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賀川豊彦召天59周年記念集会

二宮保育園竣工

　今年は賀川豊彦が天に召されて59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： 2019 年 4 月 27 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：「賀川豊彦と生協」
■講　師： 浅田克己氏（元コープこうべ組合長理事）

☆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12日(金)までに事務局までお知らせください。（tel 078-221-3627）

★「賀川記念館は、あなたがあなたらしく、ありのままの
姿でいられる居場所です。」
　自分らしく生きることを許さない日本社会に私たちは危
機感を覚えます。
　日本社会では、“ みんな同じ ”ということが美化され、
少しでもはみ出す人は排除されてしまいます。反対に、賀
川記念館は多様性の共存を目指します。“ 多様性 ”は人を
活かすと信じているからです。
　賀川記念館は、この社会の中で“ 生きづらさ ”を抱える
人が、気軽に集まれる居場所になりたいのです。自分らし
くいること、ありのままの姿でいることが尊重される場所
を作りたいのです。共に生きる“場”を創造したいのです。

★賀川記念館隣保事業がめざすもの
　賀川記念館の「隣保事業」（地域福祉事業）は、1963 年
の賀川記念館完成と共に開始しました。創設者賀川豊彦に
倣い、制度と制度の隙間を埋めるように挑戦的実践を続け
てきました。
　弁護士やソーシャルワーカーなどによる相談支援事業
（63 年）や神戸市第一号となる学童保育設立（64 年）、学
童保育における障がい児受け入れ（77 年）、老人給食サー
ビスの開始（78 年）、「かがわオモニハッキョ」（在日高齢
者識字学習支援・96 年）の開講、「トゥモロー会」（障がい
を持つ青年の余暇支援・96 年）などの多くの事業を行いま
した。95 年の阪神淡路大震災時には「賀川記念館救援対策
本部」を設置し、救援活動に当たりました。
　時代の変化と共に様々な事業を行ってきました。その実
践はいずれも、“ いと小さきもの ”に仕えるため、多様な
人が出会い、つながる場所づくりのため、“ 生きづらさ ”

を抱えた人たちの居場所づくりのための活動でした。
　現在賀川記念館隣保事業では「天国屋カフェ」（コミュ
ニティカフェ）と「はいず」（外国にルーツを持つ子ども
と保護者の学習支援教室）を行っていますが、大切にして
いることは、設立からこれまで変わっていません。

★私たちの夢
　かつて、アメリカ公民権運動指導者M.L. キング .Jr は、「私
には夢がある」と自らの夢を語りました。それは、肌の色
や身分で差別されない、すべてのひとにとって平等な社会
実現についてです。彼の夢は完全に実現してはいないかも
しれませんが、今もなお多くの共感を得ながら活動が続け
られています。
　私たち賀川記念館の夢は、いのちが大切にされる社会、
隣人と共に生きる社会、違いを認め合える社会をつくりだ
すことです。肌の色、人種、民族、身体の特徴、出身地、
生い立ち、社会的経済的背景、ことば、宗教、学歴、年齢、性別、
セクシャリティ…。多様な人がありのままの姿を認められ
る社会、差別されることなく、互いに手を取り合い、共に
生きる社会をつくりたいと思っています。そのために私た
ちは行動します。
　同じ想いを抱き、共に歩む多くの仲間が与えられること
を望みます。一人ではできないことも、多くの者がいれば
叶うと信じています。
　どうか私たちの仲間になってください。

  賀川記念館隣保事業運営企画会議
    馬場一郎　・　藤井航
    上内鏡子　・　小野歩

神戸イエス団教会　イースター礼拝のご案内

日本キリスト教団 神戸イエス団教会　tel 078 (251) 4870

 4 月 14日（日）　10：45～　　棕櫚の主日礼拝
　　  　　17日（水）　18：30～　　受難週の祈り
　　　　　 19 日（金）　12：00～　　受難日の祈り
　　　　　 21 日（日）　10：30～　　復活日　イースター礼拝
　　　　　 21 日（日）　14：00～　　イースター墓前礼拝（於・神戸市舞子墓園）

　神戸市から民間移管された“二宮保育所”が、3月 18 日に
竣工しました。新たに“社会福祉法人イエス団二宮保育園”
として。昨年 8月から工事が始まり、ほぼ 8か月かかっての
完成です。
　私たちの希望も随所に入れてもらい、気持ちのいい保育園
になったと思います。“保育所”ではなく、“保育園”として
生まれ変わりました。子どもたちが集い、遊び、生活する“園
（その）”として開始します。できるだけ木を使ったつくりで、
外見はシンプルです。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄
りください。
　4月 1日から、神戸市立二宮保育所の子どもたちをそっくり
そのまま受け入れます。昨年 9月から、友愛幼児園、のぞみ
保育園、杉の子保育園、みどり野保育園、神視保育園（いず
れも社会福祉法人イエス団の施設です）から、二宮保育園に
異動してもらう保育士が共同保育に入り、子どもたちとの関
係づくりをしてきました。それでも新しい環境に入るので、

子どもたちも保育士もいろんな戸惑いがあるかもしれません。
職員みんなでしっかり、大切なことを見失わないように、保
育をしていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

二宮保育園　園長　馬場一郎
（友愛幼児園から異動しました。友愛幼児園は関が園長になります）

1978 年高齢者給食サービスの開始（神戸市第一号）
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町の上映会

　毎度お馴染みのピアノとフルートで演奏してくださる
「ぱすてる」の皆さんにご出演いただきました。
　友愛幼児園卒園児の親御さんが属するグループで、いつ
も、みんなが知っていて口ずさむことのできる曲をたくさ
んご披露いただきます。
　毎回、感謝です。そして、また、どうぞよろしくお願い
します。

天国屋ナイトカフェ

総合研究所講演会

　ヒルデガルト・フォン・ヴィンゲンは、中世ドイツのベ
ネディクト会系女子修道院の院長です。神秘家で、宗教音
楽の作曲家です。しかし、彼女は、医学や薬草学に長けて
いて、生き方そのものを多く学ばされます。中世の男性社
会でありながら、自立した女性であり、当時の支配階級に
も大きな影響を与えています。
　その彼女の思想や生き方が、現在の日本の人々の関心を
引いています。平和な社会の中で生き、自然から生み出さ
れる命によって豊かになる生き方について、大きな示唆を
与える映画でした。
　およそ20人の参加者があり、ドキュメンタリー映画を
見たあとも、話が尽きませんでした。このように、映画を
通して、参加者の生き方に互いにつながってくことが、町
の上映会の醍醐味だと思います。
　次回の予定は、6月 15日 (土 )14：00～　ロゴスフィル
ムの「はたらく」。乞うご期待！

　2月 8日の天国屋ナイトカフェに出演させていただいた
『Green Onion Club』です。いただきましたアンコールも
含め、ジャズを中心に全 9曲演奏させていただきました。
ご存じの曲はありましたでしょうか？当日は多くのお客様
に和やかな雰囲気と温かい拍手で迎えていただき、私たち
自身も楽しんで演奏することができました。演奏後にいた
だいた天国屋カフェの料理もとっても美味しかったです。
お越しいただいた皆様、関係者の皆様、ありがとうござい
ました。

♬ ぱすてる ♬

GREEN ONION CLUB

「ふつう」ってなんだろう？
　　　　　　ーLGBT と教会ー

　中村吉基さんは、新宿コミュティ教会の主任を 15年ほ
ど務められ、多様な立場の人々を招き礼拝をされた日本
基督教団の牧師です。その間、特に「性的指向／アイデ
ンティティ」についての悩みをもつ方々が多く訪れたそ
うです。15年間で来会者は 800 人といいますから、多く
の人が、打ち明けられない悩みを新宿コミュニティ教会
に持ち込んでいたということになります。そして、それ
だけ多くの人が、自分たちの生活の場では持ち出せない
でいるという証拠でもあります。そのような状況を説明
してくださる中で、教会を閉じ、キリスト教の牧師として、
LGBTに寄り添う牧師を目指し、「LGBTと宗教ネットワー
ク」を立ち上げられ、あらゆる場で牧会を行っておられ
る様子をお話しくださいました。そのような働きの中で、

12月1日（土）中村吉基さん12月1日（土）中村吉基さん
（宗教とLGBTネットワーク代表 日本基督教団教師）（宗教とLGBTネットワーク代表 日本基督教団教師）

次回ナイトカフェは、4月19日（金）17：30～

『ヒルデガルト 緑のよろこび』

1月 18日　フルート＆ピアノ演奏

2月 8日　Jazz Live

2月 23日　町の上映会
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　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 12 月 1 日から 2019 年 2 月 28 日までの報告を
させていただきます。
 　　　　　　　　　　賛助会費       178,000
 　　　　　　　　　　　寄附金   　 453,504
 　　　　　　　クリスマス献金    　204,312
　　　　　　   真愛ホーム寄附 　 　　6,000 　
 　　　　　　　　　　　 合  計       841,816　　　　　　
　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

2018年度賀川記念館 賛助会名簿
賛助（団体）：
（有）イースター式典社　（社）家の光協会　一麦保育園
（公財）賀川事業団雲柱社　オリジン電気商事（株）　（福）協同の苑
ガーデン・エル　ガーデン・ロイ　（福）神戸YMCA福祉会
かがわ子ども・子育て支援センター神愛館　神戸国際キリスト教会
日本基督教団神戸イエス団教会　日本基督教団神戸雲内教会　　
（株）コープエイシス　生活協同組合コープこうべ　
（株）ジャクエツ神戸店　（株）多い夢　のぞみ保育園
（株）チャイルド社神戸営業所　（株）ディ・オー 一級建築士事務所
生活協同組合とくしま生協　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）　（福）ひょうご障害福祉事業協会

賛助（個人）：
相戸晴子　逢見直人　英賀康子　赤松優　赤本公孝　秋田喜代子　
明松善一　明松しのぶ　阿部志郎　阿部眞理子　阿部洋子　阿部律
綾目広治　荒内直子　荒木郁子　荒木隆子　安藤友里　家入理　
池上千賀子　池本正人　石井里奈　石川久仁子　石黒洋子　
石田規矩子　石田チヅコ　石場紘彦　石丸鐵太郎　石若義雄　
磯田律子　磯部亜希子　磯部卓三　磯前則光　井塚栄子　伊東朋子
井上淳信　井上真二　井上知子　井上智世　飯岡聰　今井牧夫　
今井よしの　岩木英一　岩切幸子　上田千暁　植松賢治　牛尾宏
宇治加奈子　牛田清博　臼杵邦枝　梅村貞造　占部雅史　衛藤静香

　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

太居賢治　大里昌子　大仁多美子　太田明　大塚紫織　大塚善彦　
大西梨紗　大沼智得　大平久司　岡田誠一　岡田三枝子　岡安茂祐
岡部眞理子　小川直子　荻田尚治　奥村達郎　小澤幸次郎　
小田瑞穂　賀川一枝　柏堂久子　加藤朝子　加藤鉄三郎　加藤壽宏
金子実咲　金丸裕一　上井香代　上内英子　刈谷雅夫　川井蒼　
河合成一　川井ふみ子　河内明　河崎紀子　川添初音　川那辺康一
川端俊之　河原克美　紀伊茂　木内仁奈　北川太一　木下涼香　
木村智子　清野健太郎　國村弥加　久保恭子　久保正幸　倉澤条太
栗山究　黒田絢　黒田彩香　小出享一　児島隆介　児島若菜　
越牟田愛子　小城智子　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　近藤正教　近藤佳子　斎藤綾
齊藤勉　齊藤宏　酒井明子　坂井久美　桜井利枝　櫻谷昌代　
酒口彩音　佐々木正夫　佐藤悦子　佐野夏子　志方京三　重元勝　
師玉健男　篠田有記　島田恒　島田誠　島津陽子　下地徹　
正垣幸一郎　庄田公哉　白崎絹子　新谷一郎　新野三四子　須貝強
杉野高司　杉山博昭　鈴木誠也　住友一英　住友勝子　関紀美子　
高岡奏子　髙梨佳子　高橋都　田窪有希子　竹内郁夫　竹内豊子　
武井博子　竹尾祐子　武知忠義　田中京子　田中佐和　田中なぎさ
田中寛　田中道子　田辺健二　谷垣わきゑ　谷口明法　谷田志津代
谷脇清助　田野里美　田村三佳子　田村宜治　近松文子　張さつき
塚谷順治　辻早苗　辻本久夫　土草香菜　常峰明希　鶴崎祥子　
出口健治　手塚葉子　鉄谷淳二　寺沢京子　土井美奈　年清彰雄　
冨岡恭子　鳥飼慶陽　中井福美　永井美香　中井迪代　長尾文雄　
中﨑和代　長島和代　中西勇　中野愛　中野素子　中村義寿　
中村澄江　中村俊恵　中村知子　中村光夫　中村容子　中山尚幸　
名越信次　名越康晃　鍋谷由美子　浪本いくみ　浪本勝年　
滑川静夫　滑川敏子　成宮順子　南条彩恵　南波陽子　仁木壮　
二河照子　西吉彦　西内芳子　西海弘子　西岡奈那　西岡栄子　
仁尾恵子　西垣秀樹　西垣光代　西垣美根子　西田登紀子　西保昇
西村風胡　野村武夫　野世英水　元正章　長谷川勝義　畑雅洋
長谷川進一郎　服部康喜　服部榮　馬場一郎　濵田ひとみ　林久利
原利治　東内壽子　東村元嗣　東村かずこ　東村のりこ　東山和代
久川正博　久積育郎　久元祐子　檜山秋彦　平木是　平林喜博　
広崎仁一　日和佐信子　深田未来生　深田由美　福井宣昭　
福井香代子　福留洋平　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　本城智子　牧田稔　松井美幸　
松井泰雄　松田聡　松長乃生　松山典子　三浦啓子　三浦哲朗　
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　宮本有姫　宮本修男　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　本山美彦　茂里圭子
森文子　森下美代子　森田弘子　森畑哲洋　森本芙紗子　矢尾和也
八木憲一郎　安岡則武　保野恵子　矢野幸治　矢野寛子　山口一史
山口政紀　山口洋子　山口三治　山口洋介　山下夕貴　山添令子　
山田洋一　山本常雄　山本渚　横山昌彦　吉田麻里子　吉村毅　
吉山章子　米田和代　米田成己　米満弘　李善惠　若松善英　
和田幹司　渡辺正敏　渡部美津江　匿名 2件（敬称略・順不同）

賛助（団体）：
（株）ジャクエツ　神戸店　日本基督教団神戸イエス団教会　
日本基督教団神戸雲内教会　
賛助（個人）：
赤本公孝　阿部志郎　石丸鐵太郎　今井よしの　牛尾宏　太居賢治
大塚善彦　小川直子　柏堂久子　上井香代　久保恭子　小出享一　
小宮山盛昭　櫻谷昌代　佐々木正夫　島田恒　杉野高司　関紀美子
髙梨佳子　田中京子　谷脇清助　田村宜治　辻本久夫　寺沢京子　
長尾文雄　長島和代　中西勇　南波陽子　西内芳子　西垣光代　
長谷川進一郎　服部榮　林久利　東村元嗣  東村かずこ  東村のりこ
福留洋平　村岡敏子　森文子　山口三治　山田洋一　米田成己　
李善惠　
寄付金（団体）：
One Village One Earth　亜州歸主協会　日本基督教団尼崎教会　
風車　グローバルミニストリーズ　日本基督教団神戸イエス団教会
神戸新聞厚生事業団　トランジションタウン神戸　
葺合地区更生保護女性会
寄付金（個人）：
石若義雄　牛尾宏　大野義明　加藤鉄三郎　河合成一　栗原宏介
喜多香奈子　河野洋子　白崎絹子　谷田志津代　都倉康之　所崎旦
原田好司　祐村明　匿名 1件
クリスマス献金（団体）：
愛之園保育園　あゆみ幼児園　一麦保育園　頌栄短期大学宗教部
関西学院宗教活動委員会　日本基督教団甲子園二葉教会　
（社）親隣館保育園　日本基督教団宝塚教会　
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　日本基督教団枚方くずは教会　
日本基督教団松沢教会　みどり野保育園　友愛幼児園
クリスマス献金（個人）：
秋田喜代子　池本正人　磯部卓三　井塚栄子　上内鏡子　近藤孝子
竹内郁夫　竹内豊子　西村風胡　森田弘子　矢野幸治　矢野寛子　
山口則子　和田幹司
真愛ホーム寄付（個人）：
紀伊茂　竹谷俊彦　野瀬千津子　村田光恵

2018 年 12 月 1日～ 2019 年 2月 28 日（敬称略・順不同）

※2018年4月1日～2019年2月28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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2018年
12月
01（土） 和歌山県山口地区人権委員会（説明・見学）　
　　　 講演会（中村吉基さん）
06（木） 東北学院（説明・見学）
07（金） ナイトカフェ
08（土） 兵庫教育大小南ゼミ（説明・見学） 
14（金） JA共済連宮崎（見学）
15（土） 鹿野町人権教育研修会（映画・見学）
19（水） コープユニオン（見学）  
21（金） ヨンナン神学大学（説明・見学）
2019年
 01 月
11（金） JA共済連宮崎（見学） 韓国グループ（見学）
18（金） ナイトカフェ
20（日） 和歌山市役所西山東支所（展示説明） 
21（月） 三菱電機労組（出張講演）   
24（木） コア 100賀川例会
29（火） コープ神戸第 3地区本部（説明・見学）
2018年
 02 月
04（月） コープこうべ KC あわじ（説明・見学） 
08（金） ナイトカフェ
09（土） 講演会（松波めぐみさん）

記念館ミュージアム入場者数
12月　　一般 41名　団体 148名　行事 159名　合計 348名
01月　　一般 32名　団体 126名　行事 121名　合計 279名
02月　　一般 46名　団体 080名　行事 146名　合計 272名
03月　　一般 59名　団体 141名　行事 222名　合計 422名

賀川記念館の歩み
12（火） 連合大阪（説明・見学）
15（金） 舞子コープ委員会（説明・見学）
22（金） JA三重（説明・見学）
23（土） 姫路南コープ委員会　 町の上映会
24（日） 全労済秋田（説明・見学） 
26（火） 茨城市三島地区福祉委員会（説明・見学）
 03 月
01（金） 13全労済秋田
08（金） 関西北陸ブロック京滋奈良エリア学生事務局（見学）
  ナイトカフェ
09（土） 講演会（梅田靖規さん）
10（日） 全労済秋田（説明・見学）コープみえ（出張講演）
13（水） 吹田地区人権擁護委員（説明・見学） 
 コープみえ ( 出張講演 )
15（金） 長田野工業センター（説明・見学）　JA広島（見学）
16（土） 南宇智地区人推協（説明・見学）
22（金） 企同協別府ブロック（説明・見学）
23（土） 100年シンポジウム

　標記の通り「Rotary District 2580　第１回RYLA セミ
ナー」が、2019 年 3月 1日～ 3日、沖縄県玉城青少年の
家（玉城の城跡）において開催されました。RYLA とい
うのはROTARY　YOUTH　LEADERSHIP　AWARDS
で、ロータリー青少年指導者養成プログラム。今回はそ
の第 1回セミナーでロータリアンの委員会メンバーが、
全国から集まった 30名近い若い受講者たちと過ごす、
ゆったりとしたセミナーでした。兵庫からは三田の安行
英文氏（国際ロータリー第 2680 地区学友委員長）と坂東
隆弘氏（国際ロータリー第 2680 地区青少年奉仕委員長）
がリーダーとしてロータリアン向けのセミナーを担当し
ておられました。
　わたしはセミナー初日の冒頭で「賀川豊彦」について 2
時間のお話をするお役目をいただきました。たっぷりと
時間がありましたので、ビデオを二つー 2016 年 11 月に
BS朝日で放映された「昭和偉人伝＜賀川豊彦＞」と 50
年も前（1968 年）の東京 12 チャンネル製作のドキュメ
ンタリー作品「やらなあかん！未解放部落・番町からの
出発」―を用いて、前回本誌で取り上げた「賀川豊彦生
誕 130 周年記念」を特集された『生活協同組合研究』の
拙稿「死線を越えて我は行く」（「賀川の初心」「小さな家
の教会」「協同組合運動」「労働運動」「平和運動」）を資料に、
「賀川豊彦と現代」と題するお話をさせてもらいました。
　特に今回のセミナーでは「沖縄県最後の官選知事島田
叡氏について」地元の嘉数昇明氏の特別講話が設けられ、
あらためて島田氏の事績を覚える機会になりました。
　なお、1995 年から 97 年まで、国際ロータリーの理事
とRYLA セミナーの顧問を務められた今井鎭雄先生のこ

とがたびたび話題に上り、今井先生との親しい出会いを
経験してこられた多くの方々との交流の時でもありまし
た。セミナーには、地元沖縄をはじめ、東北山形や東京
方面からの参加者も多く、地域社会で地道に活動を続け
ておられる多彩な人々との相互交流の場でもあり、今回
のテーマは「心にふれ合う」でしたが、得難い豊かな経
験をさせてもらいました。
　神戸はまだまだ春の到来をまえにひんやりとした気候
ですが、さすが沖縄は半そで姿で、帰路の那覇空港では、
イチゴ氷を美味しくいただいてきました。

新連載　賀川豊彦を読む新連載　賀川豊彦を読む

　鳥飼慶陽さんの新連載「賀川豊彦を読む」第3回をお届け致します。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。

「Rotary District 2580 第 1 回 RYLAセミナー 
　　2019.3.1 ～ 3 沖縄県立玉城青少年の家」

第三回鳥飼慶陽の
と り　 が い　  け い　 よ う
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　2019 年 2 月 9 日賀川記念館ホールにおいて行われまし
た松波めぐみさんのお話は、4 つのテーマを中心に、私た
ちにメッセージを届けてくださるものでした。

◎いなくなればいい？－心がけの話でなく、「こう思って
しまう」背景にある「社会のあり方」を考える
　まず投げかけられたのは、「優生思想」“ 優秀な者は生
きる価値があり（高く）、劣った者は生きる価値がない（低
い）”にある価値観と、完全に無縁でいられる人はいるの
か？でした。実際に、1996 年まであった「優生保護法」
を問題視する声は小さかったという話に自分自身を省み
る時間を与えられました。また、1960～70 年代に大規模
な障害者施設が続々と建設されていたことに対して、“ 誰
が ”「施設の建設」を求めたのか？という問いかけを契機
に「障害者（自身）の人権」の原点について、「青い芝」
による抗議活動など歴史を踏まえて伝えて下さいました。
◎相模原事件（2016 年 7 月）から考える。特に、「意思疎
通が難しい」とされる人とも地域で共にいきていくには
　ここでは、相模原事件に内包される、施設を存在させ
続けている社会のあり方、「その人らしく生きる」ことが
奪われていることへの問いなど、さまざまな思考の歪み
の根源にあるものを投げかけられました。すべての人の
尊厳を実感できる社会をつくるためには、顔の見える（継
続的な）関係を、学校現場や地域で作っていくことが一
番です。分かり合えなくても、ぎこちなくてもいいから、
対話し、めんどうくささを引き受けることの大切さを伝
えて下さいました。
◎旧・優生保護法、「強制不妊手術」の問題から
　「強制不妊手術」について、「本人の意志」など全く聞
かれず、人生の選択肢を奪われた、究極の人権侵害であ
るにもかかわらず、被害者はなぜ、長い間沈黙を強いら
れたのか？という問いを投げかけられました。まさに、
現在の私たちの人権意識が問われていると語られました。
◎「線を引いて排除する」ことをしない社会のために
　「障害者」だけの問題ではなく、多様な人たちのあり方
が尊重されるような取組みと結んでこそ、実のあるもの
となります。人間の価値に線を引かない、条件を付けて
排除しない社会への希求が大切であることを伝えて下さ
いました。
　「優生保護法」だけに関わらず、おかしな法律を存続さ
せてしまっていた社会、大きな施設をつくらせた社会、
線引きをして排除しようとする社会、もちろん私はこの
社会に属する一人です。だからこそ、一局面を見つめす
ぎて、様々な視点からとらえることを怠らず、芯にある
課題に気づく努力を忘れてはいけないと感じました。同
時に、人と人がつながることで、変えられていく社会が
あると信じ、歩みを進めていきたいと改めて気づかされ
ました。

　「神戸ダルク・ヴィレッジ」は、薬物依存からの回復を
支援するNPOです。
　この団体の代表である梅田靖規さんは、ご自身が薬物
依存で 10 年以上苦しまれた経験を持ちます。その苦しみ
の中で、回復し、今、寄り添う側の立場から、薬物依存
症の方々のお世話をしておられます。自身の回復には、
神さまが大きく関わっており、一度失った人生を蘇らせ、
導き、生かされていることを実感しておられるようでした。
　薬物依存症とは、病気である。そのことを世間は知る
べきだとも教えられました。一方で、薬物は犯罪などの
否定的なイメージが強く、社会に偏見を生みます。そして、
薬物に頼らざるを得ない依存症の人たちは、孤独を抱え
苦しむことになると覚えておかなければなりません。病
気であることを皆が認識することで、関わり方が変わる
はずです。
　この他に、梅田さんは、東南アジアの薬物依存の状況
についても、多くの経験を持っておられ、貧しい子ども
たちや老人が、安いシンナーなどの薬物を使って、空腹
を紛らわして生活している状況も紹介されました。そん
な場合は、食事を充分にとってもらうというリハビリ・
プログラムを実施することで、回復に向かうというお話
もされました。
　大都会や豊かな国々では、心の空腹による薬物依存、
貧しい国々では、飢餓による薬物依存が起きています。
このことを受けて、薬物依存症とは何かというセミナー
を受けるよりは、今生きている社会に一番必要なものは
何であるかを考え、関心をもち続けることが、薬物依存
からの回復の近道になるように感じました。参加者は、
当事者も含めて 27名の参加がありました。

ほう ぼく

3月9日（土）3月9日（土） 講師  梅田靖規さん講師  梅田靖規さん
（神戸ダルク・ヴィレッジ）（神戸ダルク・ヴィレッジ）

薬物依存症の理解と私たちの回復支援薬物依存症の理解と私たちの回復支援

（龍谷大学ほか非常勤講師）（龍谷大学ほか非常勤講師）

いったい「ふつうって何？」という疑問をもち続けてお
られるとのことです。
　今回は、講演タイトルの「ふつって何？」に関心を持
たれて参加した人が多かったことに驚きます。LGBTの
当事者が講演を聞きに来たというより、学校関係者や引
きこもりがちな若者の参加がありました。会場では、積
極的に意見を出してくれたこともうれしかったです。　
　また、後日、このタイトルを通して、自分の性のアイ
デンティティについて相談に賀川記念館に来た高校生も
いました。この場所が「安全で安心な場所」であること
を感じてくれたのではないかと思います。
　そうであれば、中村吉基さんの講演会は大成功でした。
ありがとうございました。

2月9日（土）2月9日（土） 講師  松波めぐみさん講師  松波めぐみさん

「いなくなればいい」？
～社会に、心の根をはった優生思想と向き合うために～
「いなくなればいい」？
～社会に、心の根をはった優生思想と向き合うために～
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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

ここに賀川賞をお贈りいたします

賀川賞

2018年度賀川賞決まる !!

　3月 23 日（土曜日）14:00～17:00 に賀川記念館 4階ホー
ルで 47 名のご参加を頂き「コア 100 賀川」の主催で開催
しました。タイトルは『これ迄の道のりと賀川献身 110
年からの姿』と題し、パネラーに近畿労働金庫営業推進部
地域共生推進室室長 八尾高伸氏、神戸学園都市 YMCA こ
ども園園長 松田康之氏、コープこうべ執行役員 石原淳氏、
コーディネーターにコア 100 賀川の長谷川俊氏で行いま
した。
　まず始めに御三人からそれぞれの組織の歴史、現在の課
題、これからの方向性について報告があり、様々な課題が
出て参りましたが、大きな一致点は、日本の人口構造が大
きく変化する事（人口減少・少子化・高齢化）に対する対
応への考え方をどう捉えるのかに論議が深まりました。効
率化の観点からアプローチするのか、人間を大切にする観
点からアプローチするのか、との論点でのパネルディス

カッションとなり、結論的に、両方の観点から対応せね
ばならないが、賀川豊彦の思想をそれぞれの組織の理念
としている我々としては、人間を大切にする事を忘れて
はならないとの一致点を見いだしました。
　もう一つ、これから大事にせねばならない事として、
ネットワークを構築し、お互いに関連し合い、刺激し合い、
協力し合う事が不可欠になる社会になるという事で意見
が一致し、今後この３つの組織でネットワークをくみな
がら、地域社会に貢献出来る活動をして行く事を確認し
て終了しました。有意義なシンポジウムになりました。

2018 年度『賀川賞』のみなさま

2）ピーターラビット 様　
　1999 年 4 月から 20 年間、視覚障がい者への支援のため、
日々学習を続けながら、地道 に活動を続けているサーク
ルです。 ① 各自宅にてクッキングレシピやカレンダーを
手作業で点訳しています。 ② 点訳作業の中で、ことばの
決まりが細かく作業に時間がかかり、初心者では難しい。 
③ 月 2回の活動時にクッキングレシピ、カレンダーの校正、
製本作業をしています。 ④ 年 2 回クッキングレシピ、カ
レンダーを視覚障がい者 15 名の方に発送しています。 
⑤ お礼の手紙など頂いたらメンバーの方も次回の活動へ
の意欲が湧きます。  ⑥ 月 2 回の活動の時に作業もありま
すが、メンバーとの情報交換や交流の場となり、 楽しみに
しています。 こつこつと努力して積み上げていくとても地
道な活動です。視覚障がい者の方は、点 訳された、クッ
キングレシピやカレンダー等を楽しみにされています。
手にされた時 には、メンバーの方の感謝のことばが届い
ています。

1）ゆりの会 様　
　平成 4 年から 26 年になり地域の人達との交流を楽しみ
ながら、ボランティア活動を 通じて社会貢献しているサー
クルです。  ① 古シーツなど木綿地でふきとり布を作成、
地域の高齢者施設甲寿園へ寄付する。 ② 使用済切手を整
理して日本キリスト教医療協力会へ送ることで発展途上
国の子どもたちを支援する。 ③ 使用済み割りばしを回収
して王子製紙へリサイクルに役立てるため送付する。 
④ 地域の方から提供された布や毛糸などで小物を作り、
イベント時のバザーに参加し、 売上金を公益財団法人コー
プともしびボランティア振興財団に寄付しています。 
　地道な活動を長年続けており、施設から感謝状をいた
だくなど、地域への貢 献度ははかりしれません。ボラン
ティアメンバーの生きがいにもつながっており、各メ ン
バーは現代社会の抱える課題についての学習意欲も高く、
他のボランティア活動にも携 わっておられます。地域に
根ざした、なくてはならない活動です。

3）藤井 昌子  （ふじい まさこ） 様　
　24 年前におきた阪神淡路大震災において、被災した子
ども達のメンタルヘルスケア活動「空とぶ子どものアト
リエ」を開始し ( 神戸市、芦屋市、西宮市 )、その後「色
彩学園」として出張のアトリエボランティア活動を開始
されました。その後数々の台風、地震などの被害に見舞
われた地域に出向き、被災した子ども達のメンタルケア
活動を継続されています。東日本大震災においても福島
県西白川郡にて活動を実施し継続され、日本児童青年精
神医学会より実践奨励賞を受賞されました。

　3月23日、100年シンポジウムに先だち、
賀川賞を受賞された方々へ、感謝状とブロ
ンズ像をお渡し致しました。　　
　この賀川賞は、その方やグループの皆様
に感謝し、この賞がこれからの活動の糧に
成る事を願って、お渡しさせていただくも
のです。

『これ迄の道のりと賀川献身110年からの姿』『これ迄の道のりと賀川献身110年からの姿』
第10回100年シンポジウム第10回100年シンポジウム 2019年 3月27日（土）2019年 3月27日（土）

賀来 秀子さん
　退職後、何か子どもたちの役に立てればと思っていた時、声を掛
けてもらい、「はいず 」のお手伝いを始めました。
　今は、1年生の男の子2人の勉強をみています。二人は学校生活
の中でかなり言葉を獲得していて簡単な会話は出来ますが、文を読
む力、書く力はまだ不十分のようです。そこでカードを使って語集を
増やすようにしたり、プリントの問題を解くことで、読み書きの力をつ
けるようにしたりしています。 
　休憩時には、二人のテンポの速い中国語の会話がはじまります。
自分たちの言葉を大切にしつつ、日本語も確実にマスターしていって
くれることを願っています。
　二人が毎回いい笑顔で「はいず 」に来てくれることが嬉しいです。

賀川記念館のボランティア ⑭
　賀川記念館で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、外国にルーツをもつ子ども
と保護者の日本語学習支援「はいず」でボランティアとし
て活動しておられる、賀来 秀子さんを紹介させていただ
きます。   か 　く     ひで   こ

＊100 年シンポジウムとは：2009 年の賀川豊彦献身 100 年記
念事業として、日野原重明氏を御招きし、野尻武敏氏、     　
今井鎮雄氏を加えた鼎談を行いました。そして今後 100 年続
けて有意義なシンポジウムを行う事を決め、続けているもの
です。

　松沢栄一氏が賀川賞のためにつくられた
ブロンズ像『ともしび』です。
　賀川豊彦の大好きな幼子が世界に光をか
かげています。

写真： ゆりの会  （上）　ピーターラビット （下）
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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
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他のボランティア活動にも携 わっておられます。地域に
根ざした、なくてはならない活動です。
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　退職後、何か子どもたちの役に立てればと思っていた時、声を掛
けてもらい、「はいず 」のお手伝いを始めました。
　今は、1年生の男の子2人の勉強をみています。二人は学校生活
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賀川記念館のボランティア ⑭
　賀川記念館で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、外国にルーツをもつ子ども
と保護者の日本語学習支援「はいず」でボランティアとし
て活動しておられる、賀来 秀子さんを紹介させていただ
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＊100 年シンポジウムとは：2009 年の賀川豊彦献身 100 年記
念事業として、日野原重明氏を御招きし、野尻武敏氏、     　
今井鎮雄氏を加えた鼎談を行いました。そして今後 100 年続
けて有意義なシンポジウムを行う事を決め、続けているもの
です。

　松沢栄一氏が賀川賞のためにつくられた
ブロンズ像『ともしび』です。
　賀川豊彦の大好きな幼子が世界に光をか
かげています。
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2018年
12月
01（土） 和歌山県山口地区人権委員会（説明・見学）　
　　　 講演会（中村吉基さん）
06（木） 東北学院（説明・見学）
07（金） ナイトカフェ
08（土） 兵庫教育大小南ゼミ（説明・見学） 
14（金） JA共済連宮崎（見学）
15（土） 鹿野町人権教育研修会（映画・見学）
19（水） コープユニオン（見学）  
21（金） ヨンナン神学大学（説明・見学）
2019年
 01 月
11（金） JA共済連宮崎（見学） 韓国グループ（見学）
18（金） ナイトカフェ
20（日） 和歌山市役所西山東支所（展示説明） 
21（月） 三菱電機労組（出張講演）   
24（木） コア 100賀川例会
29（火） コープ神戸第 3地区本部（説明・見学）
2018年
 02 月
04（月） コープこうべ KC あわじ（説明・見学） 
08（金） ナイトカフェ
09（土） 講演会（松波めぐみさん）

記念館ミュージアム入場者数
12月　　一般 41名　団体 148名　行事 159名　合計 348名
01月　　一般 32名　団体 126名　行事 121名　合計 279名
02月　　一般 46名　団体 080名　行事 146名　合計 272名
03月　　一般 59名　団体 141名　行事 222名　合計 422名

賀川記念館の歩み
12（火） 連合大阪（説明・見学）
15（金） 舞子コープ委員会（説明・見学）
22（金） JA三重（説明・見学）
23（土） 姫路南コープ委員会　 町の上映会
24（日） 全労済秋田（説明・見学） 
26（火） 茨城市三島地区福祉委員会（説明・見学）
 03 月
01（金） 13全労済秋田
08（金） 関西北陸ブロック京滋奈良エリア学生事務局（見学）
  ナイトカフェ
09（土） 講演会（梅田靖規さん）
10（日） 全労済秋田（説明・見学）コープみえ（出張講演）
13（水） 吹田地区人権擁護委員（説明・見学） 
 コープみえ ( 出張講演 )
15（金） 長田野工業センター（説明・見学）　JA広島（見学）
16（土） 南宇智地区人推協（説明・見学）
22（金） 企同協別府ブロック（説明・見学）
23（土） 100年シンポジウム

　標記の通り「Rotary District 2580　第１回RYLA セミ
ナー」が、2019 年 3月 1日～ 3日、沖縄県玉城青少年の
家（玉城の城跡）において開催されました。RYLA とい
うのはROTARY　YOUTH　LEADERSHIP　AWARDS
で、ロータリー青少年指導者養成プログラム。今回はそ
の第 1回セミナーでロータリアンの委員会メンバーが、
全国から集まった 30名近い若い受講者たちと過ごす、
ゆったりとしたセミナーでした。兵庫からは三田の安行
英文氏（国際ロータリー第 2680 地区学友委員長）と坂東
隆弘氏（国際ロータリー第 2680 地区青少年奉仕委員長）
がリーダーとしてロータリアン向けのセミナーを担当し
ておられました。
　わたしはセミナー初日の冒頭で「賀川豊彦」について 2
時間のお話をするお役目をいただきました。たっぷりと
時間がありましたので、ビデオを二つー 2016 年 11 月に
BS朝日で放映された「昭和偉人伝＜賀川豊彦＞」と 50
年も前（1968 年）の東京 12 チャンネル製作のドキュメ
ンタリー作品「やらなあかん！未解放部落・番町からの
出発」―を用いて、前回本誌で取り上げた「賀川豊彦生
誕 130 周年記念」を特集された『生活協同組合研究』の
拙稿「死線を越えて我は行く」（「賀川の初心」「小さな家
の教会」「協同組合運動」「労働運動」「平和運動」）を資料に、
「賀川豊彦と現代」と題するお話をさせてもらいました。
　特に今回のセミナーでは「沖縄県最後の官選知事島田
叡氏について」地元の嘉数昇明氏の特別講話が設けられ、
あらためて島田氏の事績を覚える機会になりました。
　なお、1995 年から 97 年まで、国際ロータリーの理事
とRYLA セミナーの顧問を務められた今井鎭雄先生のこ

とがたびたび話題に上り、今井先生との親しい出会いを
経験してこられた多くの方々との交流の時でもありまし
た。セミナーには、地元沖縄をはじめ、東北山形や東京
方面からの参加者も多く、地域社会で地道に活動を続け
ておられる多彩な人々との相互交流の場でもあり、今回
のテーマは「心にふれ合う」でしたが、得難い豊かな経
験をさせてもらいました。
　神戸はまだまだ春の到来をまえにひんやりとした気候
ですが、さすが沖縄は半そで姿で、帰路の那覇空港では、
イチゴ氷を美味しくいただいてきました。

新連載　賀川豊彦を読む新連載　賀川豊彦を読む

　鳥飼慶陽さんの新連載「賀川豊彦を読む」第3回をお届け致します。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。

「Rotary District 2580 第 1 回 RYLAセミナー 
　　2019.3.1 ～ 3 沖縄県立玉城青少年の家」

第三回鳥飼慶陽の
と り　 が い　  け い　 よ う
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　2019 年 2 月 9 日賀川記念館ホールにおいて行われまし
た松波めぐみさんのお話は、4 つのテーマを中心に、私た
ちにメッセージを届けてくださるものでした。

◎いなくなればいい？－心がけの話でなく、「こう思って
しまう」背景にある「社会のあり方」を考える
　まず投げかけられたのは、「優生思想」“ 優秀な者は生
きる価値があり（高く）、劣った者は生きる価値がない（低
い）”にある価値観と、完全に無縁でいられる人はいるの
か？でした。実際に、1996 年まであった「優生保護法」
を問題視する声は小さかったという話に自分自身を省み
る時間を与えられました。また、1960～70 年代に大規模
な障害者施設が続々と建設されていたことに対して、“ 誰
が ”「施設の建設」を求めたのか？という問いかけを契機
に「障害者（自身）の人権」の原点について、「青い芝」
による抗議活動など歴史を踏まえて伝えて下さいました。
◎相模原事件（2016 年 7 月）から考える。特に、「意思疎
通が難しい」とされる人とも地域で共にいきていくには
　ここでは、相模原事件に内包される、施設を存在させ
続けている社会のあり方、「その人らしく生きる」ことが
奪われていることへの問いなど、さまざまな思考の歪み
の根源にあるものを投げかけられました。すべての人の
尊厳を実感できる社会をつくるためには、顔の見える（継
続的な）関係を、学校現場や地域で作っていくことが一
番です。分かり合えなくても、ぎこちなくてもいいから、
対話し、めんどうくささを引き受けることの大切さを伝
えて下さいました。
◎旧・優生保護法、「強制不妊手術」の問題から
　「強制不妊手術」について、「本人の意志」など全く聞
かれず、人生の選択肢を奪われた、究極の人権侵害であ
るにもかかわらず、被害者はなぜ、長い間沈黙を強いら
れたのか？という問いを投げかけられました。まさに、
現在の私たちの人権意識が問われていると語られました。
◎「線を引いて排除する」ことをしない社会のために
　「障害者」だけの問題ではなく、多様な人たちのあり方
が尊重されるような取組みと結んでこそ、実のあるもの
となります。人間の価値に線を引かない、条件を付けて
排除しない社会への希求が大切であることを伝えて下さ
いました。
　「優生保護法」だけに関わらず、おかしな法律を存続さ
せてしまっていた社会、大きな施設をつくらせた社会、
線引きをして排除しようとする社会、もちろん私はこの
社会に属する一人です。だからこそ、一局面を見つめす
ぎて、様々な視点からとらえることを怠らず、芯にある
課題に気づく努力を忘れてはいけないと感じました。同
時に、人と人がつながることで、変えられていく社会が
あると信じ、歩みを進めていきたいと改めて気づかされ
ました。

　「神戸ダルク・ヴィレッジ」は、薬物依存からの回復を
支援するNPOです。
　この団体の代表である梅田靖規さんは、ご自身が薬物
依存で 10 年以上苦しまれた経験を持ちます。その苦しみ
の中で、回復し、今、寄り添う側の立場から、薬物依存
症の方々のお世話をしておられます。自身の回復には、
神さまが大きく関わっており、一度失った人生を蘇らせ、
導き、生かされていることを実感しておられるようでした。
　薬物依存症とは、病気である。そのことを世間は知る
べきだとも教えられました。一方で、薬物は犯罪などの
否定的なイメージが強く、社会に偏見を生みます。そして、
薬物に頼らざるを得ない依存症の人たちは、孤独を抱え
苦しむことになると覚えておかなければなりません。病
気であることを皆が認識することで、関わり方が変わる
はずです。
　この他に、梅田さんは、東南アジアの薬物依存の状況
についても、多くの経験を持っておられ、貧しい子ども
たちや老人が、安いシンナーなどの薬物を使って、空腹
を紛らわして生活している状況も紹介されました。そん
な場合は、食事を充分にとってもらうというリハビリ・
プログラムを実施することで、回復に向かうというお話
もされました。
　大都会や豊かな国々では、心の空腹による薬物依存、
貧しい国々では、飢餓による薬物依存が起きています。
このことを受けて、薬物依存症とは何かというセミナー
を受けるよりは、今生きている社会に一番必要なものは
何であるかを考え、関心をもち続けることが、薬物依存
からの回復の近道になるように感じました。参加者は、
当事者も含めて 27名の参加がありました。

ほう ぼく

3月9日（土）3月9日（土） 講師  梅田靖規さん講師  梅田靖規さん
（神戸ダルク・ヴィレッジ）（神戸ダルク・ヴィレッジ）

薬物依存症の理解と私たちの回復支援薬物依存症の理解と私たちの回復支援

（龍谷大学ほか非常勤講師）（龍谷大学ほか非常勤講師）

いったい「ふつうって何？」という疑問をもち続けてお
られるとのことです。
　今回は、講演タイトルの「ふつって何？」に関心を持
たれて参加した人が多かったことに驚きます。LGBTの
当事者が講演を聞きに来たというより、学校関係者や引
きこもりがちな若者の参加がありました。会場では、積
極的に意見を出してくれたこともうれしかったです。　
　また、後日、このタイトルを通して、自分の性のアイ
デンティティについて相談に賀川記念館に来た高校生も
いました。この場所が「安全で安心な場所」であること
を感じてくれたのではないかと思います。
　そうであれば、中村吉基さんの講演会は大成功でした。
ありがとうございました。

2月9日（土）2月9日（土） 講師  松波めぐみさん講師  松波めぐみさん

「いなくなればいい」？
～社会に、心の根をはった優生思想と向き合うために～
「いなくなればいい」？
～社会に、心の根をはった優生思想と向き合うために～
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町の上映会

　毎度お馴染みのピアノとフルートで演奏してくださる
「ぱすてる」の皆さんにご出演いただきました。
　友愛幼児園卒園児の親御さんが属するグループで、いつ
も、みんなが知っていて口ずさむことのできる曲をたくさ
んご披露いただきます。
　毎回、感謝です。そして、また、どうぞよろしくお願い
します。

天国屋ナイトカフェ

総合研究所講演会

　ヒルデガルト・フォン・ヴィンゲンは、中世ドイツのベ
ネディクト会系女子修道院の院長です。神秘家で、宗教音
楽の作曲家です。しかし、彼女は、医学や薬草学に長けて
いて、生き方そのものを多く学ばされます。中世の男性社
会でありながら、自立した女性であり、当時の支配階級に
も大きな影響を与えています。
　その彼女の思想や生き方が、現在の日本の人々の関心を
引いています。平和な社会の中で生き、自然から生み出さ
れる命によって豊かになる生き方について、大きな示唆を
与える映画でした。
　およそ20人の参加者があり、ドキュメンタリー映画を
見たあとも、話が尽きませんでした。このように、映画を
通して、参加者の生き方に互いにつながってくことが、町
の上映会の醍醐味だと思います。
　次回の予定は、6月 15日 (土 )14：00～　ロゴスフィル
ムの「はたらく」。乞うご期待！

　2月 8日の天国屋ナイトカフェに出演させていただいた
『Green Onion Club』です。いただきましたアンコールも
含め、ジャズを中心に全 9曲演奏させていただきました。
ご存じの曲はありましたでしょうか？当日は多くのお客様
に和やかな雰囲気と温かい拍手で迎えていただき、私たち
自身も楽しんで演奏することができました。演奏後にいた
だいた天国屋カフェの料理もとっても美味しかったです。
お越しいただいた皆様、関係者の皆様、ありがとうござい
ました。

♬ ぱすてる ♬

GREEN ONION CLUB

「ふつう」ってなんだろう？
　　　　　　ーLGBT と教会ー

　中村吉基さんは、新宿コミュティ教会の主任を 15年ほ
ど務められ、多様な立場の人々を招き礼拝をされた日本
基督教団の牧師です。その間、特に「性的指向／アイデ
ンティティ」についての悩みをもつ方々が多く訪れたそ
うです。15年間で来会者は 800 人といいますから、多く
の人が、打ち明けられない悩みを新宿コミュニティ教会
に持ち込んでいたということになります。そして、それ
だけ多くの人が、自分たちの生活の場では持ち出せない
でいるという証拠でもあります。そのような状況を説明
してくださる中で、教会を閉じ、キリスト教の牧師として、
LGBTに寄り添う牧師を目指し、「LGBTと宗教ネットワー
ク」を立ち上げられ、あらゆる場で牧会を行っておられ
る様子をお話しくださいました。そのような働きの中で、

12月1日（土）中村吉基さん12月1日（土）中村吉基さん
（宗教とLGBTネットワーク代表 日本基督教団教師）（宗教とLGBTネットワーク代表 日本基督教団教師）

次回ナイトカフェは、4月19日（金）17：30～

『ヒルデガルト 緑のよろこび』

1月 18日　フルート＆ピアノ演奏

2月 8日　Jazz Live

2月 23日　町の上映会
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　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 12 月 1 日から 2019 年 2 月 28 日までの報告を
させていただきます。
 　　　　　　　　　　賛助会費       178,000
 　　　　　　　　　　　寄附金   　 453,504
 　　　　　　　クリスマス献金    　204,312
　　　　　　   真愛ホーム寄附 　 　　6,000 　
 　　　　　　　　　　　 合  計       841,816　　　　　　
　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

2018年度賀川記念館 賛助会名簿
賛助（団体）：
（有）イースター式典社　（社）家の光協会　一麦保育園
（公財）賀川事業団雲柱社　オリジン電気商事（株）　（福）協同の苑
ガーデン・エル　ガーデン・ロイ　（福）神戸YMCA福祉会
かがわ子ども・子育て支援センター神愛館　神戸国際キリスト教会
日本基督教団神戸イエス団教会　日本基督教団神戸雲内教会　　
（株）コープエイシス　生活協同組合コープこうべ　
（株）ジャクエツ神戸店　（株）多い夢　のぞみ保育園
（株）チャイルド社神戸営業所　（株）ディ・オー 一級建築士事務所
生活協同組合とくしま生協　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）　（福）ひょうご障害福祉事業協会

賛助（個人）：
相戸晴子　逢見直人　英賀康子　赤松優　赤本公孝　秋田喜代子　
明松善一　明松しのぶ　阿部志郎　阿部眞理子　阿部洋子　阿部律
綾目広治　荒内直子　荒木郁子　荒木隆子　安藤友里　家入理　
池上千賀子　池本正人　石井里奈　石川久仁子　石黒洋子　
石田規矩子　石田チヅコ　石場紘彦　石丸鐵太郎　石若義雄　
磯田律子　磯部亜希子　磯部卓三　磯前則光　井塚栄子　伊東朋子
井上淳信　井上真二　井上知子　井上智世　飯岡聰　今井牧夫　
今井よしの　岩木英一　岩切幸子　上田千暁　植松賢治　牛尾宏
宇治加奈子　牛田清博　臼杵邦枝　梅村貞造　占部雅史　衛藤静香

　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

太居賢治　大里昌子　大仁多美子　太田明　大塚紫織　大塚善彦　
大西梨紗　大沼智得　大平久司　岡田誠一　岡田三枝子　岡安茂祐
岡部眞理子　小川直子　荻田尚治　奥村達郎　小澤幸次郎　
小田瑞穂　賀川一枝　柏堂久子　加藤朝子　加藤鉄三郎　加藤壽宏
金子実咲　金丸裕一　上井香代　上内英子　刈谷雅夫　川井蒼　
河合成一　川井ふみ子　河内明　河崎紀子　川添初音　川那辺康一
川端俊之　河原克美　紀伊茂　木内仁奈　北川太一　木下涼香　
木村智子　清野健太郎　國村弥加　久保恭子　久保正幸　倉澤条太
栗山究　黒田絢　黒田彩香　小出享一　児島隆介　児島若菜　
越牟田愛子　小城智子　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　近藤正教　近藤佳子　斎藤綾
齊藤勉　齊藤宏　酒井明子　坂井久美　桜井利枝　櫻谷昌代　
酒口彩音　佐々木正夫　佐藤悦子　佐野夏子　志方京三　重元勝　
師玉健男　篠田有記　島田恒　島田誠　島津陽子　下地徹　
正垣幸一郎　庄田公哉　白崎絹子　新谷一郎　新野三四子　須貝強
杉野高司　杉山博昭　鈴木誠也　住友一英　住友勝子　関紀美子　
高岡奏子　髙梨佳子　高橋都　田窪有希子　竹内郁夫　竹内豊子　
武井博子　竹尾祐子　武知忠義　田中京子　田中佐和　田中なぎさ
田中寛　田中道子　田辺健二　谷垣わきゑ　谷口明法　谷田志津代
谷脇清助　田野里美　田村三佳子　田村宜治　近松文子　張さつき
塚谷順治　辻早苗　辻本久夫　土草香菜　常峰明希　鶴崎祥子　
出口健治　手塚葉子　鉄谷淳二　寺沢京子　土井美奈　年清彰雄　
冨岡恭子　鳥飼慶陽　中井福美　永井美香　中井迪代　長尾文雄　
中﨑和代　長島和代　中西勇　中野愛　中野素子　中村義寿　
中村澄江　中村俊恵　中村知子　中村光夫　中村容子　中山尚幸　
名越信次　名越康晃　鍋谷由美子　浪本いくみ　浪本勝年　
滑川静夫　滑川敏子　成宮順子　南条彩恵　南波陽子　仁木壮　
二河照子　西吉彦　西内芳子　西海弘子　西岡奈那　西岡栄子　
仁尾恵子　西垣秀樹　西垣光代　西垣美根子　西田登紀子　西保昇
西村風胡　野村武夫　野世英水　元正章　長谷川勝義　畑雅洋
長谷川進一郎　服部康喜　服部榮　馬場一郎　濵田ひとみ　林久利
原利治　東内壽子　東村元嗣　東村かずこ　東村のりこ　東山和代
久川正博　久積育郎　久元祐子　檜山秋彦　平木是　平林喜博　
広崎仁一　日和佐信子　深田未来生　深田由美　福井宣昭　
福井香代子　福留洋平　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　本城智子　牧田稔　松井美幸　
松井泰雄　松田聡　松長乃生　松山典子　三浦啓子　三浦哲朗　
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　宮本有姫　宮本修男　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　本山美彦　茂里圭子
森文子　森下美代子　森田弘子　森畑哲洋　森本芙紗子　矢尾和也
八木憲一郎　安岡則武　保野恵子　矢野幸治　矢野寛子　山口一史
山口政紀　山口洋子　山口三治　山口洋介　山下夕貴　山添令子　
山田洋一　山本常雄　山本渚　横山昌彦　吉田麻里子　吉村毅　
吉山章子　米田和代　米田成己　米満弘　李善惠　若松善英　
和田幹司　渡辺正敏　渡部美津江　匿名 2件（敬称略・順不同）

賛助（団体）：
（株）ジャクエツ　神戸店　日本基督教団神戸イエス団教会　
日本基督教団神戸雲内教会　
賛助（個人）：
赤本公孝　阿部志郎　石丸鐵太郎　今井よしの　牛尾宏　太居賢治
大塚善彦　小川直子　柏堂久子　上井香代　久保恭子　小出享一　
小宮山盛昭　櫻谷昌代　佐々木正夫　島田恒　杉野高司　関紀美子
髙梨佳子　田中京子　谷脇清助　田村宜治　辻本久夫　寺沢京子　
長尾文雄　長島和代　中西勇　南波陽子　西内芳子　西垣光代　
長谷川進一郎　服部榮　林久利　東村元嗣  東村かずこ  東村のりこ
福留洋平　村岡敏子　森文子　山口三治　山田洋一　米田成己　
李善惠　
寄付金（団体）：
One Village One Earth　亜州歸主協会　日本基督教団尼崎教会　
風車　グローバルミニストリーズ　日本基督教団神戸イエス団教会
神戸新聞厚生事業団　トランジションタウン神戸　
葺合地区更生保護女性会
寄付金（個人）：
石若義雄　牛尾宏　大野義明　加藤鉄三郎　河合成一　栗原宏介
喜多香奈子　河野洋子　白崎絹子　谷田志津代　都倉康之　所崎旦
原田好司　祐村明　匿名 1件
クリスマス献金（団体）：
愛之園保育園　あゆみ幼児園　一麦保育園　頌栄短期大学宗教部
関西学院宗教活動委員会　日本基督教団甲子園二葉教会　
（社）親隣館保育園　日本基督教団宝塚教会　
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　日本基督教団枚方くずは教会　
日本基督教団松沢教会　みどり野保育園　友愛幼児園
クリスマス献金（個人）：
秋田喜代子　池本正人　磯部卓三　井塚栄子　上内鏡子　近藤孝子
竹内郁夫　竹内豊子　西村風胡　森田弘子　矢野幸治　矢野寛子　
山口則子　和田幹司
真愛ホーム寄付（個人）：
紀伊茂　竹谷俊彦　野瀬千津子　村田光恵

2018 年 12 月 1日～ 2019 年 2月 28 日（敬称略・順不同）

※2018年4月1日～2019年2月28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59周年記念集会

二宮保育園竣工

　今年は賀川豊彦が天に召されて59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： 2019 年 4 月 27 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：「賀川豊彦と生協」
■講　師： 浅田克己氏（元コープこうべ組合長理事）

☆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12日(金)までに事務局までお知らせください。（tel 078-221-3627）

★「賀川記念館は、あなたがあなたらしく、ありのままの
姿でいられる居場所です。」
　自分らしく生きることを許さない日本社会に私たちは危
機感を覚えます。
　日本社会では、“ みんな同じ ”ということが美化され、
少しでもはみ出す人は排除されてしまいます。反対に、賀
川記念館は多様性の共存を目指します。“ 多様性 ”は人を
活かすと信じているからです。
　賀川記念館は、この社会の中で“ 生きづらさ ”を抱える
人が、気軽に集まれる居場所になりたいのです。自分らし
くいること、ありのままの姿でいることが尊重される場所
を作りたいのです。共に生きる“場”を創造したいのです。

★賀川記念館隣保事業がめざすもの
　賀川記念館の「隣保事業」（地域福祉事業）は、1963 年
の賀川記念館完成と共に開始しました。創設者賀川豊彦に
倣い、制度と制度の隙間を埋めるように挑戦的実践を続け
てきました。
　弁護士やソーシャルワーカーなどによる相談支援事業
（63 年）や神戸市第一号となる学童保育設立（64 年）、学
童保育における障がい児受け入れ（77 年）、老人給食サー
ビスの開始（78 年）、「かがわオモニハッキョ」（在日高齢
者識字学習支援・96 年）の開講、「トゥモロー会」（障がい
を持つ青年の余暇支援・96 年）などの多くの事業を行いま
した。95 年の阪神淡路大震災時には「賀川記念館救援対策
本部」を設置し、救援活動に当たりました。
　時代の変化と共に様々な事業を行ってきました。その実
践はいずれも、“ いと小さきもの ”に仕えるため、多様な
人が出会い、つながる場所づくりのため、“ 生きづらさ ”

を抱えた人たちの居場所づくりのための活動でした。
　現在賀川記念館隣保事業では「天国屋カフェ」（コミュ
ニティカフェ）と「はいず」（外国にルーツを持つ子ども
と保護者の学習支援教室）を行っていますが、大切にして
いることは、設立からこれまで変わっていません。

★私たちの夢
　かつて、アメリカ公民権運動指導者M.L. キング .Jr は、「私
には夢がある」と自らの夢を語りました。それは、肌の色
や身分で差別されない、すべてのひとにとって平等な社会
実現についてです。彼の夢は完全に実現してはいないかも
しれませんが、今もなお多くの共感を得ながら活動が続け
られています。
　私たち賀川記念館の夢は、いのちが大切にされる社会、
隣人と共に生きる社会、違いを認め合える社会をつくりだ
すことです。肌の色、人種、民族、身体の特徴、出身地、
生い立ち、社会的経済的背景、ことば、宗教、学歴、年齢、性別、
セクシャリティ…。多様な人がありのままの姿を認められ
る社会、差別されることなく、互いに手を取り合い、共に
生きる社会をつくりたいと思っています。そのために私た
ちは行動します。
　同じ想いを抱き、共に歩む多くの仲間が与えられること
を望みます。一人ではできないことも、多くの者がいれば
叶うと信じています。
　どうか私たちの仲間になってください。

  賀川記念館隣保事業運営企画会議
    馬場一郎　・　藤井航
    上内鏡子　・　小野歩

神戸イエス団教会　イースター礼拝のご案内

日本キリスト教団 神戸イエス団教会　tel 078 (251) 4870

 4 月 14日（日）　10：45～　　棕櫚の主日礼拝
　　  　　17日（水）　18：30～　　受難週の祈り
　　　　　 19 日（金）　12：00～　　受難日の祈り
　　　　　 21 日（日）　10：30～　　復活日　イースター礼拝
　　　　　 21 日（日）　14：00～　　イースター墓前礼拝（於・神戸市舞子墓園）

　神戸市から民間移管された“二宮保育所”が、3月 18 日に
竣工しました。新たに“社会福祉法人イエス団二宮保育園”
として。昨年 8月から工事が始まり、ほぼ 8か月かかっての
完成です。
　私たちの希望も随所に入れてもらい、気持ちのいい保育園
になったと思います。“保育所”ではなく、“保育園”として
生まれ変わりました。子どもたちが集い、遊び、生活する“園
（その）”として開始します。できるだけ木を使ったつくりで、
外見はシンプルです。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄
りください。
　4月 1日から、神戸市立二宮保育所の子どもたちをそっくり
そのまま受け入れます。昨年 9月から、友愛幼児園、のぞみ
保育園、杉の子保育園、みどり野保育園、神視保育園（いず
れも社会福祉法人イエス団の施設です）から、二宮保育園に
異動してもらう保育士が共同保育に入り、子どもたちとの関
係づくりをしてきました。それでも新しい環境に入るので、

子どもたちも保育士もいろんな戸惑いがあるかもしれません。
職員みんなでしっかり、大切なことを見失わないように、保
育をしていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

二宮保育園　園長　馬場一郎
（友愛幼児園から異動しました。友愛幼児園は関が園長になります）

1978 年高齢者給食サービスの開始（神戸市第一号）




