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予告 !! 町の上映会 2 月 29 日『かみさまとのやくそく』を上映 !

社会福祉法人・学校法人 イエス団

〜 賀川豊彦献身 100 年から 10 年 〜
賀川豊彦が貧しい人々が住む地域に住み込み、活動
を開始した 1909 年、その 100 年後 2009 年に「賀川
豊彦献身 100 年」として記念事業を行いました。その
時に出した宣言文があります。
「賀川豊彦献身 100 年記念事業
神戸プロジェクト宣言」
1909 年 12 月 24 日、21 歳の賀川豊彦は貧困にあえ
ぐ人々のために献身しようと、当時劣悪な環境で生き
ることを強いられた人々が生活する地域に入っていき
ました。賀川豊彦は当時死の病と恐れられていた肺病
を病み、余命幾ばくもないと宣告されていた身体でし
たが、貧困と差別のただなかにあって困難を抱えた
人々と共に暮らし、徹底してこれらの人々のために働
いたのです。
その 1909 年から 1923 年までの 14 年にわたる神戸
での活動は、福祉の向上を目指して、キリスト教伝道
にはじまり、労働運動、協同組合運動（生活、農業、漁業、
林業、医療、共済）
、平和運動、無産政党活動に発展
しました。その活動は、神戸に留まらず、関東大震災
の救援を契機に日本全国に広がり、福祉、教育、医療、
生産、労働、協同組合、平和、人権、共生という、私
たちの暮らしを支える根幹を築くことに、その生涯を
捧げました。
これらの活動は諸事業の萌芽となり、それぞれのス
ペシャリストによって専門分化され、今なお、社会の
下支えを担っています。しかし、現代社会の課題は、
深刻で複雑です。それらの課題は、個々の専門的なア
プローチだけでは難しく、全体像を把握し、対症療法

ではない課題解決を可能にするためには、各専門分野
が互いに協働することが必要ではないでしょうか。
100 年前の賀川豊彦の活動は、目の前に迫る困難に
向かって、福祉、教育、医療、生産、労働、協同組合、平和、
人権、共生といった多様な取り組みを、渾然一体のも
のとして展開させています。それぞれの取り組みが互
いに協働することが、最大の効力を発揮したからです。
私たちは、賀川豊彦の多様な取り組みに出合い、
100 年を遡って検証し、また新たな 100 年を見通し、
互いの分野や垣根を越えた、現代にふさわしい形を模
索することで、多くの課題を解決し、共に生きる社会
を実現することを目指します。
2007 年 4 月 28 日
賀川豊彦献身 100 年記念事業
第 1 回神戸プロジェクト委員会
福祉も専門分化し、質の高い内容を築いてきました。
ただ、専門分化することによって見えなくなっている
課題があります。人をトータルに捉える時、家族を捉
える時、地域社会を捉える時、見えなかったものが見
えてきます。制度に当てはまらない課題は見えてきま
せん。いや、見ようとしていないのかもしれません。
賀川豊彦が法や制度がなかった時代にトータルに人
を捉えて、目に前で苦しむ人に仕えたことを思う時、
私たちはもう一度、賀川の原点に戻って、人を、社会
を見ていく必要があると思います。
賀川豊彦献身 100 年、
2009 年から 10 年が過ぎました。
賀 川 の 思 い を 引 き 継 ぎ、次 の 100 年 に 向 か っ て、
2020 年からの歩みをスタートしたいと思います。
館長 馬場一郎

2 月 29 日 ( 土 ) 町の上映会
時間：10：00〜11：40 上映会、13：30〜15：10 上映会、15：15〜16：15 映画感想会
会場：賀川記念館４階ホール （午前・午後で上映する映画の内容は同じです）
参加費：上映会のみ 1,000 円、上映会＋感想会（ワンドリンク付き）1,500 円
主催：賀川記念館天国屋カフェ、協力：NPO 法人はち、トランジションタウン神戸

天国屋ナイトカフェ
催物

催物は参加無料ですので、どなたでもお越しください。

1 月 24 日 ( 金 ) 19：00〜 田中純子リサイタル（ソプラノソロ演奏）
2 月 28 日 ( 金 ) 19：00〜 ぱすてる（フルート・ピアノ演奏）
3 月 27 日 ( 金 ) 19：00〜 大人の発表会

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（土）〜1 月 3 日（金）休館いたします。
天国屋カフェは、12 月 26 日（木）〜1 月 4 日（土）休業いたします。
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賀川記念館
〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通 5-2-20
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2007 年 4 月 28 日
賀川豊彦献身 100 年記念事業 第 1 回神戸プロジェクト委員会
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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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第 53 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

天国屋ナイトカフェ

7 月 19 日

写真：のみの市の様子

11 月 3 日、第 53 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。
今年は暖かい中で、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 53 回を迎えました。この 53 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
も地域福祉事業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
815,700 円（寄付、賛助広告含む）
支出計
246,073 円
収益計
569,627 円
（震災支援で岩手県宮古市の障がい者施設で作られた
物品を販売しその売り上げ 12,900 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地域福祉に根ざした隣保事業のため
②友愛幼児園保育教材購入のため
③災害の被災地支援のための製品販売
④賀川記念館ミュージアム運営のため
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
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写真：布引中学校吹奏楽部の演奏

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 市川歯科医院 伊藤荒物店
大阪よどがわ市民生活協同組合 ㈱小倉商店 小崎整骨院
きむらクリニック 理容九州 寿司清たつ 高知理容
共栄火災海上保険㈱ 業務スーパー大安亭店 近畿労働金庫
神戸キリスト教書店 神戸みなとまち歯科 コーナン建設㈱
神戸ハーバー歯科クリニック 悟空 ㈱コープエイシス
しあわせ訪問看護ステーション 嶋田 LP ガス㈱ しゅん平
㈱多い夢 ㈲武田商店 ㈱司商会 津野・倉本会計事務所
㈱チャイルド社 ㈱チャイルド社神戸営業所 中央むつみ会
虎屋宝飾 ㈱ディ・オー 一級建築士事務所 鳥舟商店
美容室どりーむ ㈱トータルロジシステム お菓子のながお
中野歯科 中本商店 日３自治会 ㈱早川 ひかりのくに
フォトショップヒューマン ㈱ファイン 深澤鍼灸接骨科院
㈱藤木工務店 富士ゼロックス兵庫㈱ フレーベル館
ヘルシースペースサカタ まつもと マリーンハート薬局
㈲三木屋 味正堂 村田建設㈱ モリシタ精肉店
山倉精肉店 山路歯科医院 ゆりの根 吉野建設㈱
リコージャパン㈱ 菱三印刷㈱
寄付金（団体）
：吾妻 6 丁目自治会

池田騎聡さん

ピアノ演奏

NPO 法人の地球屋本舗で活躍している池田さんは、
ピアノを弾くことがとても好きで、自分でも作曲して
おられます。現代的なメロディーに聴衆は聞き入って
おられました。

10 月 18 日

竹中真

9 月 20 日 BELL & TREE ピアノ演奏
昨年に続き、2 度目の演奏です。鈴木翔太さんは、
右手が動かず、左手のみの演奏に毎回チャレンジして
くださっています。また、お父さまは、一緒にピアノ
を練習するようになって、腕前をあげ、今では、ライ
ブハウス等でも活動されているということです。

秋のジャズライブ

甲子園二葉幼稚園

寄付金（個人）
：
秋田喜代子 井塚栄子 飯岡聰 加藤壽宏 金気宏明
河合成一 河合千惠 河谷里美 河野洋子 近藤孝子
篠原幸子 田中寛 田中道子 谷紳一 谷田志津代
西内芳子 西海弘子 西田登紀子 西村風胡 服部康喜
森田弘子 森本芙紗子 吉村毅 吉村美紀 米田和代

秋のジャズライブは 2 度目！ 今回は、神戸大学大
学院生の井上太一さんのドラムとセッションを展開

し、お二人の興奮が伝わって来るようなすばらしい演
奏でした。次回は、来年６月第 3 金曜日。乞うご期待。

寄贈品提供（団体）
：
吾妻婦人会 甲子園二葉幼稚園 中央小学校 PTA・保護者
（株）ディ・オー一級建築士事務所 西宮ＹＭＣＡ
のぞみ保育園
贈品提供（個人）
：
秋山実穂 市成仁美 市本 市本利恵子 井塚栄子
伊豫本定信 岩本 小川直子 賀川一枝 加藤鉄三郎
上内鏡子 川東煌英 梶川怜 岸愛結実 九里イツ子
クラウディア・ジュノン・山本 桑原民 髙岸智恵子
後藤あや 坂雅子 櫻原寿惠子 貞永慶子 佐藤悦子
澤田洋子 徐新太 正垣幸一郎 須貝強 杉内志温
杉内俐穏 関紀美子 竹谷俊彦 田岡粋生 田岡勢生
夛田佳代子 田中道子 谷紳一 ドゥウィース・マーカス
長井陽路 西村風胡 濱 仲山英一・美智子・由紀子・香
林泰子 早野美智子 藤田航平 藤原祥 藤原悠 渕田
本城智子 松永紗依 松永紗奈 松永宗祐 三上展 宮﨑操
森文子 森下美代子 森田和紗 森田真琴 安原佑星
矢萩雅一郎 山口則子 山田雅子 祐村明 吉松 吉村愛子
吉村美紀 米田和代
（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。

11 月 15 日 Special Night Concert

12 月 6 日 箏演奏 聖夜に響く弦のうた

神戸市中央区の社会福祉協議会有志によるジャズ
セッションと、SONE でも活躍しておられるデユオの
お二人のジャズナイト。某ビール会社の部長さんでも
あるボーカルの石田裕子さんはお話も上手で、ギター
の田村太一さんと共にみんなを魅了しておられました。

伝統的な箏の音色とは違って、クリスマスの夜を盛
り上げてくれる讃美歌とバロックの音色。聴衆はほぼ
全員が初体験の箏演奏だったのではないでしょうか。
濱地智枝さんは、神戸栄光教会のメンバーでもあっ
て、たくさんの栄光教会員が参加してくださいました。
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総合研究所講演会
「私を束ねないで
̶関西学院大学における多様性尊重の取り組み̶」

7 月 13 日（土）講師 武田 丈氏

「賀川記念館隣保事業天国屋
カフェ 10 周年記念プロジェク
ト × 総合研究所プログラム」
当館では、天国屋カフェが始
まり来年 4 月で 10 年目に入る
ことを記念し、天国屋カフェ 10
周年記念プロジェクトを始動致
しました。社会の中にある人権
課題を題材とした様々な企画を考えており、第一弾と
して「性〜セクシュアリティ〜」をテーマにイベント
を企画致しました。その記念すべき第 1 回目に関西学
院大学の人間福祉学部教授 武田 丈先生をお招きし、
当館の総合研究所プログラムとのタイアップ企画とし
て実施しました。
関 西 学 院 大 学 で は 2013 年 よ り 関 学 レ イ ン ボ ー
ウィークが行われており、学生の多様性尊重、また人
権教育として一週間に渡りイベントが行われます。今
年のテーマは「私を束ねないで〜This is me〜」個々
の持つ「性のかたち」をはじめ様々な面で枠に当ては
めない考え方を発信し、共に多様性を祝うイベントと
なっています。
講演会では、自らの中にある固定概念を見つける
ワークや他の人との違いを見つけるワークを行い、ま
ず人と自分について考える時を持ちました。それを踏
まえた上で「性」についての詳しいご説明をして頂き
ました。
参加者には保育関係者、学生、教授、地域の方々な
ど多くの方にご参加頂きました。感想の中には、 自
分の固定概念に気がつくことが出来た
とても有意
義な時間であった
自分は何が出来るか、新たな視
点をもらった などそれぞれがいろいろな思いを持ち
ながら参加されていた事がわかりました。
男性、女性の 2 つだけではない性のかたちがある事
を学び、私達が今後どのように人と関わっていくか、
それぞれが感じている課題の中でまた一つ深めること
が出来たのではないかと思います。
関西学院大学にて大事にされている多様性の尊重を
通して、この社会で生きる私たちがどう生きていくか
を考える機会となりました。

町の上映会
「子どもの貧困について考える」
11 月 9 日（土）

講師

石田賀奈子氏

立命館大学産業社会学部の
石田賀奈子先生に「子どもの貧
困について考える」というテー
マでご講演いただきました。
参加者は 10 名と少なかった
のですが、大学のゼミのように
ワークを取り入れて、先生と参

ガンディー思想の継承者サティッシュ・クマールさん
は、
「人間の身の丈にあった教育運動」を展開して、
英国でシューマッハー・カレッジを設立。その様子を
ドキュメンタリーで紹介したこの映画をみて、この学
校に行きたいと思った人も多いでしょう。映画の後の
話し合いは、少人数だったからこそ、それぞれの現場
と重ね合わせながらの討議となって、有意義な時間を
過ごすことができました。

加者でやり取りをしながら、深
い学びができました。

され、主演を務められた長谷川博史さんをゲストに迎
える事が出来ました。

まず、児童福祉の成立から現代の「子どもの貧困」

長谷川さんのお話では、映画製作の背景や一般的な
LGBTQ についての知識など、ご自身の事についても

までの流れとその内容が説明され、子どもの貧困の課
題、これからの取り組みについてお話がありました。

お聞きすることが出来ました。
長谷川さんの持つ多くの方との繋がりの中で、この

先生は特におちいりがちなアプローチとして、 犠
牲者を責めるというイデオロギー ということを言わ

映画製作は実現されました。質疑応答では参加者から
も様々な質問がなされ、非常に有意義な時間となりま

れました。
「問題のある人」は、さまざまな要因が絡
みあって、そのような状況に追い込まれた犠牲者であ

した。中には性というテーマの映画である事を知らず
に参加された方もおり、本当に多様な繋がりの中でこ

り、
「問題の原因は個人にある」とみるかぎり、その
個人以外の人は問題解決の責務から免れることができ
る。そして同じ状況が継続すると言われます。根本的
な問題解決のためには、個人だけではなく、社会背景
にも目を向けなければならないと・・・。 お母さん
が意識を変えるとよくなりますよ 、とうことではな
い、 問題は子どもの中にある ではないということ
です。本当に、私たちがおちいりがちな考えです。制
度の中で仕事をしている私たちが、忘れてはいけない
視点だと思います。
私たちは、
「子どもの貧困」が貧困問題一般から切
り離され、
「家族責任」や「学習支援」に矮小化され
ることについて、また、
「大人の貧困」
、
「大人の生き

天国屋カフェ 10 周年記念プロジェクト

10 月 19 日 「私はワタシ」
天国屋カフェ 10 周年記念プロジェクト、今回は「性
〜セクシュアリティ〜」をテーマにした映画、
「私は
ワタシ〜Over the Rainbow˜」を上映しました。一般社
団法人 Get in Touch 制作のもと約 50 名の当事者の方
が、様々なセクシャリティで生きるなかでどう感じ、
どう生きているのかを代表を務める女優の東ちづるさ
んのインタビュー形式で撮られた作品です。
また今回は、映画に登場される当事者の方の監修を

づらさ」が「自己責任」とされることについて、 そ
うではない ということを明確に、しっかり押さえて
おくべきだと思います。
いい学びの時間になりました。これからも、現代に
おける「子どもたちの課題」を取り上げ、みんなで考
えていきたいと思います。

総合研究所 講演会予告 !!
「性〜セクシュアリティ〜」をテーマに、子どもの育ちの中にある「性」を中心に
お話いただきます！ぜひお越しください！
天国屋カフェ 10 周年記念プロジェクト × 総合研究所プログラム
日時：2020 年 2 月 22 日（土）14：00〜16：00
講師：大阪府立大学教授 東 優子（ひがし ゆうこ）氏
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8 月 24 日 「サティシュの学校」

コア 100 賀川グループ新人研修
コア 100 賀川グループとは，賀川豊彦を組織の創設
者、あるいはそれに準ずるものとしている組織で、
「賀
川豊彦献身 100 年記念事業」の時にその実行を担った
組織の集まりです。コープこうべ、全労済、近畿ろう
きん、兵庫県漁連、JA 兵庫、共栄火災、イエス団、
YMCA、ならコープ等で、毎年一回シンポジュームを
行い、また年に 3〜4 回集まり情報交換を行っています。
これらの組織の新人を集めての研修会を毎年行ってい
ます。今年は 10 月 16 日に、5 組織 14 人の参加を得
て行いました。
午前中に賀川豊彦の『死線を越えて』の映画を見、
午後から『賀川豊彦の思想と実践』についての講義を
聴いた後、4 つのグループに分かれて、グループディ
スカッションを行いました。その結果、それぞれの現

の映画会について知り、多くの方にご参加頂けました。
今回の映画会は、天国屋カフェ 10 周年記念プロジェ
クトのイベントとしても大きなイベントでした。この
映画を通して「性〜セクシャリティ〜」についてはも
ちろん、この賀川記念館の隣保事業についても知って
いただく、実際に関わって頂く、そのようなイベント
にしたいと思い、計画をしました。実際に本当に多く
の方々にご参加頂き様々なご意見・ご感想を頂戴しま
して、良かったとの声も頂いています。
今後のイベント企画をする上で、皆さんのご意見な
どを参考にし、次のイベントに繋げていけたらと思い
ます。

在の問題が浮かび上がり、今後行うべき課題が明確に
なり、新たな目標に向けて頑張る決意が出来ました。
今年も有意義な研修ができました。
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鳥飼慶陽の 新連載

賀川記念館 賛助会から

賀川豊彦を読む

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 7 月 1 日から 11 月 30 日までの報告をさせていただきます。
賛助会費
1,022,000 円
寄付金・クリスマス献金
98,759 円
真愛ホーム・友愛幼児園献金
24,000 円

第五回 「賀川豊彦と協同組合運動」
鳥飼慶陽さんの新連載「賀川豊彦を読む」、その第5回は、『賀川豊彦と協同組合運動』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。

過日（11 月 14 日）、「コープこうべ」の OB であ
る山崎敏輝さんと重元勝さんらの呼びかけで、標記の
「賀川豊彦と協同組合運動」をテーマにした公開講演
会が神戸市勤労会館で開催され、山崎さんが「コープ
こうべ再生への提言」を、わたしが「賀川豊彦と協同
組合運動」について発題をしました。
このテーマで話すのは初めてのことでしたが、全国
各地から 100 名ほどの参加者があり、集いの後の喫
茶店での語らいにも、多くの方々が残られて、楽しく
有意義な交流の時を過ごしました。
2 年前に刊行された『賀川豊彦著作選集』全 5 巻
（一般財団法人アジア・ユーラシア相互研究所刊）
に少し関係を持たせて頂いたこともありましたので、
その『著作選集』の宣伝も少々。思いがけず、美しい
花束なども贈っていただいたりして・・・。
賀川さんにとって、生涯もっとも体重をかけて推し
進めた活動分野のひとつが「協同組合運動」ですから、
その関係者の方々がいまも、この運動の源流をたずね
て学びを重ねてこられていることに、深い敬意を覚え
させられました。
「コープこうべ」の一層の進展を期
待しています。
わたしたちも神戸において「労働者協同組合」
（ワー
カーズコープ）や「高齢者協同組合」などのささやか
な取り組みを続けてきていますが、その源流も賀川さ

賀川記念館のボランティア ⑮

合 計
1,144,759 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。

んたちの熱い志につながるものですね。
集われたみなさんには、最近出した拙い書物『賀川
豊彦と私たち―部落問題の解決と番町出合いの家』
（部
落問題研究所）を寄贈させていただきました。

「賀川豊彦と私たち」
（定価 2,000＋税）

「賀川豊彦著作選集（一）〜（五）」は、賀川記念館にて販売中です。
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賛助（個人）
英賀康子 綾目広治 荒木郁子 池本正人 石端利臣 磯前則光
石丸鐵太郎 植月優子 上月陽子 牛尾宏 牛田清博 大塚善彦
大平久司 岡田三枝子 岡部眞理子 岡安茂祐 荻田尚治
賀川一枝 加藤壽宏 上内英子 河合成一 川端俊之 北田和彦
久保正幸 栗山究 越牟田愛子 小西孝蔵 齊藤勉 佐々木正夫
志方京三 重元勝 正垣幸一郎 新谷一郎 杉野高司 杉山博昭
鈴木美津子 竹尾祐子 武知忠義 田中恵 田中朋子 田中寛
田中眞理子 田中道子 田村真 辻本久夫 鶴崎祥子 出口健治
寺沢京子 冨岡恭子 中井福美 長島和代 中村義寿 中村光夫
名久井佳治 名越信次 鍋谷由美子 滑川静夫 滑川敏子
南波陽子 西内芳子 西垣光代 野村武夫 元正章 服部榮
長谷川進一郎 原利治 東村元嗣 東村和子 東村紀子
久川良枝 平木是 日和佐信子 福井宣昭 細川忍 堀俊朗
宮本修男 村岡敏子 村田光恵 村山盛嗣 森文子 森本芙紗子
山口一史 山口則子 山崎敏輝 山添令子 大和慎吾 山本常雄
横山昌彦 吉村毅 吉村美紀 米田成己 米満弘 李善惠
若松英士
寄付金・クリスマス献金（団体）：
One Village One Earth トランジションタウン神戸
日本キリスト教団全国青年の集い
寄付金・クリスマス献金（個人）：
秋山也寸子 井塚栄子 井上佐喜子 牛尾宏 江間正子
大平久司 岡崎寿子 窪田共子 近松文子 出口健治 寺田留架
中村三郎 仲山英一・美智子・由紀子・香 真下謙 三上展
村上真理子 山崎敏輝 渡辺隆信
真愛ホーム・友愛幼児園献金（団体）：
山倉精肉店
真愛ホーム・友愛幼児園献金

「天国屋ボランティア」 有田

洋子さん

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 15 回は、天国屋カフェでボランティアとして関わってくれています有田洋子さんを紹介します。

有田洋子さんは、2010 年 4 月にカフェがオープ
ンして間もない頃から、手伝ってくれているボラン
ティアで、無くてはならない存在です。最初は、料理
の補助のようなお手伝いでしたが、今では月に何度か
メニューも担当してくださいますし、ほとんどの料理
について熟知しておられます。
天国屋カフェは、隣保事業の一手段です。喫茶店の
発展形ではありません。有田さんのようなボランティ
アがたくさん関わることで、自分自身の変革にもつな
がりますが、多様な人びとのネットワークが広がり、
隣保事業の意味を深めていると思います。
「町の上映
会」や「はいず」
（外国にルーツをもつ子どもの学習
教室）などもすべて隣保事業の枝葉となっています。
賀川記念館の隣保事業の一つひとつが花を咲かせ、
有田さんのような人がどんどんと自分の人生を積極的
に生きていく人になってくれればと願います。

賛助（団体）
（社）家の光協会 一麦保育園 （福）協同の苑
（福）神戸 YMCA 福祉会 （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
生活協同組合とくしま生協 ぶどうの木保育園
松田アイクリニック

天国屋カフェの台所を手伝ってくださる
ボランティアを募集しています !!

（個人）：
紀伊茂 熊原敏榮 竹谷俊彦 野瀬千津子 藤田有美子
2019 年 7 月 1 日〜 2019 年 11 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
賀川記念館は、「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

2019 年
07 月
02（火）
04（木）
05（金）
07（日）
11（木）
12（金）
13（土）
19（金）
20（土）
22（月）
23（火）

こくみん共済 coop（栃木・広域）（説明・見学）
こくみん共済 coop（居住域）（説明・見学）
頌栄短期大学（見学）
こくみん共済 coop（神奈川・山梨）（説明・見学）
いすゞ自動車労働組合（見学）
語り部の会
大山町人権・同和教育推進協議会（説明・見学）
講演会（武田 丈さん）
ナイトカフェ
コープこうべ 100 周年プロジェクト（説明・見学）
コープこうべ 100 周年プロジェクト（説明・見学）
JA 愛知中央会（説明・見学）

08 月
02（金）
04（日）
06（火）
08（木）
09（金）
23（金）
24（土）

全国ホンダ労働組合連合会（説明・見学）
関学神学部加納クラス（説明・見学）
友愛幼児園（説明・見学）
コア 100 賀川例会（於 JF 兵庫漁連）
友愛幼児園（説明・見学）
友愛幼児園（説明・見学）
町の上映会「サティシュの学校」

09 月
04（水）
07（土）
10（火）
11（水）
12（木）
13（金）
17（火）
20（金）
22（日）
28（土）
29（日）

コープ自然派事業連合（説明・見学）
パルシステム東京（説明・ウォーク）
コープこうべ第一地区本部・ゆり学院（説明・見学）
大阪同和人権問題企業連絡会（見学）
語り部の会 ガーデンロイ（説明・見学）
日本医療ソーシャルワーク学会（説明・見学）
コープこうべ第３地区本部（ウォーク・見学）
ナイトカフェ
大阪姫松教会（見学）
地域と協同の研究センター（見学）
長崎国際大学（説明・見学）

10 月
03（木） 兵協連（見学）
04（金） コア 100 賀川例会（於 ならコープ）
05（土） パナソニックプロセスオートメーション労働組合
（説明・見学）
10（木） 語り部の会
14（月） 西宮東鳴尾ルーテル教会（説明・見学）
16（水） コア 100 賀川企業合同新人研修（説明・見学）
17（木） ガーデンロイ（説明・見学）
18（金） 韓国グループ（見学） ナイトカフェ
19（土） 町の上映会「私はワタシ」
22（火） 韓国グループ（見学）
24（木） ひょうご部落解放・人権研究所（見学）
25（金） こくみん共済 coop 関西（説明・見学）
11 月
01（金）
03（日）
07（木）
08（金）

東芝労働組合小向支部（説明・見学）
賀川記念館フェスティバル
門真家庭教会（見学）
コープこうべ第１地区活動本部くらしの助け合いの会
（説明・見学）
09（土） 富桑地区公民館（説明・見学） 講演会（石田 賀奈子さん）
10（日） 静岡県労福協（説明・見学）
12（火） 城崎コミュニティセンター（説明・見学）
北島町教育委員会（説明・見学）
14（木） ガーデンロイ（説明・見学）
15（金） ナイトカフェ
17（日） 徳島県東富田コニュニティ協議会（説明・見学）
21（木） 中央小学校（説明・見学）
27（水） 語り部の会
30（土） パナソニックエナジー労働組合（見学）
記念館ミュージアム入場者数
07 月 一般 063 名 団体 196 名
08 月 一般 038 名 団体 120 名
09 月 一般 041 名 団体 135 名
10 月 一般 026 名 団体 129 名
11 月 一般 063 名 団体 251 名

行事
行事
行事
行事
行事

65 名
23 名
52 名
79 名
680 名

合計
合計
合計
合計
合計

324 名
181 名
228 名
234 名
994 名
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