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今年もやります !

賀川記念館フェスティバル（バザー）!!

2010 年度から「賀川記念館バザー」が、
「賀川記念館フェス

社会福祉法人・学校法人 イエス団
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ティバル」として、新しい形で再スタートしました。

社会福祉法人イエス団
二宮保育園を開園 !!
2019 年 4 月から、神戸市立二宮保育所を引き継ぎ（民間移管といいます）
、
神戸市中央区二宮町 1 丁目（元々二宮保育所があった場所）で社会福祉法人
イエス団二宮保育園を開園しました。以下、イエス団として民間移管に応募
した時に出したプレゼンテーション資料です。私たちの思いを込め作成しました。
二宮保育所の建替・運営について
１．私たちができること
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、外国籍
等の子ども・保護者のための学習支援やひとり親家庭
の子どもたちのケアも行っています。これからの運営
に関しては、このような取り組みとも連携して、子ど
もたちのニーズや保護者の要望に応えていきたいと思
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、この
地域の保育園として、しっかりと教育・保育を行い、
支援の必要な子ども・家庭に対して、また保育園修了
後も見守り、支援できるようにしていきたいと考えて
います。
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２．建替・運営後の教育・保育内容と新たな提案
① 友愛幼児園の教育・保育
私たちの法人では、中央小学校区である吾妻通りで、
約 80 年、友愛幼児園を運営してきました。保育園で
すが 友愛幼児園 という園名です。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名付けられました。
（2017 年度、
幼保連携型認定こども園に移行しました。
）
友愛幼児園では「共に生きる工夫のできる子ども」
を保育目標に 3 つの心「やさしい心」
「ただしい心」
「つ
らぬく心」を大切に保育してきました。目に見える育
ちだけでなく、子どもたちの「よりよく生きていくた
めの力」の基礎となる、心の根っこを育むことを大切
にしています。
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
ちの育ちをみんなで見守り、保護者、保育者、地域、
法人が一緒になって 今、子どもたちにとって何が必
要か 私たちにできることは何か を考え、実践し
てきました。
② 友愛幼児園の教育・保育から二宮保育園の教育・保
育へ友愛幼児園で大切にしてきた教育・保育を基本に
「一人ひとりの子どもを大切に」されている二宮保育
所の教育・保育を引き継いでいきます。
一人ひとりの子どもの気持ちをしっかり受けとめ、
ゆったりと安定した生活の中で自主的な遊びを充分に
楽しめるようにしていきます。園外保育にも積極的に
出かけ、運動や音楽活動など様々な体験を通して、子
どもたちの意欲や達成感、気づきや思いに寄り添って
いきます。そして何よりも、子どもたちが「今日も楽
しかった！」
「明日は何をして遊ぼうかな？」と思え
る楽しい雰囲気の保育園でありたいと思います。
やさしい気持ちを持った子どもになってほしい、思
いやりのある子どもでいてほしい、というのはみんな
の願いです。 やさしい気持ち
思いやりの気持ち
は日頃の生活の中で、人との関わりの中から育ちます。
自分が大切にされた子どもは人も大切にしようとしま
す。一人ひとりの子どもたちを大切にし、すべての人
（子ども、保護者、職員、地域）にやさしい、みんな
が心地よく過ごせる保育園にしたいと思っています。
保護者のみなさまと共に、また地域の方と共に、子ど
もの育ちを支え、進めていきたいと考えています。
二宮保育園園長 馬場一郎

通算 53 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 3 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。
昨年度のフェスティバル（バザー）のみの市の様子

「友愛幼児園」新園長紹介
馬場園長が二宮保育所の民間移管により二宮保育園に
異動することになり、友愛幼児園の園長として務めること
になりました関紀美子です。友愛幼児園には 2001 年より
保育士として勤務していました。園長という役割りは、私
にはとても大きなもので、
「わたしでいいの？」という想
いもありましたが、神さまから示していただいた道として
歩みたいと思います。
子どもたちの周りは、よいことばかりではないのが現状
です。かけがえのない一人ひとりの子どもたちの命を託さ
れている仕事と重く受け止め、保護者の方が安心でき、子
どもたちも職員も「今日も楽しかった。明日も行きたい！」
園であり続けたいです。地域の方々にも、
あたたかく見守っ
ていただいています。感謝です。みなさま、これからも友
愛幼児園をよろしくお願いします。
2019 年
4月
04（木）第３地区本部さわやかコール（説明・見学）
05（金）全労済職域事業本部役職員研修（説明・見学）
10（水）コア 100 賀川（全労済） 三井造船生協（見学）
19（金）ナイトカフェ
23（火）コープこうべ広報室（説明・見学）
27（土）賀川豊彦召天 59 周年記念集会

賀川記念館の歩み

5月
10（金）西岡本教会（見学）
11（土）関西学院大学神学部（説明・見学）
17（金）相鉄グループ労連（説明・見学） ナイトカフェ
19（日）富山県農協労働組合（説明・見学）
30（木）JA 菊池（出張講演）
6月
07（金）南大阪教会（見学） 愛知労福協豊田支部（説明・見学）
08（土）講演会（橋本祐子氏）
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10（月）五館連絡協議会（松沢資料館）
11（火）五館連絡協議会（松沢資料館）
14（金）全矢崎労働組合大東支部（説明・見学）
15（土）ひょうご部落解放・人権研究所（説明・見学）
町の上映会「はたらく」
18（火）いばらぎコープ
19（水）神戸聖隷事業団（説明・見学） 全労済茨城・千葉（説明・見学）
21（金）全労済群馬・埼玉（説明・見学）ナイトカフェ
25（火）コープ武庫川委員会（説明・見学）
28（金）ボランティア交流会
30（日）西脇市人権教育課（見学） 全労済東京（説明・見学）
記念館ミュージアム入場者数
4 月 一般 040 名 団体 56 名 行事 219 名 合計 315 名
5 月 一般0 52 名 団体 35 名 行事 120 名 合計 207 名
6 月 一般 21 名 団体 249 名 行事 222 名 合計 492 名

発行日

2019 年 7 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

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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ベランダでできる食べられる庭作り
〜フォレスト・ガーデン〜
現在、天国屋カフェは、トランジション・タウ
ン神戸と協力して、食べられる庭作りを行ってい
ます。賀川記念館のベランダの小さな空間を利用
して、自然農法による野菜作りの真っ最中です。
昨年の春から始めましたので、もう 1 年以上にな
ります。今回は、その経緯と活動内容をご紹介致
します。
事の起こりは、去る 2018 年 1 月開催されたフォ
レスト・ガーデンのワークショップです。主催は、
トランジション・タウン神戸で、再生可能な町づ
くりを目指している緩やかな市民グループです
( 参照：
『ボランティア』vol.116 号に活動紹介 )。
講師は、トランジション・タウン浜松の大村純さ
んでした。フォレスト・ガーデンは、字の如く「森
( フォレスト )」のような「庭」を目指しています。
人間の少しの手を加えながら、自然がもっている
命の力にゆだねて庭作りを行う方法で、日本の「里
山」とも通じるコンセプトです。参加者は、フォ
レスト・ガーデンを目指す夢を語りました。天国
屋カフェでも、ベランダを利用したフォレスト・
ガーデン作りを希望すると、トランジション・タ
ウン神戸の仲間が協力してくれることになりまし
た。
昨年の 3 月ころから実際に活動を始め、まずは、
どんな庭にしたいかという「将来設計」を描いて、
その設計図に合わせながら活動を進めていきます。
ほとんど手放し状態の庭を整理し、土づくりのた
めの堆肥作り方を学び、自然農法についても学ぶ
時間をとりました。現在は、天国屋カフェの野菜
屑を堆肥に利用しており、すでに何度も土にして
庭に戻しています。ですから、土壌はとても栄養
価が高いです。元々植えていたぶどうの木を手入
れをすることで、例年に比べて収穫の量と質がぐ
んと上がり、良い結果が出ました。一方、設計図
で育てたい野菜を描いていましたが、日当りや風
雨など環境によって、必ずしも希望したものと、
庭に適したものがマッチするとは限らないことが

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。

4 月 19 日
リーディング
・シアター
分かってきました。種や苗を色々と試しながら、
試行錯誤で庭作りをしています。これも自然農法
を利用し、この環境と自然の力に合わせて人間が
工夫することで、豊かになる庭の良さでしょう。
これまでに、収穫したものは、ぶどう、大根、
ニンニク少々、
カモミール、
ディルなど。ルッコラは、
庭に最適だったようで、秋から春先まで長期間収
穫できて、天国屋カフェの食材として大役を果た
せました。現在は、ぶどうのほか、ジャガイモ、
トマト、パクチー、セージなどを育てています。
ミーティング兼作業日の定例会は、月一回のペー
スで実施しています。参加者は、中心メンバーが
数人おり、その他 SNS で告知していますので、
遠くは、大阪や京都方面からも興味をもって訪ね
て来てくれる人がいます。普段出会えないような
人たちとの出会いも面白いです。住んでいる場所
や普段の生活は全く違っても、お互いに土作りや
庭作りについて考えていることが、コミュニティ
作りにつながっていくのでしょう。
最後に、トランジション・タウン浜松の大村純
さんとの不思議な出会いをご紹介します。大村さ
んは、フォレスト・ガーデンを学ぶために英国に
渡りましたが、そこである日本人の存在を知りま
した。賀川豊彦という人物でした。フォレスト・ガー
デンを提唱しているイギリスの仲間は、実は 賀

川豊彦の提唱していた「立体農業」か
らヒントを得て、現在にたどり着いていたらくし、
日本人の関わりを知った大村さんは、浜松に戻っ
てから賀川豊彦のことを調べたらしいです。そう
すると、大村さんの曾祖父に当たる方がクリスチャ
ンで、賀川豊彦の農民福音学校で立体農業を学ん
でいたことを発見し、驚いたそうです。昨年のワー
クショップの中で、賀川豊彦とフォレスト・ガー
デンのつながりに触れておられ、後日、トランジ
ション・タウン神戸の人たちが、賀川記念館所蔵
の『立体農業』の著書を閲覧に来ることが増えた
こともお知らせしておきます。

2

天国屋

ナイトカフェ（4 月〜6 月）

４月は、突然中止になったプログラムに代わり、
急遽、TAMA さんの「リーディング・シアター」
を開催することになりました。TAMA さんは独学
でピアノを習い今に至っているということですが、
自然な音色で、力があり、聴衆はすぐに TAMA さ
んの世界に吸い込まれていきました。銀河鉄道の
物語と映像に沿って、ピアノと歌で語るという手
法は、今まで余りないものでした。
５月、神戸ユニオン教会のティモシー・ボイル
宣教師が、クラシック・ギターを披露してくださ
いました。いつもご協力ありがとうございます。
６月、
定番の「竹中真ジャズライブ」今年は、
チェ
ロ奏者植木美帆さんがサプライズ出演してくれま
した。2 時間タップリの贅沢なライブでした。
お二人は、ネットラジオ「Radio Balloon」に出演

町の上映会
映画「はたらく」を上映
映画「はたらく」は、ロゴスフィルムが提供し
ている映画で、自閉症の長田翔平さんが俳優とい
う仕事に就く半ドキュメンタリーで、半フィクショ
ンな映画。齋藤一男さんが、監督 / 脚本 / 編集 / 出
演の 4 役をこなしています。また、この映画の特
徴的なことは、クラウド・ファンディングで資金
を集めて製作されているということでです。
監督の齋藤さんより、上映会実施のお誘いがあ
り、それに応えるかたちで、上映を決めました。
参加者は、11 人と少なかったですが、障がいのあ
る方やその家族が比較的多く参加されました。映
画鑑賞後には、感想や意見の分かち合いを行いま
した。普段から障がいのある人と接している参加
者は、映画と共有する経験をたくさん感じて、
「と
ても感動して涙が出た」
と言っていました。一方で、
障がい者が社会の中で「はたらく」時に、果たし
てどうだろうかという批判的な見方をする人もい

6 月 21 日
竹中 真
ジャズ・ライブ

5 月 17 日
クラシックギター
中で、竹中さんは火曜日、植木さんは月曜日に番
組をもっておられます。ラジオも一度聞いてみて
ください！
ました。同じ映画を見ても感想や意見が随分と違っ
ており、上映後に分かち合いをするのは意義深い
と感じました。
とにかく、映画の後半では、主人公の翔平さん
の変化に気付かされ、この映画をとても楽しんで
演じていたのだということを感じました。
次回は、８月 24 日 ( 土 )「サティッシュの学校」
ガンジーの思想を継承する一人として、平和につ
いて、人間の変革について語るドキュメンタリー
映画です。
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総合研究所講演会

外国にルーツをもつ子どもの学習教室『はいず』

「遊びや生活を通した乳幼児の知的な学び」

2018 年度の取り組み

橋本祐子さんを講師にお迎えし、
「乳幼児の知的な学び」をテーマに、6 月 8 日（土）
14 時より、
「乳幼児期の教育・保育について考える」シリーズ第４弾が行われました。
参加者は 33 名でした。
環境を通して行う教育・保育において、
「目標に向
かって頑張る力」
「人とうまく関わる力」
「協力する力」
「感情をコントロールする力」などの非認知能力を育
てることは大切にされてきましたが、子どもの認知能
力がどのように育まれるかについては、十分に検討さ
れてきませんでした。要領や指針が改訂（定）され、
小学校以上の学びとの連続性がさらに強調される今だ
からこそ、乳幼児期における知的な学びについて、こ
れまで以上に考えなければならないと思います。今回
はその視点から、写真や動画、事例などを交えてわか
りやすく話してくださいました。
環境を通して行う教育・保育において、乳幼児の知
的な学びをどのように理解することができるでしょう
か。乳幼児期の「知的な学び」について、二つの両極
端な考えがあるといえます。一つは教材・教授法を使っ
て大人が教えることが子どもの知的な学びにつながる
という考えであり、もう一つは子どもの遊びは自由な
ものであり、知的な学びを含むべきではないという考
えです。どちらも「知的な学び」をいわゆる早期教育
と言われるものや、狭義のアカデミックなスキル（数
や文字を覚えるなど）として捉えています。本来、環
境を通して行う教育・保育においては、子どもが環境
に関わり自発的に遊びや活動を展開する中に、多く知
的な学びがあると捉えるべきですが、その学びを理解
する視点は共有されてこなかったといえるでしょう。
今回の講演では、大人から教えられ、数が数えられる、
文字が書けるなどの「正しい」知識の獲得を目標とす
る「知的な学び」ではなく、
自発的な遊びや生活の中で、
子ども自身が知識を構成していくとするピアジェの構
成論の視点から「知的な学び」について考えました。
ピアジェの構成論では、知識には、
「物理的知識＝
外界にある事物に関する知識（物と関わることにより
構成する）
」
「社会的知識＝人が作った慣習に関する知
識（人からの伝達により構成する）
」
「論理・数学的知
識（関係づけ）
＝個人が頭の中で作りだす関係づけ（外
界にはなく内側から構成する）
」の 3 種類があり、特
に論理・数学的関係づけは、子どもが内側から構成し、
外界から教えられるものではないと考えます。
子どもが内面から構成する論理・数学的関係づけに
は、分類・順序づけ（系列化）
・数的関係づけ・空間
的関係づけ・時間的関係づけという５つの関係づけが
あります。
例えば、ビー玉転がしの遊びにおいて、低年齢児で
は低い所から高い所へと転がそうとしたり、四角い積
み木を転がそうとしたりする姿が見られます。ビー玉
が転がるという同じ現象を目で見ても、頭の中の関係
づけが大人や高年齢児とは違うことがわかります。そ
のような姿から、必ず高い所にビー玉を置くようにな
る（空間的関係づけ）
、丸い形のものを選ぶようにな
る（分類）のは、教えられるからではなく、自分で知
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6 月 8 日（土）橋本祐子さん
（関西学院大学教育学部教授）
的な関係づけをするようになるからです。また、ボー
リング遊びでも、ピンをたくさん倒すために、投げる
強さ、投げる角度、距離、ピンの並べ方など、多くの
関係づけをしていきます。誰が何本倒したか、何回投
げたかなどを覚えておくために、紙やボードを使って
自分なりの表現で書くことを通して、書くことの必要
性や意味についても考えることができます。
このような構成論の視点は、まさに子どもの主体的
な学びを理解する視点だといえます。子どもは「正し
い答え」や「うまくいく方法」を直接教えてもらうから、
理解できるようになるのではなく、自分で考え、見つ
けていく力をもっています。大人から見ると「まちが
い」に見えることや、
「大人だったらしないこと」を
たくさんしますが、それは子どもにとって「まちがい」
ではなく、どうすれば「うまくいくか」を自分で考え
ようとしているのです。
ピアジェの最晩年の弟子であったコンスタンス・カ
ミイ博士は、あるレベルの「まちがい」から次のレベ
ルの「まちがい」へと進歩していくことこそが、知識
の構成の過程であると話されました。このように、遊
びや生活における様々な場面で、いろいろなものや人
に関わり、感じ、自分なりの知識を使って考え、何か
を見つけようとする過程で、子どもは自ら学んでおり、
その子どもの姿の変化を捉えることが、学びのプロセ
スを理解することになります。
では、保育者の役割は何でしょう。どうすれば「う
まくいくか」を教えることではなく、子どもが自分で
考え、関係づける機会をできるだけ増やし、考えるこ
とを励ますことではないでしょうか。教育とは、
「やっ
てあげる」ことではなく、子どもが自分でできるよう
に力を引き出してあげること、支えてあげることです。
また、子どもは考えるチャンスがあればあるほど、自
分で考えるようになります。環境を整え、仲間の一人
として「子どもの遊び」を見守っていきたいものです。
今回は「乳幼児の知的な学び」に焦点がおかれまし
たが、皆熱心に聴き入りました。時間が足りなくて駆
け足になった部分についてはまた第５弾へと繋げてい
きたいと思います。橋本祐子先生、ありがとうござい
ました。
（報告者：田村）

昨年度も引き続き「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。7 年目を迎え、1 年生から通っていた児童を含め 6 名の卒業
生を送り出す事ができました。関わってくださった多くの皆様に心から感謝致します。
「はいず」では、その子どもの得意／不得意な部分を
2018 年度 ＊金曜 51 回 ＊月曜 2 名 38 回
見つけ、関わりの中で力を伸ばしながら、日本語の学
＊プレスクール 1 月〜3 月参加者 不開講
習言語、漢字、読解などに力を入れています。特に来
1、参加者と支援者の増加
日してすぐの子どもたちには、
「子どもの日本語」な
参加児童は、1 年目の子ども 2 人と保護者 1 人から、
ど使い、日本語を理解するように進めています。
年々増え、今年度も中国からきた子どもの問い合わせ
中国人留学生の方には、算数の用語の理解に力を入
が多くありました。人数は 15 名からスタートし、そ
れ、予習も含め、学校での授業についていけるように
の後 22 名近くまで増えた時期もありました。年度末
指導していただきました。また、昨年度と同様にやは
の登録者は子ども 19 名、大人 1 名となりました。
り中国語で話ができ、相談できるということは、中国
1 からの日本語学習を必要とする子ども達と、さら
人児童にとっては同じ国の子ども達と交流できる、安
に日々の学習面でのフォローが必要になる子ども達が
心できる居場所となっているように思います。中国語
いる中で、最近では、日常会話はできるけど学習につ
を話せる大人との会話も楽しんでいる様子です。
いていけないという問い合わせが多い状態です。
高学年になり、日本語が困らなくなると、修了する
ボランティアの方も引き続き社協からの紹介等によ
子どもたちもいます。生活面の日本語はあまり困らな
り来てくださり、今年度末には高校生のボランティア
いので、学習言語や社会科学習から、辞書の使い方、
が 4 名来てくださいました。支援者は当初の 4 人から
学習の仕方や習慣づくりが必要な子どもたちもいます。
増え、現在では様々な経歴をお持ちのボランティアの
また国語や算数以外の社会や理科などの指導にも取り
方 15 人と職員 1 人となっています。
組み、さらに複雑になる文章の読み書きの学習もして
2、活動の広がり
います。
活動としては変わらず毎週金曜日の学習支援、夏期
イスラム圏や中国、また同じ学校のつながりで保護
には夏休みの宿題の消化と学習習慣を絶やさないため
者同士が「はいず」の事を紹介し、連れてきてくれた
に、金曜日とは別に 4 回集中講座を開講しました。自
りするようになりました。また今年度は子ども達が来
由研究などを通して工作や絵にも挑戦し、観察日記な
日したばかりの子を連れてくる事が多々あり、子ども
ども行っていました。
達の中での繋がりで入会する子も少なくありませんで
また、毎年行われている 6 月には市教委主催の交流
した。
会で担任等との話し合いをして、情報を交換しました。
４、課題
情報を交換することによって関わる児童の様子を知る
場所に関しましては現在 4 階ホールを中心に学習し
事ができ、大変良い機会となっています。来日して間
ていますが、人数に対する教材や辞典が多く、置き場
もない子どもたちの駆け込む場として、幼稚園児や中
を考えると少し手狭に感じています。
学生でまだ学校に行ってない人、高校に行ってない人
参加児童が増えてくると、支援の方が足りなくなる
たちへの対応を考え、時には日本語指導を別時間で始
ことも考えられるので、
1 対 1 の支援を中心とするには、
める事もありました。様々な理由で日本へ来日する児
支援者の増加、また継続的な支援が求められます。
童が増えていますが、それぞれ色々な気持ちを抱えな
社会福祉協議会からの紹介のボランティアの方々に
がら学校へ行っています。勉強だけではなく、日常母
も来て頂き助かっています。多くのボランティアの方
国語で気楽に過ごせる場所として、彼らにとっての居
に支えられて活動しておりますが、半数以上が中国の
場所になる事が大切だと考えています。
子どもたちという事でさらに中国人留学生の方に来て
3、成果
頂くためにも募集方法などを考え積極的に取り組みた
子どもたちは、様々な背景の中で日本の学校に通い
いと考えています。
母国語と日本語を共に学んでいます。学校に慣れてい
教科書の変更に伴う問題集・ドリルの購入や、文具
く様子も見られ、日本語での会話が増え、少しずつで
など消耗品、また、ボランティアの方の交通費や、他
すが学習の内容を理解できるようになってきました。
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。現在多くの方々にご協力いただいて運営がで
きていますが、継続的な運営のためにさらに資金調達
が必要であり、今後の課題として引き続き取り組んで
いく必要があります。
この活動に携わる多くの方々との交流を通じて、今
後の活動が充実していく事を願い、実施しています。
具体的課題に対する取り組みを考え、それを共有し、
活動していく事が求められています。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。
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賀川豊彦検定 始まる !!
賀川豊彦が 21 歳で貧しい人たちが暮らす地域
に入り献身活動をしてから今年で 110 年になりま
す。そんな時、賀川記念館の個人やグループの来
館者に変化が表れて来た気がします。来館者の人
数にはそれほど変化がありません。2018 年度は個
人で来館される方が 598 人で団体は 2,226 人でし
たが、賀川豊彦への関心の高い人が増えて来たよ
うに感じるのです。詳しい質問をする人が増えま
したし、学校の卒論や研究のテーマにしている人
が増えたように思います。それから来館者が日本
中に広がってきました。最近 2 週間の来館者のご
住所を見てみると、徳島県、長野県、東京都、大阪府、
フィリピン、京都市が芳名録に書かれています。
このように関心の深さと広がりが出て来ているよ
うに感じます。
新しい『賀川記念館』が出来てから 10 年間で
の催事やシンポジウムや、テレビや新聞などマス
コミに掲載される事が増えてきましたので、賀川
豊彦に関心を持つ人々が増えてきたのではないか
と思います。今の時代が賀川豊彦を待望している
のかもしれません。このように賀川豊彦への関心
が広く深くなって来ているので、なにか楽しく、
役に立つ事を考えねばならないと思い、今迄有っ
て当然だと思える『賀川豊彦検定』を作ってみま
した。5 月から来館者の皆様にお渡しし、トライ

けい

よう

鳥飼慶陽の 賀川豊彦を読む

第四回

新著『賀川豊彦と私たち

部落問題の解決と番町出合いの家』

鳥飼慶陽さんの「賀川豊彦を読む」第4回は、新著『賀川豊彦と私たち―部落問題の解決と番町出合いの家』
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。

してもらっています。
50 問用意し、36〜40 問正解者を『賀川豊彦検
定三級』
、41〜45 問正解者を『賀川豊彦検定二級』
、
46〜50 問正解者を『賀川豊彦検定一級』と定めて
行っています。6 月 15 日迄で二級がお一人、三級
がお一人出ています。これらの人には写真のよう
な検定書をお渡しし、大変喜んでいただいており
ます。これからも多くの来館者の人がこの『賀川
豊彦検定』に挑戦していただきたいと思ってお待
ちしております。挑戦は無料です。
期間は第一回検定会を 8 月末迄の 3 ヶ月間で
行っています。お待ちしております。

賀川豊彦召天 59 周年記念集会開催
賀川豊彦召天59周年記念集会が2019年4月27日
（土）に行なわれました。
賀川記念館での記念集会には74名の方にご参加
いただき、召天59周年を記念して浅田克己氏（前
日本生活協同組合連合会会長）より、『賀川豊彦
と生協』というテーマでお話をいただきました。

がい

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。

不思議なご縁から若き日に賀川豊彦に魅せられ
て、彼のホームグランドである神戸の「葺合新
川」に建つ神戸イエス団教会に招聘されたのは、
いまはむかし1966年の春のことでした。その2年
後には神戸・長田の下町でゴム工員の雑役になり、
当時まだ「未解放部落・番町」として知られてい
たまちに6畳一間を借りて日本基督教団「番町出
合いの家」伝道所を創設、あれからはやいま半世
紀が過ぎました。
この間、賀川生誕百年の記念の年（1988年）に
は『賀川豊彦と現代』（兵庫部落問題研究所刊）
を書き下ろし、それ以降にも2002年には『賀川豊
彦再発見』（創言社刊）を、2007年には『賀川豊
彦の贈りものーいのち輝いて』（創言社刊）を、
そして2017年には『賀川豊彦と明治学院・関西学
院・同志社』（文芸社刊）を出版し、このたびは
部落問題研究の老舗である京都の部落問題研究所
より標記の新著『賀川豊彦と私たち―部落問題の

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。
2019 年 3 月 1 日から 6 月 30 日までの報告をさせていただきます。
賛助会費
641,000 円
寄付金
1,898,428 円
真愛ホーム・友愛幼児園寄付
21,000 円
総合計
2,560,428 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）：
（有）イースター式典社 （公財）賀川事業団雲柱社
オリジン電気商事株式会社 ガーデン・エル ガーデン・ロイ
かがわ子ども・子育て支援センター 神愛館 （株）多い夢
共栄火災海上保険株式会社 （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
市民生活協同組合ならコープ （福）ひょうご障害福祉事業協会
賛助（個人）
相戸晴子 赤松優 赤本公孝 秋田喜代子 阿部志郎 阿部洋子
綾目広治 安藤友里 家入理 伊澤直子 石田規矩子 石場紘彦
石田チヅコ 石塚多美子 石丸鐵太郎 石若義雄 磯部亜希子
磯前則光 市岡裕子 伊東陽一 井上淳信 井上知子 井上智世
飯岡聰 岩浅永 岩切幸子 岩村義雄 上田千暁 植松賢治
植松ちなみ 臼杵邦枝 占部雅史 漆原千恵子 大里昌子
大塚紫織 大西梨沙 大野順弘 小笠原浩一 岡田誠一
奥村達郎 加藤鉄三郎 金丸裕一 上内鏡子 川井蒼 河合成一
河崎紀子 川井ふみ子 河谷里美 木内仁奈 木村智子
清野健太郎 國村弥加 倉澤条太 児島隆介 児島若菜
小林昭洋 近藤孝子 小宮山盛昭 酒井明子 坂井久美
桜井利枝 櫻谷昌代 志方京三 師玉健男 島田恒 島津陽子
清水里美 下地徹 白崎絹子 須貝強 関紀美子 髙橋正
高橋都 田窪有希子 武井博子 竹内豊子 竹腰英樹 武田仁
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解決と番町出合いの家』を仕上げることができま
した。
これには最新の論稿に加えて、若き日の拙い試
論やゴム工員として汗を流した雑役時代の日記の
一部なども取り込みました。おそらく本書は、賀
川関係の著作としては、私にとって最後の作品に
なるかもしれませんね。

「賀川豊彦と私たち」賀川記念館にて販売中（定価 2,000＋税）
武本いちほ 田野里美 田中なぎさ 谷垣わきゑ 谷田志津代
田村真 田村三佳子 近松文子 塚谷順治 辻本久夫 土草香菜
常峰明希 鉄谷淳二 鳥飼慶陽 中﨑和代 中島彩香 中野愛
中田詩乃文 中野俊恵 中野素子 中村義寿 中村澄江
名越康晃 名越信次 南条彩恵 西吉彦 西内芳子 西海弘子
西岡奈那 仁尾恵子 西垣秀樹 西垣光代 西田登紀子
西原直美 西村かほる 西村風胡 野村ともこ 野世英水
計盛哲夫 服部康喜 服部榮 馬場一郎 濱田ひとみ 濱田浩子
坂野公一 東山和代 久積育郎 平井孝子 平林喜博 広崎仁一
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 本城智子 牧田稔 松井泰雄 松井美幸
松長乃生 松山典子 三浦哲朗 三浦啓子 三浦りか 三上展
三木良美 水口紗矢香 水野雄二 道上康彦 光田豊茂
光田恵子 宮本幸美 三好長栄 三好美佐子 村岡敏子
村上里沙 村田光恵 本山美彦 森文子 森田弘子 森畑哲洋
八木憲一郎 矢野幸治 矢野寛子 矢萩寛子 矢萩雅一郎
山口あい子 山口政紀 山口洋子 山口洋介 山下夕貴
横山昌彦 吉岡康榮 吉田麻里子 米田和代 米田成己 李善惠
リミオ 和田幹司 渡部美津江
寄付金（団体）：
One Village One Earth ウエスト東京ユニオン・チャーチ
賀川豊彦召天記念集会 神戸ユニオン教会 コープ夙川ゆりの会
民児協八雲地区
寄付金（個人）：
植本卓雄 近藤孝子 冨澤康子 西吉彦 西垣光代
馬場一郎 本城智子 村瀬義史 八木憲一郎

西田登紀子

真愛ホーム・友愛幼児園寄付：
紀伊茂 髙橋正 竹谷俊彦 西田登紀子 野瀬千津子 村田光恵
山倉精肉店
2019 年 3 月 1 日〜 2019 年 6 月 30 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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