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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 52 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4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

地域での取り組み

　私たち法人は、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫、香川、
徳島で児童福祉、障がい児・者福祉、高齢者福祉、地
域福祉事業をそれぞれの地域で行っています。法人の
設立者は賀川豊彦であり、コープこうべ、ＪＡ等、協
同組合の生みの親でもあります。
　賀川豊彦は 1909年、貧しい人たちのために救貧の
活動を始め、地域の人々のために、目の前の困難な課
題に全力で取り組みました。その中で、友愛幼児園、
賀川記念館ができ、その後も継続して地域の福祉課題
に取り組んできました。
　現在私たちは、この地域で賀川記念館（隣保事業）、
友愛幼児園（幼保連携型認定こども園）、真愛ホーム（特
別養護老人ホーム）、二宮児童館（児童厚生施設）を
運営しています。友愛幼児園は 1935年、賀川記念館
は 1963年、真愛ホームは 1996年、二宮児童館は
2004年から、この地域の方々と協力し、人々の幸せ
のための働きを継続してきました。
　私たちはこの地域のみなさんの福祉向上のために、
ひとり一人がしあわせに暮らしていけるような働きを
これからも行っていきたいと願っています。特に子ど
もたちの健全な育成のために、子育て支援のために、
幼児から学童期に向けて、継続して、また総合的に子
どもたちを見守り支援していきたいと考えています。
　友愛幼児園では、児童発達支援事業、放課後等デイ
サービスを開設し、発達に課題のある子どもたちの療
育的なケアを行っています。また賀川記念館では外国
にルーツをもつ子ども・保護者のための学習支援（日
本語学習を含めた）を行っています。これからも、地
域の子どもたちのニーズや保護者の要望に応えていく

取り組みを継続していきたいと思います。
　私たちがこれまで、この地域で行ってきたこと、地
域で評価されてきたことをしっかり継続し、中央小学
校、布引中学校、二宮・吾妻のふれあいのまちづくり
協議会、そして地域の民生委員・児童委員の方々、中
央区・中央区社会福祉協議会とも協力・連携し、支援
の必要な子ども・家庭に対して見守り、支援できるよ
うにしていきたいと考えています。
●友愛幼児園について
　友愛幼児園は中央小学校区である吾妻通りで、長い
間（約 80年になります）運営してきました。今年度
から認定こども園になりましたが、もともと“幼児園“と
いう名前です。形態は保育園ですが、子どもは幼稚園、
保育園に関係なく同じように教育・保育を受ける権利
があるという思いから”幼児園“となっています。
●友愛幼児園では「共に生きる」「共に育つ」ことを
大切にしています。
　子どもを育てるのではなく、共に育ち合う保育を心
がけています。子どもたちの自ら育つ力を信じ、認め、
寄り添い、共に育つという姿勢を常に心にとめながら
子どもたちの「生きる力の基礎」となる、心の根っこ
を育んでいきたいと思っています。
　また、子どもたちの育ちをみんなで“共に”支えて
いくこと。保護者、保育者、地域、法人が一緒になっ
て“子どもたちにとって何が必要か”、“何ができるか”
を考え、実践していきたいと思います。
　　　　　賀川記念館・友愛幼児園　施設長　馬場一郎

9月以降も、
「子どもを取り巻く環境（貧困）について」
「優生思想からの解放」
「HIV/AIDS・セクシャルマイノリティー・薬物依存について」
などを予定しております。

賀川豊彦と日本国憲法（仮）

講師 小南 浩一さん　兵庫教育大学

9 月 1日（土）14:00 - 16:00

2018年
 3月
03（土） コア 100 賀川 100 年シンポジウム
09（金） ナイトカフェ
11（日） 竹中真 3.11 追悼ジャズコンサート
23（金） コープみらい（講演・見学）
29（木） 浄土宗京都教区（講演・見学）
30（金） コープ自然派京都（講演・見学）

 4 月     
01（日） 特別展「賀川豊彦の文学」（～29）
05（木） コープこうべ第 3地区本部（講演・見学）
06（金） 全労済職域事業本部（講演・見学）
13（金） 賀川ハル展準備会
14（土） 友愛読書会（説明・賀川ウォーク）
20（金） コープこうべ関係者（講演・見学）　ナイトカフェ
21（土） 賀川豊彦召天 58 周年記念集会
23（月） コープこうべユニオン（講演・賀川ウォーク）

　記念館ミュージアム入場者数
3 月　一般 058 名　団体   85 名　 行事　263 名　合計 406 名
4月　一般 0 54 名　団体  119 名　 行事　217 名　合計 390 名
5月　一般    49 名　団体  163 名　 行事    105 名　合計 317 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

・

 幼児と遊ぶ賀川豊彦

※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/

～友愛幼児園を中心にした子どもたちへの取り組み～

 5月     
01（火） 賀川ハル展（～31）
05（祝） 関西学院大学神学部（講演・見学）
11（金） 芦屋コープ委員会（講演・見学）

17（木） 日独青少年指導者（講演・見学）
18（金） コープ大庄・コープ東豊中（講演・見学）　 ナイトカフェ
19（土） 関西学院大学商学部（講演・見学）
24（木） コープながた（講演・見学）
25（金） ひよどり台コープ委員会・名谷コープ委員会（講演・見学）
　　　　   香櫨園コープ委員会 （講演・見学）
26（土） 打出浜コープ委員会（講演・見学）
29（火） うねのコープ委員会・北須磨コープ委員会（講演・見学）
　　　　   渦が森台コープ委員会（講演・見学）
30（水） めふコープ委員会・西宮東コープ委員会（講演・見学）
　　　　   コープ須磨（講演・見学）　 
　　　　   住吉山手キリスト教会（講演・見学）
31（木）  宝塚コープ委員会・西宮北口コープ委員会
　　　　   尼崎近松コープ委員会・芦屋コープ委員会（講演・見学）
　　　　   コープこうべ第一地区活動本部（講演・見学）
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　賀川豊彦がノーベル平和賞の候補に成っていた事をご存知の

方は多いと思いますが、ノーベル文学賞の候補に成っていたこ

とは、誰もご存じなかったと思います。2008 年に毎日新聞社

が『賀川豊彦が 1947 年と 1948 年のノーベル文学賞候補であっ

た。』とスクープしました。1920 年に自叙伝のような小説『死

線を越えて』の上巻が発売され，瞬く間に 100 万部売れたと言

われています。大ベストセラーです。その本が世界 17 カ国語

に翻訳された結果、1930 年代には『賀川・ガンジー・シュバ

イツワー、世界の３大聖人』と言われるぐらい尊敬されました。

このような経過をへて、ノーベル文学賞の候補に成ったと思わ

れます。賀川豊彦は生涯ハードブックで 316 冊の書籍を書いて

います。それらの本を自伝系小説、虚構系小説、空想科学小説、

詩歌、随筆、紀行文その他に分類し、それぞれに解説を加えた

展示会を企画しました。多くの方に賀川豊彦の思想、信条と先

生の優しさに出会っていただきました。

特別展『賀川豊彦の文学展』を4月に行いました特別展『賀川豊彦の文学展』を4月に行いました
～賀川豊彦は日本人初のノーベル文学賞候補です～～賀川豊彦は日本人初のノーベル文学賞候補です～

　今年は賀川豊彦・賀川ハル生誕 130 年に成りますので記念の

「賀川ハル展」を行いました。

　賀川豊彦は大変偉大な業績をのこしましたが、ほとんど家に

おらず、講演や農民組合の指導、生活協同組合をスタートさせ

たり、外国に行っていましたので、家の事はハルさんに丸投げ

状態でした。家には相談や、賀川豊彦が約束したお金をもらい

に来た人達、原稿の依頼等が山のように来たと言われています。

ハルさんがこれらの事を的確に処理した事がいろいろの文献か

ら推察されます。その事を、語り部の皆さんが３班に分かれて

パワーポイントを作成し『賀川の大蔵大臣としてのハル』『賀

川の同労者としてのハル』『ハルは幸せだったのだろうか』と

いうタイトルで展示をしました。その他、賀川ハルの一生を写

真で表現し、来館者に理解し易いように展示しました。多くの

来館者が有り賀川ハルの理解ができたのではないかと思います。

特別展『賀川ハル展』を5月に行いました特別展『賀川ハル展』を5月に行いました
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新連載　賀川豊彦を読む新連載　賀川豊彦を読む

　先日（2018年6月9日）は、アジア・ユーラシア総合研究所
（川西重忠所長）の主催になる「賀川豊彦著作選集全5巻完結
記念神戸集会」が、盛会のなか、わたしたち神戸の賀川記念館
で開催されました。
　この度の新たな『選集』全五巻完結の快挙を祝う「神戸集
会」には、井戸敏三知事によるメッセージ（代読）や神戸社会
人大学の青木俊一郎学長と鳴門市賀川豊彦記念館の田渕豊氏の
御挨拶などがあり、特別に話題となったのは、三浦清一編纂
『賀川豊彦随筆集―神を指呼して』の出版にいたるドラマ――
賀川記念館の参事・西義人さんのパワーポイントを用いたスピ
ーチ「第五巻賀川豊彦随筆集―神を指呼して―この随筆集が出
来上がる迄の不思議な縁」――でした。
　わたしたちも長くお付き合いを頂いている西義人さんですが、
このスピーチは、奇しくも西さんのライフストーリーを物語る、
まことに感慨深いお話でした。
　ちょうどこのお話は、本誌の新連載「賀川豊彦を読む」第一
回の主題に合致しますので、西さんのご了解をいただいて、パ
ワーポイントの内容を綴らせていただきます。
　お話の冒頭には、「集まった4人の男達」として「竹内愛
二」「今井鎭雄」「高村勣」「三浦清一」をあげたあと、「焼
け跡の生協の文化部（部長が竹内、その部下に今井・高村）に
おいて、社会のためにどう生きるのかを観音林倶楽部跡で論
議」。「そこに三浦が加わり新たな教会を建設する（後の東神
戸教会）」。
　「私（西義人）は灘神戸生協に入職し、1967年から2年間こ
の教会の家庭係（御用聞き）をしていた」「西は、高村専務、
組合長、理事長の時代に40年間充実した仕事をさせてもら
う」「課長、部長を経て1993年役員になり今井との接触がは
じまる」
　「2007年コープこうべを退任するとき、今井から賀川豊彦
献身100年記念事業の大事業とこのとき建て替えた賀川記念館
を頼まれる。」「コープこうべの組合員理事経験者や今井の創
設した神戸シルバーカレッジの卒業生など20名で賀川記念館
のボランティアの＜語り部＞が誕生」。
　「随筆草稿の発見！――ある日、白い古紙に包まれたＢ４程
の大きさで、厚みが4～5センチ程の包みを見つけ、それを開

けてみると、表紙には『賀川豊彦随筆集』三浦清一著と書い
たのを棒線で消し、改めて横に『神を指呼して』賀川豊彦著
と書いてある。」
 「判読も困難な大部な草稿を、語り部の大沼智得さんにお願
いして、見事にテキスト化していただきました。賀川記念館
での出版を探っていたところに、アジア・ユーラシア総合研
究所の川西重忠さんが賀川記念館に来られて、一気にこの著
作が実現しました。」
　「不思議なご縁Ⅰ――戦後灘購買組合に、竹内愛二、今井
鎭雄、高村勣、三浦清一が集まり、そこでキリスト教社会主
義の理想を語り、2年後それぞれの方向に進んでいった。竹内
が関学に社会福祉学科を創設し、その内容を今井鎭雄が踏襲
し、関学の社会学部で学んだ多くの学生が、ＹＭＣＡとイエ
ス団に入り、今井鎭雄の指導の下で実践して来た。今井鎭雄
は神戸市と兵庫県で福祉や青少年活動のリーダーとして、大
きな働きをなし、日本の福祉の社会では、東の阿部志郎、西
の今井鎭雄と言われていた。」
　「不思議なご縁Ⅱ――その今井鎭雄が2009年の賀川豊彦献
身100年記念事業を発案され、県知事、神戸市長をはじめ神戸
の政界・財界の人々を100人集めて実行委員会を作り其の委員
長に就任し、私がその実行責任者と成った。私はコープこう
べの役員経験者の中でただ一人、東神戸教会を家庭係として
訪問している。今井鎭雄の命を受けて賀川豊彦献身100年記念
事業を行い、賀川記念館で働くことに成り、今回の三浦清一
による賀川豊彦の随筆集を見つけ、語り部の大沼さんにテキ
スト化していただき、川西さんの計画で製本化された訳です。
また、今私の周りには竹内愛二が引いた福祉の路線に乗った
人達がほとんどです。今井鎭雄の影響、高村勣からの影響。
こういう環境が総合的に今回の賀川豊彦の随筆集を世に出し
たのだと思います。感慨深いものがあります。」
　なお本邦初の『賀川豊彦随筆集』には、西義人さんの「解
説」と大沼智得さんの「賀川豊彦随筆集の打ち込みを終え
て」が収められ、鳥飼も「三浦草稿へのコメント」を添えて
います。『賀川豊彦 著作選集（五）』は定価3,000円（税別）
で賀川記念館でも入手できます。

　今回から鳥飼慶陽さんの新連載　「賀川豊彦を読む」が新たにスタートします。その第1回は、『賀川豊彦　
随筆集―神を指呼して』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。

「賀川豊彦随筆集―神を指呼して」

賀川豊彦　著作選集（一）～（五）

と り　 が い　  け い　 よ う

鳥飼慶陽の

第一回
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　4月は、久しぶりにニチレクボールを実施。ほ
とんどの人たちが初めて経験するニチレクボール。
2月のピョンチャンオリンピックでは、カーリン
グが凄い人気だったけれど、ニチレクボールは、
はっきり言って、「地上のカーリング」。
　最初は苦労しながら遊んでいた皆さんも、慣れ
てきて、楽しく時間を過ごしておられました。
子どもたちも加わって、家族で楽しむこともでき
ました。

　毎年、リラ・プレカリアという祈りのたて琴を通して、
黙想の会を実施していますが、今年は、リラ・プレカリア
の音色に合わせて、ラビリンス・ウォークを実施しました。
ラビリンス・ウォークは、「歩く黙想」とも言われています。
　クラウディア宣教師を通して、この先駆者であるリチャ
ード・ガードナーさんと武田光世さんのご夫婦をご紹介い
ただきました。上智大学の宗教学者であったガードナーさ
んと光世さんは、長くこの黙想の研究と実践をして来られ
ました。
　今回は、関西で初めて行われたこともあり、産經新聞に
も掲載されました。

　4月 28日 ( 土 ) は、フランスのパリにある学校の様子を
描いた「バベルの学校」を上映しました。
　20カ国の国籍を持つ子どもが 24人もいる教室で、涙あ
り、争いあり、しかし、みな心を通わせながら、勉学に励
み、また、フランスという国の文化や言葉に適応していこ
うする子どもたちの物語でした。
　賀川記念館も外国に
ルーツをもつ子どもたち
の学習支援を実施してい
ますので、他人事ではな
い映画でした。
　今回は、約 30名の方々
が鑑賞に来てくださいま
した。残って歓談の時間
を過ごす人は少なかった
ですが、参加された方、
それぞれの現場でのヒン
トになればと願ってやみ
ません。

ナイトカフェ（4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。

　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、雨の曲を中心にピ
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。今年は、竹中真さんは、秋のライブにチャ
レンジされます。皆さん、秋のジャズライブもい
いですね。乞うご期待、ご注目ください。

6月15日　竹中 真　Jazz Live6月15日　竹中 真　Jazz Live

町の上映会

神戸イエス団教会

4月20日　ニチレクボール4月20日　ニチレクボール

ラビリンス・ウォーク　黙想の会

バベルの学校

　昨年度も「神戸定住外国人支援センター」「神戸市
中央区社会福祉協議会」「吾妻地域福祉ネットワーク
会議」と多くのボランティア方々の協力のもと、また
「（株）老祥記・豚まん募金」「ウェスレー財団」「神戸
ユニオン教会」の助成・協力を受けて活動を行うこと
ができました。関わってくださった皆様に心から感謝
致します。
2017 年度　＊金曜　49回　＊月曜　2名　31回　
　　　　　  ＊プレスクール　1月～3月 参加者1名　6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、
年々と増え、今年度も中国からきた子どもの問い合わ
せがありました。人数は 17 名からスタートし、その
後 20 名近くまで増えた時期もありました。年度末の
登録者は子ども 18名、大人 1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と、さら
に日々の学習面でのフォローが必要になる子ども達が
いる中で、最近では、日常会話はできるけど学習につ
いていけないという問い合わせが多いように思います。
　ボランティアの方も引き続き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いました。
支援者は当初の 4 人から増え、現在では様々な経歴を
お持ちのボランティアの方 15 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、昨年度と引き続き 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。来日して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を考え、時
には日本語指導を別時間で始める場合もありました。
３、成果
　子どもたちは、様々な背景の中で日本の学校に通い
母国語と日本語を共に学んでいます。中には学校に慣
れていく様子も見られ、少しずつですが学習の内容を
理解できるようになってきた子どももいるように感じ
ます。「はいず」では、その子どもの得意・不得意な
部分を見つけてそれぞれ伸ばしながら、日本語の学習
言語、漢字、読解などに力を入れてきました。特に来
日してすぐの子どもたちには、「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。

　中国人留学生の方には、算数の用語の理解に力を入
れ、予習も含め、学校での授業についていけるように
指導していただきました。また、昨年度と同様に中国
語で話ができ、相談できるということは、中国人児童
にとっては同じ言語、国の子ども達と交流できる、安
心できる居場所となっています。
　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。また国語や算数以外の社会や理科などの指導
にも取り組み、さらに複雑になる文章の読み書きの学
習もしています。
　イスラム圏や中国、また同じ学校のつながりで保護
者同士が「はいず」の事を紹介し、連れてきてくれた
りするようになりました。また近隣の幼稚園や学校で
の認知度も上がり、問い合わせがくる事もありました。
４、課題
　場所に関しては現在 4 階ホールを中心に学習してい
ますが、人数に対する教材や辞典が多く、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の支援を中心とするに
は、支援者の増加、また継続的な支援が求められます。
　社会福祉協議会から紹介のボランティアの方々にも
来て頂き助かっています。多くのボランティアの方に
支えられて活動しておりますが、半数以上が中国の子
どもたちという事でさらに中国人留学生の方に来て頂
くためにも募集方法などを考え、積極的に取り組みた
いと考えています。
　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。
　活動に携わる多くの方との交流を通じて、今後の活
動の発展と、具体的課題に対する取り組みを共有し活
動する事が求められているように思います。子ども達
が安心できる居場所として、学習で分からない事を気
軽に相談し学習できる場となるために活動していきた
いと思っています。

はいず 外国にルーツをもつ子どもの学習教室 （２０１7年度の取り組み）
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　今年度まで公立保育所として運営をされていた
二宮保育所を、私たち社会福祉法人イエス団で引
継ぎ、運営することになりました。地域の子ども
たちを1935年から見守り続けてきた友愛幼児園と、
賀川記念館開設後すぐに取り組んだ学童保育ひま
わり、そして 2004 年から神戸市の指定管理を受
けて運営している二宮児童館、それぞれが一体と
なって、中央小学校区の、この地域の子どもたち
を見守り、継続して支援していけるように、いい
保育園をつくっていきたいと思います。

　4 月から賀川記念館の 1 階にあるイエス団本部
に勤務しています。
　これまではコア 100 賀川の例会やイエス団の会
議で、新しくなった賀川記念館には月に 1 度くら
い来ていましたが、今では週に 4 日くらい来てい
ます。
　木曜と金曜は天国屋でランチを食べ、第 3 金曜
日は天国屋ナイトカフェで一杯やっています。
　皆さん、ナイトカフェでお会いしましょう。

二宮保育園を開園します

イエス団の新しい常務理事
長谷川　俊（はせがわ しゅん）です。

社会福祉法人イエス団本部事務局

　賀川豊彦召天58周年記念集会が2018年4月21日
（土）に行なわれました。
　賀川記念館での記念集会には47名の方にご参加
いただき、召天58周年を記念して藤崎盛清氏（豊
島公民館館長）より、『農民福音学校と立体農
業』というテーマでお話をいただきました。

　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18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58周年記念集会開催
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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。
2018 年 3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 　　　629,000 円
　　　　　　　寄付金・クリスマス献金     　   348,781 円
 　　　　　真愛ホーム・友愛幼児園寄付    　　   15,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　 総合計           992,781 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）：
公益財団法人賀川事業団雲柱社   ガーデン・エル   ガーデン・ロイ
かがわ子ども・子育て支援センター神愛館  社会福祉法人協同の苑
社会福祉法人神戸YMCA福祉会　（株）多い夢
（株）チャイルド社神戸営業所　生活協同組合とくしま生協
（株）ディ・オー一級建築士事務所　日本食研ホールディングス（株）
社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協会　
医療法人社団明視会 松田アイクリニック

賛助（個人）
相戸晴子　逢見直人　赤松優　赤本公孝　秋田喜代子　綾目広治
阿部眞理子　荒木郁子　荒木隆子　安藤友里　家入理　石若義雄
石田規矩子　石丸鐵太郎　磯前則光　井塚栄子　井上淳信　
井上真二　井上知子　飯岡聰　岩木英一　岩切幸子　上田千暁　
植松賢治　牛尾宏　臼杵邦枝　太田明　大塚紫織　大西梨紗　
大沼智得　岡田誠一　岡部眞理子　岡安茂祐　奥村達郎　
小澤幸次郎　小田瑞穂　越牟田愛子　加藤朝子　加藤鉄三郎　
加藤壽宏　金丸裕一　上内鏡子　川井蒼　河合成一　川井ふみ子
河崎紀子　川添初音　川端俊之　河原克美　紀伊茂　木内仁奈　
北川太一　木村智子　清野健太郎　國村弥加　倉澤条太　栗山究
黒田彩香　小宮山盛昭　小山田琴美　近藤孝子　近藤正教　
酒井明子　桜井利枝　佐々木正夫　志方京三　重元勝　師玉健男
島田恒　島津陽子　下地徹　庄田公哉　新谷一郎　須貝強　
杉野高司　杉山博昭　鈴木誠也　住友一英　住友勝子　高岡奏子
高橋都　田窪有希子　武井博子　田中京子　田中なぎさ　田中寛
田中道子　谷垣わきゑ　谷田志津代　近松文子　土草香菜　
常峰明希　鶴崎祥子　鉄谷淳二　土井美奈　鳥飼慶陽　中井福美
長尾文雄　長島和代　中野愛　中野素子　中村俊恵　中村容子　
中山尚幸　名越信次　名越康晃　浪本勝年　浪本いくみ　仁木壮
南条彩恵　二河照子　西内芳子　西海弘子　西岡奈那　西岡栄子
仁尾恵子　西垣光代　西田登紀子　西村風胡　長谷川勝義　

2018 年 3月 1日～ 2018 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。

服部康喜　濵田ひとみ　東内壽子　東山和代　久川正博　平木是
久元祐子　平林喜博　福井宣昭　福井香代子　藤岡明日香　
藤岡沙央里　藤黒てるみ　冨士本利子　細川忍　堀俊朗　牧田稔
本城智子　松井美幸　松井泰雄　松長乃生　三浦哲朗　三浦啓子
三上展　三木良美　水口紗矢香　水野整一　水野雄二　道上康彦
光田豊茂　宮本幸美　三好長栄　三好美佐子　向井ひとみ　
村岡敏子　村上里沙　村山盛嗣　茂里圭子　森文子　森下美代子
森田弘子　森畑哲洋　矢尾和也　八木憲一郎　山口洋介　
山口政紀　山口洋子　山下夕貴　山本渚　横山昌彦　吉田麻里子
吉山章子　米田和代　李善惠　和田幹司　渡辺正敏　渡部美津江
匿名 1 件

寄付金（団体）：
One Village One Earth　日本基督教団尼崎教会　
ウエスト東京ユニオンチャーチ　神戸ユニオン教会

寄付金（個人）：
市岡裕子　榎本てる子　風車　上内鏡子　高橋暹子　藤崎盛清　
坪田恵美子　ポール・ザウ　三浦哲朗　八木憲一郎

クリスマス献金（団体）：一麦保育園
真愛ホーム・友愛幼児園寄付（個人）：
小澤幸次郎　竹谷俊彦　仁木壮   西田登紀子   野瀬千津子   山口洋介
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　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 12 回は、天国屋カフェで
お手伝いいただいています林 秉翰さんをご紹介します。

　わたしは林秉翰 ( リンビンハン ) と申します。台湾から来ま
した。今36歳です。日本でキリスト教の宣教活動をしています。
日本に来て約 3 年です。神さまの導きで、今は大阪府堺市と神
戸市で、教会の奉仕をしています。
　賀川記念館の天国屋で皆と一緒に食事の用意、人と交流する
ことも楽しいです。聖書の中でもそう言っています。お互いに
愛することで、見えない神様が見えるようです。わたしも、もっ
と日本人が神様を知ることを祈っています。
　はじめは、神戸華人教会の牧師の娘さんの紹介で天国屋を知
りました。神戸では賀川豊彦のような偉い人を初めて知りまし
た。今、賀川記念館もこの理念を持って、社会を助けること、
周りの地域の人と交流することをして、キリストの精神を世の
中に伝えています。わたしはその理念に感心します。

「天国屋カフェ」  林 秉翰さん
 リン     ビン ハン

賀川記念館のボランティア⑫

07 月 20 日 ( 金 )　特にイベントはありません 
  9 月 21 日 ( 金 ) 　　　　  〃
10 月 19 日 ( 金 ) 竹中真ジャズライブ
11月 16 日 ( 金 ) 特にイベントはありません
12月   7 日 ( 金 )　Junko & Akiko 歌とフルート
2018 年   1 月 18 日 ( 金 )、 2 月 8 日 ( 金 )、 3 月 8 日 ( 金 ) 

天国屋ナイトカフェ 年間スケジュール



9/1

11 / 4

2018年 7月 vol. 117

社会福祉法人・学校法人 イエス団

Volunteer

vol. 117

社会福祉法人・学校法人 イエス団

発行日　2018 年 7月 7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　　fax：078-221-0810
ホームページ　http://core100.net
お問い合わせE-mail　office@core100.net

　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 52 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4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

地域での取り組み

　私たち法人は、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫、香川、
徳島で児童福祉、障がい児・者福祉、高齢者福祉、地
域福祉事業をそれぞれの地域で行っています。法人の
設立者は賀川豊彦であり、コープこうべ、ＪＡ等、協
同組合の生みの親でもあります。
　賀川豊彦は 1909年、貧しい人たちのために救貧の
活動を始め、地域の人々のために、目の前の困難な課
題に全力で取り組みました。その中で、友愛幼児園、
賀川記念館ができ、その後も継続して地域の福祉課題
に取り組んできました。
　現在私たちは、この地域で賀川記念館（隣保事業）、
友愛幼児園（幼保連携型認定こども園）、真愛ホーム（特
別養護老人ホーム）、二宮児童館（児童厚生施設）を
運営しています。友愛幼児園は 1935年、賀川記念館
は 1963年、真愛ホームは 1996年、二宮児童館は
2004年から、この地域の方々と協力し、人々の幸せ
のための働きを継続してきました。
　私たちはこの地域のみなさんの福祉向上のために、
ひとり一人がしあわせに暮らしていけるような働きを
これからも行っていきたいと願っています。特に子ど
もたちの健全な育成のために、子育て支援のために、
幼児から学童期に向けて、継続して、また総合的に子
どもたちを見守り支援していきたいと考えています。
　友愛幼児園では、児童発達支援事業、放課後等デイ
サービスを開設し、発達に課題のある子どもたちの療
育的なケアを行っています。また賀川記念館では外国
にルーツをもつ子ども・保護者のための学習支援（日
本語学習を含めた）を行っています。これからも、地
域の子どもたちのニーズや保護者の要望に応えていく

取り組みを継続していきたいと思います。
　私たちがこれまで、この地域で行ってきたこと、地
域で評価されてきたことをしっかり継続し、中央小学
校、布引中学校、二宮・吾妻のふれあいのまちづくり
協議会、そして地域の民生委員・児童委員の方々、中
央区・中央区社会福祉協議会とも協力・連携し、支援
の必要な子ども・家庭に対して見守り、支援できるよ
うにしていきたいと考えています。
●友愛幼児園について
　友愛幼児園は中央小学校区である吾妻通りで、長い
間（約 80年になります）運営してきました。今年度
から認定こども園になりましたが、もともと“幼児園“と
いう名前です。形態は保育園ですが、子どもは幼稚園、
保育園に関係なく同じように教育・保育を受ける権利
があるという思いから”幼児園“となっています。
●友愛幼児園では「共に生きる」「共に育つ」ことを
大切にしています。
　子どもを育てるのではなく、共に育ち合う保育を心
がけています。子どもたちの自ら育つ力を信じ、認め、
寄り添い、共に育つという姿勢を常に心にとめながら
子どもたちの「生きる力の基礎」となる、心の根っこ
を育んでいきたいと思っています。
　また、子どもたちの育ちをみんなで“共に”支えて
いくこと。保護者、保育者、地域、法人が一緒になっ
て“子どもたちにとって何が必要か”、“何ができるか”
を考え、実践していきたいと思います。
　　　　　賀川記念館・友愛幼児園　施設長　馬場一郎

9月以降も、
「子どもを取り巻く環境（貧困）について」
「優生思想からの解放」
「HIV/AIDS・セクシャルマイノリティー・薬物依存について」
などを予定しております。

賀川豊彦と日本国憲法（仮）

講師 小南 浩一さん　兵庫教育大学

9 月 1日（土）14:00 - 16:00

2018年
 3月
03（土） コア 100 賀川 100 年シンポジウム
09（金） ナイトカフェ
11（日） 竹中真 3.11 追悼ジャズコンサート
23（金） コープみらい（講演・見学）
29（木） 浄土宗京都教区（講演・見学）
30（金） コープ自然派京都（講演・見学）

 4 月     
01（日） 特別展「賀川豊彦の文学」（～29）
05（木） コープこうべ第 3地区本部（講演・見学）
06（金） 全労済職域事業本部（講演・見学）
13（金） 賀川ハル展準備会
14（土） 友愛読書会（説明・賀川ウォーク）
20（金） コープこうべ関係者（講演・見学）　ナイトカフェ
21（土） 賀川豊彦召天 58 周年記念集会
23（月） コープこうべユニオン（講演・賀川ウォーク）

　記念館ミュージアム入場者数
3 月　一般 058 名　団体   85 名　 行事　263 名　合計 406 名
4月　一般 0 54 名　団体  119 名　 行事　217 名　合計 390 名
5月　一般    49 名　団体  163 名　 行事    105 名　合計 317 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

・

 幼児と遊ぶ賀川豊彦

※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/

～友愛幼児園を中心にした子どもたちへの取り組み～

 5月     
01（火） 賀川ハル展（～31）
05（祝） 関西学院大学神学部（講演・見学）
11（金） 芦屋コープ委員会（講演・見学）

17（木） 日独青少年指導者（講演・見学）
18（金） コープ大庄・コープ東豊中（講演・見学）　 ナイトカフェ
19（土） 関西学院大学商学部（講演・見学）
24（木） コープながた（講演・見学）
25（金） ひよどり台コープ委員会・名谷コープ委員会（講演・見学）
　　　　   香櫨園コープ委員会 （講演・見学）
26（土） 打出浜コープ委員会（講演・見学）
29（火） うねのコープ委員会・北須磨コープ委員会（講演・見学）
　　　　   渦が森台コープ委員会（講演・見学）
30（水） めふコープ委員会・西宮東コープ委員会（講演・見学）
　　　　   コープ須磨（講演・見学）　 
　　　　   住吉山手キリスト教会（講演・見学）
31（木）  宝塚コープ委員会・西宮北口コープ委員会
　　　　   尼崎近松コープ委員会・芦屋コープ委員会（講演・見学）
　　　　   コープこうべ第一地区活動本部（講演・見学）
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