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新型コロナウィルスの影響により、以下のように変更となりました。
2 月 29 日の町の上映会「かみさまとのやくそく」は、5月 16 日に延期することになりました。

3月 7日の「100 年シンポジウム」は、延期することになりました。

3月 20 日、21 日の特別展「魂の絵画展」は、6月 5日、6日に延期することになりました。

2020年 4月 vol. 122

社会福祉法人・学校法人 イエス団

Volunteer

賀川豊彦献身110年記念事業

「イエス団大集会」開かれる

発行日　2020 年 4月 1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

vol. 122

社会福祉法人・学校法人 イエス団

　2020年 2月 1日（土）コープこうべ生活文化センター
をお借りして、「イエス団大集会」が開かれました。
2010年 1月 31日に「賀川豊彦献身100年記念大集会」
をもち、その 10 年後に賀川豊彦献身 110 年記念とし
て開催しました。
　私たちは献身 100 年の時に「ミッションステートメ
ント2009」を制定しました。イエス団職員全員で確認し、
つくり上げた私たちの目指す理念です。
　

　わたしたちイエス団の実践は、
1909年 12月 24日の賀川豊彦の献身に始まる。
そしてイエスの愛に倣い、互いに仕えあい、
社会悪と闘い、新しい社会を目指して

多くの協働者とともに今日まで歩み続けてきた。
この歴史を検証し、働きを引き継ぎ、
今、わたしたちはイエスに倣って生きる。

わたしたちは、いのちが大切にされる社会をつくりだす
わたしたちは、隣人と共に生きる社会をつくりだす
わたしたちは、違いを認め合える社会をつくりだす
わたしたちは、自然が大切にされる社会をつくりだす

わたしたちは、平和をつくりだす

　今回のイエス団大集会では、ミッションステートメ
ント 2009 制定後 10 年の間にイエス団各施設とイエス
団職員ひとり一人が、取り組んできた実践を発表し、
共有する時間としました。
　地域と共に歩み、地域の課題に対する取り組みにつ
いて、障がいのある人や子どもと出会い共に歩む取り
組み、外国にルーツをもつ子どもたちや、LGBT の方
たちとの「違い」を認め合い、これからのことを考え
る取り組み、東日本大震災や大きな災害の被災地を支
援する取り組みの中で大切にしてきたこと、沖縄と出
会い、平和を考えてきた取り組み・・・。

　私たちがミッションステートメント 2009 を掲げ、
歩んできたこと、考えてきたこと、実践してきたこと
をイエス団で働くみんなで共有し、気づき、感じるこ
とができました。これからの指針になるような内容ば
かりで、私たちの目指す方向を指し示しているように
も思いました。社会福祉事業という制度の範囲だけで
はなく、人が人として「幸せ」に生きていくために、
私たちは何ができるのか。これからも考え続けて、歩
んでいきたいと思います。

賀川記念館　館長　馬場一郎

2019年

12月

01（日） 大阪市私立保育連盟（説明・見学）

05（木） 愛知労福協（出張講演）

06（金） ナイトカフェ

07（土） ひょうご部落解放・人権研究所（説明・見学） 

 韓国グループ（見学）

14（土） 兵庫教育大学（説明・見学）

17（火） 和歌山県生協連（説明・見学）

21（土） みえコープ（見学）

2020年

 01月

17（金）　コア 100 賀川例会（賀川記念館）

18（土） 福知山市役所人権推進室（説明・見学）

23（木） コープ自然派ひょうご（映画）

記念館ミュージアム入場者数

12月　　一般 25名　団体   86名　行事 125名　合計 236名

01月　　一般 47名　団体   60名　行事 170名　合計 277名

02月　　一般 40名　団体 029名　行事 149名　合計 218名

賀川記念館の歩み
24（金） 徳島県北西ブロック隣保館連絡協議会（説明・見学）　

 ナイトカフェ

28（火） ならコープ（説明・見学）

29（水） JA グループ三重役員室（説明・見学）

 02 月

14（金） 宝塚市市民交流部人権研修（説明・見学）

19（水） 夙川コープ委員会（説明・見学）

21（金） コープ西神 EARTHくらぶ北斗星（説明・見学）

22（土） 総合研究所講演会（東 裕子氏）

28（金） ナイトカフェ

　昨年は標記の賀川豊彦に関する５冊目の本を部落問
題研究所より出版しました。帯にも記しましたが、こ
れには「若き日の試論やゴム行員（雑役）として汗を
流した労働牧師時代の日録を含む最新のエッセイを 
収録」しました。（第一部「賀川豊彦と神戸」、第二部
「助走・探求の日々」、 第三部 「新しい生活の中から一
番町出合いの家の創設」、第四部「部落問題の解決と
番町出合いの家」（四つの付録）
　表紙には許可を得てたいへん珍しい写真ー賀川夫妻
が長男・純基を授かり、トヨヒコが色眼鏡をかけて長
男を背負い、夫妻が手を取り合って満面の笑顔で喜ぶ
素敵な姿ーも収めることができました。」

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」、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。

「賀川豊彦と私たち－部落問題の解決と番町出合いの家」

と り　 が い　  け い　 よ う鳥飼慶陽の 第六回

「賀川豊彦と私たち」 （定価 2,000＋税）は、賀川記念館に
て販売中です。
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※ 4 月からの営業についてはお問合せください。

　フルートとピアノの演奏「ぱすてる」は、友愛幼児園卒
園児の保護者常峰さんのグループで、毎年、賀川記念館フェ
スティバルでも活躍されています。天国屋ナイトカフェの
催しでは常連で、なくてはならないグループです。今年は、
新型コロナウィルスの影響もあって、どうなるかとドキド
キでしたが、ご友人たちにも声をかけてくださり、賑やか
なコンサートとなり、無事に終えることができました。ぱ
すてるに、感謝。神さまに感謝です。（写真は昨年度の様子）

天国屋ナイトカフェ 総合研究所講演会
　昨年 12月のナイトカフェにも出演してくださった田中
さんが、今年はオペラ「フィガロの結婚」から数曲など、
歌ってくださいました。この日のためにヴォイストレーニ
ングを受けるなど、準備を重ねて素晴らしいソプラノを聞
かせてくださいました。昨年と同様伴奏は上野久美子さん、
そして今回は妹さんの足立明子さんもフルートでジョイン
トしてくださって、素敵なひと時となりました。

♬ ぱすてる ♬

田中純子リサイタル 「性の多様性と
　ダイバーシティ&インクルージョン：
　　　　　誰も取り残されない社会とは」

　天国屋カフェ 10周年記念プロジェクトとなる「性の多

様性：セクシュアリティ」をテーマとしたイベントは今

回で 3回目となりました。

　大阪府立大学教授の東先生をお招きし、性の多様性に

ついて、ご自身の専門とされている性科学の視点と、子

どもの性の発達を中心にお話頂きました。

　今回の講演では、体の性や心の性、性のかたちは多様

であるという事から、私たちのいる社会ではどのように

考えられているのか、そして誰も取り残されないための

取り組みとはどのようなものなのかを深く考えさせられ

ました。

　現在の社会では、インクルージョン：包括的な取り組

みの部分に着目しながらダイバーシティ：多様性だけで

なくそれを含む包括的な取り組みを実施する事が求めら

れているといいます。人権問題に対しついピンポイント

でその問題だけを取り上げてしまう状況がある中で、い

かに包括的な視点から関わり、共に考えていけるかが問

われているように思いました。

　また、子どもの発達に対しては「おんなのこ、おとこ

のこ」という性差で関わるのではなくもっと包括的な視

点から関わっていく事が大切であると学びました。話の

中で絵本も紹介頂き、ご参加頂いた方にもとても分かり

やすく解説して頂きました。

　今年度は 3回こうしたイベントを企画する事が出来ま

した。ご参加頂きました皆さま、誠にありがとうござい

ました。

　来年度も「性の多様性：セクシュアリティ」をテーマ

とした内容も含め、様々な人権課題に関するテーマを発

信するイベント等を企画していきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。

2月22日（土）東 優子さん2月22日（土）東 優子さん
（大阪府立大学教授）（大阪府立大学教授）

2月 28日　フルート＆ピアノ演奏
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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。2019 年 12 月 1 日から 2020 年 2 月 29 日までの報告を
させていただきます。
 　　　　　　　　　　賛助会費       175,000
 　　　　　　　　　　　寄附金   　 304,400
 　　　　　　　クリスマス献金    　157,859
　　　　　　　　　その他寄附 　 　 16,000 　
 　　　　　　　　　　　 合  計       653,259　　　　　　
　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

2019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式会社　
ガーデン・エル　ガーデン・ロイ　共栄火災海上保険株式会社
かがわ子ども・子育て支援センター神愛館　（福）協同の苑　
（福）神戸YMCA福祉会　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）多い夢
（株）ジャクエツ神戸店　　（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　ぶどうの木保育園　
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　英賀康子　赤本公孝　秋田喜代子　阿部志郎　阿部洋子
綾目広治　荒内直子　荒木郁子　池本正人　伊澤直子　石田規矩子
石田チヅコ　石塚多美子　石場紘彦　石端利臣　石丸鐵太郎　

　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

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
井上智世　飯岡聰　今井牧夫　岩切幸子　岩村義雄　植月優子　
上月陽子　植松賢治　牛尾宏　牛田清博　占部雅史　大越忠　
大里昌子　大塚善彦　大野順弘　大野義明　大平久司　小笠原浩一
岡田誠一　岡田三枝子　岡部眞理子　岡安茂祐　小川直子　
荻田尚治　奥村達郎　小野みゆき　賀川一枝　加藤鉄三郎　
加藤壽宏　金丸裕一　上井香代　上内英子　刈谷雅夫　河合成一　
川井ふみ子　河内明　河崎紀子　河谷里美　川那辺康一　川端俊之
北田和彦　清野健太郎　久保正幸　倉澤条太　栗山究　児島隆介　
越牟田愛子　小城智子　小寺收　小西孝蔵　小林昭洋　小宮山盛昭
近藤孝子　齊藤勉　酒井明子　坂井久美　桜井利枝　櫻谷昌代　
佐々木正夫　志方京三　重元勝　師玉健男　島田恒　島田誠　
島津陽子　清水里美　下地徹　正垣幸一郎　白崎絹子　新谷一郎　
須貝強　杉野高司　杉山博昭　鈴木美津子　関紀美子　髙橋正　
高橋都　武井博子　竹内郁夫　竹内豊子　竹尾祐子　竹腰英樹　
武田仁　武知忠義　武本いちほ　田中恵　田中京子　田中朋子　
田中寛　田中眞理子　田辺健二　谷垣わきゑ　谷田志津代　
田野里美　田村真　田村三佳子　田村宜治　近松文子　塚谷順治　
造田由美　辻本久夫　常峰明希　鶴崎祥子　出口健治　鉄谷淳二　
寺沢京子　冨岡恭子　鳥飼慶陽　中井福美　中﨑和代　長島和代　
中田詩乃文　中西勇　中野素子　中村義寿　中村澄江　中村光夫　
名久井佳治　名越信次　名越康晃　鍋谷由美子　滑川静夫　
南波陽子　仁木壮　西吉彦　西内芳子　西海弘子　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　
野村武夫　のむらともこ　野世英水　計盛哲夫　元正章　服部康喜
長谷川進一郎　服部榮　馬場一郎　濱田浩子　原利治　坂野公一　
東村元嗣　久川正博　久川良枝　久積育郎　平井孝子　平木是　
平林喜博　広崎仁一　日和佐信子　福井宣昭　福井香代子　
福留洋平　冨士本利子　細川忍　堀俊朗　本城智子　牧里毎治　
牧田稔　松井泰雄　松長乃生　松山典子　三浦哲朗　三浦りか　
三上展　水野雄二　道上康彦　光田豊茂　宮本修男　三好長栄　
三好美佐子　村岡敏子　村田光恵　村山盛嗣　本山美彦　森文子　
森田弘子　森畑哲洋　森本芙紗子　八木憲一郎　矢野幸治　
矢萩雅一郎　山岸菊　山口あい子　山口一史　山口則子　
山口政紀　山口洋子　山口洋介　山崎敏輝　山添令子　山田洋一　
大和慎吾　山本常雄　横山昌彦　横山葉子　吉岡康榮　吉村毅　
吉村信夫　米田和代　米田成己　米満弘　李善惠　りみお　
若松英士　和田幹司　渡部美津江　匿名 1件

賛助（団体）：
日本基督教団神戸雲内教会　日本食研ホールディングス（株）
賛助（個人）：
赤本公孝　荒内直子　石丸鐵太郎　磯前則光　今井牧夫　牛尾宏　
大越忠　大野義明　小川直子　小野みゆき　上井香代　刈谷雅夫　
河内明　川那辺康一　小城智子　小寺收　小林昭洋　小宮山盛昭　
櫻谷昌代　島田誠　杉野高司　関紀美子　竹内郁夫・豊子　田中恵
田中京子　田辺健二　谷垣わきゑ　田村宜治　造田由美　中﨑和代
中西勇　名越信次　鍋谷由美子　南波陽子　仁木壮　西内芳子　
西海弘子　西垣光代　久川正博　広崎仁一　牧里毎治　村岡敏子　
森文子　山岸菊　山口洋介　山田洋一　横山葉子　吉村信夫　
米田成己　李善惠　匿名 1件

寄付金（団体）：
OneVillageOneEarth　風車　コープこうべユニオン　
全労済アシスト株式会社　みどり野保育園
寄付金（個人）：
Carol Sack　牛尾宏　小幡正夫　河合成一　川森めぐみ　佐久間愛
竹内郁夫・豊子　武田碧平　田村真　都倉康之・久子　所崎旦　
名越信次　仁木壮　野未祐紀　濱地　藩やすこ　平井克也　
広崎仁一　福井幸子　古本佳世子　本城智子　村上真理子　
村瀬義史　祐村明　和田幹司

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　友愛幼児園

クリスマス献金（個人）：
池本正人　石元将江　磯部卓三　井塚栄子　上内鏡子　近藤孝子　
森田弘子　横山葉子

真愛ホーム・友愛幼児園・愛隣館に対しての寄付（個人）：
紀伊茂　竹谷俊彦　野瀬千津子　山口洋介　匿名 1件

2019 年 12 月 1日～ 2020 年 2月 29 日（敬称略・順不同）

※2019年4月1日～2020年2月29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。

1月 24日　ソプラノソロ演奏


