拝と祈
祷会などの責任を引き受けます。そして彼の仕事先も武内らが
奔走し、すでに神戸市の初代社会課長に就いていた木村義吉に
相談を持ち掛けて採用の了解を得て、
昭和 4 年 1 月 10 日より、
念願の神戸市社会課で仕事を始めています。
しかし、残念ながらその後ことはわからず、武内のお話では
「後にアメリカから欧州を廻って帰りまして、新川の名物になっ
ていたが、彼は早く亡くなりました。
」
（77 頁）とあります。
横山春一の「賀川豊彦伝」
（増補版）では「井上増吉」のこと
は触れてありません。
最後に「神戸又新日報」に載った井上の第二詩集の評を取り
出しておきます。
「井上君は言葉の詩人ではない。いのりを人
に聞かせるクリスチャンでもない。彼は世を呪う反逆者でもな
い。ただ隣人のために哀切の生活を歌う生活者である。さうし
て明るさを失はない愛の生活者である。それがこの詩集に、に
じんでいる。
」と。

「語り部ボランティア」伊藤

潤子さん

シリア難民の事は、昨年世界的な社会問題となりました。
シリアでは、内戦が続き、多くの国民が平安を求めて自らの国
を去らざるを得ない状況にあります。そのことを憂いていた滞
日シリア人学生たちが、自分たちの国のために何かしたいと立
ち上がったのが、募金や衣類を募って難民キャンプへ送る活動
でした。京都に在住のシリア人留学生が、シリアの内戦がいか
に「権力者によって操作されたものか」ということを熱く語っ
ておられました。また、難民キャンプで暮らす女性たちのもの
作りプロジェクト「シリアンハンズ」の商品販売も行い、日本
の支援者によるシリアの民謡演奏もありました。この日は、シ
リアの熱い思いを共有することができました。今後も見守り、
活動に関心を持ち続けたいと思います。

写真：シリアンハンド活動報告

10 月 20 日 Romantic Sakuma Quartette
即興 ( インプロビゼーション ) の音とことばにならないこと
ばとそして踊りにならない踊りのコラボで、不思議な空間を造
り上げてくれました。ハマるひとは、メッチャハマッて「おも
しろすぎる !!」と帰途につかれたのが印象的でした。
11 月 18 日 つながる地域、つながるアジア、広がる世界へ
写真：つながる地域、つながるアジア、広がる世界へ

毎年アジア学院から、西日本キャラバンとして、職員、学生、
ボランティアらがやってきます。そして、アジア学院の理念や
活動報告を行い、実際にそこで暮らしている学生たちの声を直
に聞くという活動を行っています。例年は、ナイトカフェです
が、今年は、町の上映会の人々とコラボして、土曜日の午後に
お話を聞きました。そして、町の上映会の方々とアジア学院の
新しい出会いが生まれました。
今年来て下さったのは、職員の八木沢淳さんとフィリピン人
のキングさんです。キングさんは、教会派遣の実習生で、自分
の体験を語ってくれました。
来年もこのような形で報告会をすることができればと考えます。

天国屋カフェのドイツ料理
11 月 10 日 ( 金 ) 神戸ユニオン教会にあるドイツ人教会のミリ
アム・ミュラーさんのご紹介で、マルティナ・ローデさんが、ドイ
ツ料理を担当して下さいました。
ドイツ・ソーセージ、ポテト、キャベツの酢漬けザワー・クラウ
ト、クレープ入のスープ、ブラウニーズ、そして、美味しいパンと
いういつもと違ったお料理でした。予約制にして、いつもよりたく
さんの方々にご提供できたことは、とても嬉しいことでした。なん
と、ソーセージなど材料は、マルティナさんがご寄付くださり、ミ
リアムさんはケーキを焼き、クラウディア宣教師は美味しいパンを
提供して下さいました。ありがとうございました。

11 月 17 日 地球屋本舗と神戸即興温泉 コラボの時間

あまりに不平等だ

僕と君とは スタートから違った

大人たちは 僕を見て 眉をひそめた

子供たちは 大人のまねをした

なのに 時間は 平等に流れた

なのに 時間は 平等に流れた

あまりに不平等だ

僕は 君と違った育て方をされた

大人たちから 諦めを習った

僕は 子供なのに 大人になってしまった

なのに 時間は 平等に流れた

なのに 時間は 平等に流れた

あまりに不平等だ

僕は 君と違って チャンスがない

僕は 収容所を わたり歩いた

どうすることも できない

なのに 時間は 平等に流れた

なのに 時間は 平等に流れた

僕は 君の知らない世界を 知っている

それは 世界を 救うのかもしれない

あまりに不平等だ

地球屋本舗から、橋本さんが来られて、自らの詩（
「平等」
「平
等とはなにか？」
）を朗読して下さいました。
それは 世界を 救うのかもしれない

私はけっして健常者を責めるつもりで

この詩は誤解を受けやすい︒

自分自身の半生を現したつもりです︒

書いたのではなく︑障がい者としての

実際︑世の中にはいろんな人がいます︒

人や社会の役に立ったり︑立たなかったり︒

はたして？
…

音楽やスポーツが得意だったり︑できなかったり︒

私は 舞
[ 台で吠える障がい者 ︒]

﹁時間﹂だけ︑なのでしょうか？

誰にとっても﹁平等﹂なのは︑

不平等なのです︒

そうです︒結局﹁時間﹂以外︑すべてが

選択も違う︑決断も違います︒

人それぞれに生まれも違う︑出会いも違う︑

また︑不平等なのです︒

﹁違う﹂ことが︑それぞれの自由であり︑

そんな中︑人生で唯一平等な﹁時間﹂を使い︑

それが︑私の言う﹁平等﹂です︒

何を得︑何を失ない︑何を行うか︒

個々の差異︑個々の違いを認めない世界︒

安易に平等を謳歌する世界は怖い︒逆に怖い︒

まるでナチスだ︒
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二つは、賀川記念館の皆さ
んの「おおらかさ」と多様な
語り部のメンバー間の心地よ
い距離感です。
三つは、飄々とした西さん
のお人柄と知識の深さです。
知識を私たちに押し付けるこ
となく、各自の自主性を尊重
しつつ課題を提供し、調べて
学ぶような接し仕方をしてい
ただいたことに深く感謝して
います。
四つ目は、全国から記念館を訪れてくださる人々との出
会いでした。つたない私の話に耳を傾けてくださり、調べ
て新たに分かった事柄などをお伝えした時「へぇ〜、そう
なんですかぁ！」という反応を頂いた時の喜びは格別です。
「語り部」活動も、来館される人々が「来て良かった」と、
思っていただけるように内容の更新をしていかなければな
らないと思っています。

9 月 15 日 シリアンハンド活動報告

すべて このために

私が賀川記念館の「語り部」となったきっかけは、当時
事務局長だった西義人さんからお誘いを頂いたことでした。
コープこうべでご一緒させていただいていたこともあって、
深く考えもせずメンバーとなったのです。その時の私の
「賀
川豊彦」についての知識は、コープこうべの立ち上げに深
く関わられた高名な牧師さんだ、ということ以外ほとんど
ありませんでした。
たくさんの本や資料を頂くうち、
「これはエライことを
引き受けてしまった。
」と思うようになって、ご一緒にメ
ンバーとなった柳瀬啓子さんと、
「いいタイミングで失礼
しなくてはいけないね。
」と何度も話し合ったことでした。
そうではあったのですが、月日の経つのは早いもので、
いつの間にか 11 年が経ち、
今も「語り部」を続けています。
こんなに長く続けられたことを、改めて不思議に思うこ
とです。何故だろうと考えてみると、いくつか理由があり
ました。
一つは、今日に繋がる賀川さんの幅広い活動です。その
活動を調べることは、足跡の大きさと共に、背景となった
時代を知ることでもあって、新しい発見をする喜びがあり
ました。

7 月は、ニチレクボールを楽しみました。ニチレクボールは、
フランスの「ペタンク」という鉄球を投げて遊ぶゲームの室内
版ということを聞いています。また、ルールとしては、冬季オ
リンピックの競技種目ともなっているカーリングとよく似てい
ます。

君にはできない ものの見方もできる

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 10 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伊藤潤子さんを紹介致します。

7 月 21 日 ニチレクボールで楽しもう！
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第51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 5 日、第 51 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。晴天に恵まれ、
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 600 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 51 回を迎えました。この 51 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
812,520 円（寄付、賛助広告含む）
支出計
231,566 円
収益計
580,954 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 37,640 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
②賀川記念館ミュージアム運営のため
③友愛幼児園保育教材購入のため
④東日本大震災と熊本地震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：
SUNNY HOUSE 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 イナハラ
伊藤荒物店 きむらクリニック 小倉商店 小﨑整骨院
大阪よどがわ市民生活協同組合 業務スーパー大安亭店
コーヒーショップかたぐるま 理容九州 寿司清たつ
共栄火災海上保険株式会社 近畿労働金庫 コープエイシス
神戸キリスト教書店 神戸ハーバー歯科クリニック 悟空
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 ファイン
フォトショップヒューマン 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 味正堂 三木屋
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）：民児協八雲地区
寄付金（個人）：
秋田喜代子 飯岡聰 梅村貞造 加藤壽宏 川﨑圭子
河野洋子 近藤孝子 佐伯政子 篠原幸子 谷田志津代
谷紳一 辻秀治郎 名越信次 南波陽子 西内芳子
西海弘子 服部康喜 福井香代子 冨士本利子 本城智子
真部マリ子 深山和江 村山盛嗣 森田弘子 山口あい子
山下真慧・晏裕美 祐村明 吉村毅 米田和代

寄贈品提供（団体）
：
吾妻婦人会 共栄火災海上保険株式会社 クローバーの会
甲子園二葉幼稚園 甲子園二葉教会 株式会社ディ・オー
神戸ハーバー歯科クリニック 生活協同組合コープこうべ
中央小学校 PTA・保護者 西宮 YMCA 橋本ガレージ
日本食研ホールディングス株式会社
寄贈品提供（個人）
：
英賀康子 足立明子 阿部眞理子 井川珀叶 石川勝子
糸原由美子 今井賀代子 上垣紅 上垣糸 植月優子
王听瑤 王晨凱 岡田千歳 岡本康士 奥奏太 奥山加奈子
梶谷若子 片岡めるな 片岡みづき 加藤鉄三郎 川東煌英
川村弘明 川森めぐみ 九里イツ子 姜雨林 黒木麻菜実
源常慶太 小杉恭子 古味宏樹 近藤孝子 坂雅子
志方京三 進戸楓太郎 須貝強 鈴木千秋 関紀美子 高岸
竹氏里美 竹谷俊彦 建元櫂 谷紳一 谷口諒 谷田志津代
常峰瑛那 土井 長井優月 中村 南波陽子 西須美子
仲山英一・美智子・由紀子・香 西内芳子 西岡栄子
西村風胡 芳賀祐子 橋本杲歩 馬場一郎 濵勲 廣田胡桃
福井りつ 藤田翔平 藤森悠真 藤原悠羽 松尾ひかり
松下豊音 三上展 宮崎結央 宮﨑操 宮本修男 森文子
森下美代子 森田六花 森田弘子 安原佑里 矢萩雅一郎
山岡千鶴 山口則子 山路洋子 山田雅子 山本麻梨恵
祐村明 吉永はな
（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。

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 6 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
1,175,000 円
寄付金・クリスマス
1,847,935 円
友愛幼児園・真愛ホーム寄附
19,000 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）
家の光協会 オリジン電気商事株式会社 神戸 YMCA 福祉会
ガーデンエル ガーデンロイ 共栄火災海上保険株式会社
コープエイシス 生活協同組合コープこうべ ぶどうの木保育園
チャイルド社神戸営業所 明治学院同窓会兵庫県支部
賛助（個人）
逢見直人 英賀康子 明松善一 明松しのぶ 阿部ちくさ
綾目広治 荒内直子 荒木郁子 池本正人 石丸鐵太郎 石若義雄
磯田律子 磯前則光 井塚栄子 伊東司郎 井上智世 岩木英一
植松賢治 牛尾宏 牛田清博 太田明 大平久司 岡田健一
岡田三枝子 岡部春子 小川直子 荻田尚治 奥田典子 奥村達郎
小澤幸次郎 賀川一枝 片山郁子 上内英子 神谷潔 神谷理香
川﨑圭子 河谷里美 河谷保 川森博司 紀伊茂 熊埜御堂美佐子
倉澤条太 栗山究 髙野文宏 児島隆介 児島若菜 小城智子
桜井かおり 佐々木正夫 佐藤悦子 庄田公哉 鈴木誠也
関紀美子 大仁多美子 髙橋正 高橋都 武井博子 田村三佳子
竹内郁夫 竹内豊子 田村宜治 張さつき 辻本義輝 冨岡恭子
中井福美 中井迪代 長尾文雄 中村澄江 中山尚幸 名久井佳治
南波陽子 仁木壮 西吉彦 西内芳子 西岡栄子 西垣光代
西村風胡 野村武夫 元正章 長谷川進一郎 服部康喜 服部榮
濱田浩子 原利治 東村かずこ 東村のりこ 東村元嗣 久川正博
久積育郎 檜山秋彦 平木是 日和佐信子 深田由美 冨士本利子
古河憲子 松田聡 松長乃生 松山典子 水野整一 水野雄二
三好長栄 三好美佐子 村岡敏子 村山盛嗣 森下美代子
森文子 森本芙紗子 保野恵子 山口一史 山口則子 山口洋介
山田洋一 大和慎吾 山本常雄 吉崎悦子 吉田有二 吉村信夫
米田成己 米満弘 李善惠 若尾成俊 若松善英 匿名 2 件
寄付金（団体）：
NPO 法人 CHARM One Village One Earth 北大阪地域労福協
関西キリスト教音楽講習会 全労済東日本事業本部
明治学院同窓会兵庫県支部

写真：フルート＆ピアノ演奏「ぱすてる」

寄付金（個人）：
植本卓雄 榎本てる子 越牟田愛子 風車 上内鏡子 紀伊茂
九里イツ子 近藤孝子 坪田恵美子 鳥養弘一 深田由美
野瀬千津子 真下東雄 真部マリ子 森田弘子 山口洋介
匿名 1 件
クリスマス（個人）：大平久司
真愛ホーム寄付：小澤幸次郎 熊原敏榮 髙橋正 竹谷俊彦
藤田有美子
友愛幼児園寄付：梅村貞造 熊原敏榮 武井博子
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：ジャグリング DROP UME-SUN（ドロップ うめさん）

写真：布引中学校吹奏楽部の演奏
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賀川記念館 賛助会から

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

2017 年
6月
02（金）
03（土）
04（日）
07（水）
10（土）
14（水）
16（金）
17（土）
21（水）
23（金）
24（土）
25（日）
30（金）

頌栄短期大学（説明・見学）
韓国南大門長老派教会（賀川ウォーク）
西山公民館（説明・見学）
高石市民和会（説明・見学）
大学生協関西北陸ブロック（説明・見学）
全労済東日本事業本部（千葉・静岡）（説明・見学）
全労済東日本事業本部（群馬・長野 )（説明・見学）
愛知県労福協名古屋北支部（説明・見学） ナイトカフェ
パナソニック労組（説明・見学）
関西学院大学商学部（説明・見学）
全労済東日本事業本部（神奈川・山梨）（説明・見学）
全労済東日本事業本部（栃木・埼玉）（説明・見学）
町の映画会
アジア研修交流事業（説明・見学）
全労済東日本事業本部（東京）（説明・見学）
凸版印刷労組（説明・見学）

7月
01（土）
04（火）
06（木）
07（金）
09（日）
12（水）

コープおきなわ（見学）
ろっこう医療生協（説明・見学）
五館連絡協議会 JA 愛知中央会（説明・見学）
五館連絡協議会
連合神奈川女性委員会（説明・見学）
和歌山県生協連（説明・見学）
全労済東日本事業本部（神奈川・茨城）（説明・見学）
21（金） ナイトカフェ
29（土） 世界宗教者平和会議（WCRP）（説明・見学）
8月
02（水） 韓国教会（見学）
12（土） 町の上映会
22（火） 東京人権啓発企業連絡会（説明・見学）
9月
02（土）
03（日）
04（月）
14（木）
15（金）
23（祝）
24（日）
28（木）
30（土）

総合研究所講演会（みんなで考えよう HIV）
賀川学会
賀川学会（賀川ウォーク）
コア 100 賀川グループ新人研修
FNH12 牧師会 ナイトカフェ
地域と協同の研究センター（見学）
コニカミノルタ労働組合（説明・見学）
二樹会（見学）
総合研究所講演会（みんなで考えようセクシュアリィ）

10 月
06（金） 兵隣協中部ブロック館長会（説明・賀川ウォーク・見学）
07（土） 総合研究所講演会（みんなで考えよう薬物依存症）
13（金） 野崎地区人権委員会（説明・見学）
本田技研労働組合（説明・見学）
14（土） 社会福祉事業研修所同窓会（説明・見学）
17（火） 在日大韓キリスト教会神戸教会（説明・見学・賀川ウォーク）
18（水） ひょうご部落解放人権研究所（説明・見学）
20（金） 中央小学校（説明・見学） コープムービング（説明・見学）
ナイトカフェ
21（土） 草津市同和教育推進協議会（映画・見学） 町の映画会
23（月） 協同学苑ユニオン（出張講演）
24（火） コア 100 賀川例会
26（木） 牧師会（説明・見学） コープおきなわ（説明・見学）
28（土） JA 共済連鹿児島（説明・見学）
加西市人権教育協議会（映画・見学）講演会（水野隆一氏）
記念館ミュージアム入場者数
06 月

一般 050 名

団体 503 名

行事 230 名

合計 783 名

07 月

一般 035 名

団体 186 名

行事 150 名

合計 371 名

08 月

一般 048 名

団体 44 名

行事 102 名

合計 194 名

09 月

一般 041 名

団体 38 名

行事 215 名

合計 294 名

10 月

一般 028 名

団体 194 名

行事 180 名

合計 402 名
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神戸イエス団教会

Volunteer 2017 年 12 月 vol.

クリスマス礼拝 ＆ クリスマスイブ礼拝のご案内
クリスマス礼拝＆祝会
クリスマスイブの夕べ
どなたでも、お越しください。

12 月 24 日 ( 日 ) 10：30〜13：30
12 月 24 日 ( 日 ) 17：00〜18：00
My Christmas Story ( 呼びかけ人：上内鏡子 )

日本キリスト教団 神戸イエス団教会
tel 078 (251) 4870
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社会福祉法人・学校法人 イエス団

神戸イエス団教会ホームページと Facebook、
ぜひごらんください。

http://core100.net/kjbc/

総合研究所プログラムのご案内

いのちが分断される時代に
〜伴走と言う生き方〜
お

講師

く

だ

と

も

し

奥田 知志さん
ほうぼく

講師プロフィール

「北九州越冬実行委員会」事務局長に就任。同年、東八幡
キリスト教会牧師に。また、
その翌年、
「NPO法人北九州ホー
ムレス支援機構」を設立。路上生活者の生活を支えながら、
自立支援住宅の建設などに取り組んできた。 2007 年に
は、ホームレス支援全国ネットワークの代表に就任。北九
州での活動の理念や取り組みが多くのマスコミに取り上げ

2018 年 1 月 14 日（日）
参加費：無料

（お申込は、お名前、ご連絡先を
メール・fax・tel いずれかでお知らせください。）
※午前中に礼拝も行なわれます。
宣教題： 黙祷 〜希望の到来〜
説教者：奥田 知志（東八幡キリスト教会牧師）
日 時：2018年1月14日（日）10：45〜11：30

第一回 賀川豊彦賞

（主催：公益財団法人賀川事業団雲柱社）を受賞 !!

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（木）〜1 月 3 日（水）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 23 日（土）〜1 月 4 日（木）休業いたします。
天国屋ナイトカフェ 2018 年 1 月 19 日（金）17:30〜
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発行日

2017 年 12 月 20 日

発行者

馬場一郎

発行所

賀川記念館
〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
tel：078-221-3627

社会福祉法人・学校法人 イエス団
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この二つの言葉を心において、地域を見ていく事で見え
てくることがあります。そのことを捉えてプログラム化し、
事業化していく。この 8 年間少しずつですが、その実践を
してきました。
地域の課題に気づき、その課題について誠実に向き合っ
ていきたいと考えています。特に賀川記念館は友愛幼児園
と共にあり、子どもたちの生活に近い位置にあります。保
育園（2017 年度よりこども園）が制度による事業であり、
なかなか制度を越えて課題解決をしていくことが難しい現
状があります。その制度を越えた課題を賀川記念館で受け
止めて、プログラム化していくことを行ってきました。
「外国にルーツをもつ子どもたちの学習支援 はいず 」
は、今年で 5 年目を迎えます。特に広報はしていませんが、
口コミで広がり、現在 18 名の子どもと 2 名の保護者が学

制度の中で運営している友愛幼児園（幼保連携型認定こ
ども園）
、二宮児童館、学童保育、児童発達支援事業、放
課後等デイサービス、そして制度の隙間をぬって行ってい
る制度外の事業として、
「外国にルーツをもつ子どもたち
の学習支援」
、
「ひとり親家庭の学習支援」
、
「天国屋カフェ」
、
また「賀川記念館ミュージアム・研究所（福祉学習の拠点
として）
」を行い、常に地域に目を向けて、課題に気づき、
発信、啓発を行い、実践していく場としての役割を継続し
ていきたいと思っています。
2017 年、ありがとうございました。そして 2018 年もど
うぞよろしくお願いいたします。賀川記念館の活動に目を
向け、時々ご来館ください。ミュージアムで学び、カフェ
でおいしい食事をどうぞ。
館長 馬場一郎

また同じ冊子の中に阿部志郎先生の言葉があります。

られる。

vol.

セツルメントは、法律の義務や行政の責任によって設け
られたのではない。純粋な民間活動として始まった。
「公」
が手をつける前に、なすべき真の福祉の課題を発見して、
それに挑み、他人がしたがらないことを進んでする精神に
よって基礎づけられた。この精神を「ボランタリズム」と
いう。
「公」が金を出そうが出すまいが、愛に迫られて、
福祉ニードに対応してやまない。自己をささげても守るだ
けの価値を対象者に見出すが故に、主体的に応答しようと
する思想を指す。

んでくれています。特に中国の子どもが多く、中国人のボ
ランティアの方（神戸大学の留学生）と はいず で、中
国語で楽しく話ができることでいい居場所になっていると
感じています。
ひとり親家庭の子どもの学習支援は 3 年目を迎えます。
5 人の子どもたちですが、週 1 回、できるだけ個別に学習
支援を行い、さらに月 1 回ですが、みんなでお弁当を作って、
遊びに出かけたり、野外活動に行ったり、ボーリングに行っ
たり、またみんなで買い物に行き、みんなで料理し、食卓
を囲んでおいしく食べる、という取り組みを行っています。
子どもたちが家庭や学校ではない場所で、大学生のボラン
ティアや先生と学習や遊び、食事等を共にすることで、ま
た違うロールモデルと出会い、刺激を受けてほしいと思っ
ています。
また、2010 年事業開始時から、賀川記念館 4 階には天
国屋カフェがあります。賀川豊彦が貧しい人たちの栄養不
足の解消のために、1910 年一膳飯天国屋を始め、その後
100 年後に天国屋という名前を継承し、再開しました。木、
金、土曜日のランチと月 1 回の夜のカフェ（ナイトカフェ）
を開催しています。天国屋カフェのテーマは「生きづらさ
を抱えた人たちの居場所」です。少しずつですが、リピー
タも増え、いろいろな方が集い、交流できるスペースとし
て定着してきています。これからも居心地のいい、安心で
きる、楽しい、そして新たな出会いのある場所として、継
続していきたいと考えています。

2017 年が終わります。2009 年に賀川記念館の建て替え
を行い、2010 年から事業を再開し、8 年が過ぎました。
賀川記念館の働きを考える時、私がいつも意識しているの
は、村山盛嗣先生が書かれた文章の言葉です。
「賀川記念
館 10 年のあゆみ」から抜粋させていただきます。
かつて先生は「セツルメント事業の根本原理は、人格交
流運動であると」と断言いたしましたが、記念館の第一の
使命はこの原理を徹底する事だと信じます。セツルメント
運動を革命の一手段とする流れが存在している中でいよい
よその観を深くします。また先生は常に社会事業に於ける
開拓的役割を果たしてまいりました。記念館の第二の使命
は、この精神を継承することだと信じます。そのために記
念館は社会事業に於ける臨床実験的役割を思い切って引き
受けていくべきだと思います。

（NPO 法人 抱樸 理事長）
1963 年、滋賀県生まれ。1990 年にホームレス支援組織

13:30 〜 15:00

〜 この 1 年を振り返って 〜
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