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新型コロナウィルスの影響により、歴史的な年度始めとなりました。

　昨年（2019年）10月 26,27 日の両日、京都の部
落問題研究所の主催になる第 57回部落問題研究者集
会が同志社女子大学を会場にして開催され、その現状
分析・理論分科会において、標記のタイトル－神戸時
代の賀川豊彦と部落問題－で拙い報告をさせていただ
きました。その報告集は、本年（2020年）5月に刊
行された『部落問題研究』233号に収められている
のでご照覧ください。
　賀川豊彦に関連した私の書物としては、これまでに
『賀川豊彦と現代』（兵庫部落問題研究研究所1988年）
を皮切りにして、2002年に『賀川豊彦再発見－宗教
と部落問題』（創言社）を、2007年には『賀川豊彦
の贈りもの－いのち輝いて』（創言社）を、2017年
には文芸社の文庫本として『賀川豊彦と明治学院・　
関西学院・同志社』を、そして昨年（2019年）には
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社会福祉法人・学校法人 イエス団

　賀川豊彦は 1909 年貧しい人たちと共に暮らし、救
貧・防貧のさまざまな活動を始め、現在の私たちイエ
ス団の仕事に引き継がれてきました。賀川は “※セツル
メント事業の根本原理は「人格交流運動」である ” と
言われました。私たちイエス団が行っている社会福祉
事業は、すべてこの言葉に集約されます。私たちの仕
事は、人々と出会い、話し、理解し合い、寄り添う仕
事です。
　新型コロナウイルスが世界的に感染拡大し、日本も
緊急事態宣言を発出し、自粛期間が始まりました。そ
して感染拡大を防ぐために「三密にならないように」
「ソーシャルディスタンスをとって」と言われ、これか
らに向けて「新しい生活様式」が示されました。しかし、
ポストコロナへの道はそんなことでしょうか。感染拡
大を避けるべく示された「新しい生活様式」だけでは
なく、コロナを経て私たちは何を学んだのでしょうか。
日本赤十字社のメッセージには、“ 新型コロナウイルス
の３つの顔を知ろう！ ” と題して、病気そのものの顔、
不安と恐れの顔、そして嫌悪・偏見・差別の顔がある
と警告を発しました。「自粛警察」「不謹慎狩り」そし
て「正義中毒」という私たち人間の側面も露 ( あらわ )
になりました。
　私たちはコロナウイルスを経験して、次の生き方を
模索し始めています。しかし、コロナウイルスの感染

拡大への対応は、人間のつながりを最小限にしていく
ための道に見えます。私たちは本来、温かさを幸せに
感じ生きてきたはずです。小さく、弱くされた人たち
と共に生きるということを決して外して考えてはいけ
ない。危険を避け、安全を過度に重んじて、感染拡大
を予防するための技術にのみ心を奪われることがない
ように、私たちは何を大切にこれからのポストコロナ
時代を生きていくのか、しっかり考えていかなければ
なりません。正義という言葉に隠された、人間を人間
として尊重できない生き方に陥らぬように、賀川の言
う「人格交流運動」をこの時代にこそしっかりと実践
できるように、改めてこころに刻んで進んでいきたい
と思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　賀川記念館　館長　馬場一郎

※セツルメントの概要　：19 世紀末期に失業、疾病、犯
罪等と深い関連性を持つ貧困問題が集約された地域である
スラム街に住み込んで、貧困者との隣人関係を通して人格
的接触を図り、問題の解決を目指した民間有志の運動。
1884 年にロンドンにトインビーホールが建てられたのが
世界初のセツルメントハウスとされる。日本では 1890 年
代に岡山博愛会やキングスレー館が開設されてから、第 2
次大戦前には隣保事業として展開した。

4月
　　７日（火）　緊急事態宣言発令（１都６府県） 　　

　　９日（木）　賀川記念館休館となる
　１６日（木）　緊急事態宣言発令　（　全国　）
5月
　　４日（月）　緊急事態宣言延長（5/31 まで）
　１４日（木）　　　〃　　　一部解除（39県）    

賀川記念館　2020年度の始まり

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７回は、『神戸時代の賀川豊彦と部落問題』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。

　１９日（火）　はいず再開
　２５日（月）　緊急事態宣言解除（全国）　
6月

　　２日（火）　賀川記念館　再開

　『賀川豊彦と私たち－部落問題の解決と番町出合い
の家』（部落問題の研究所）を刊行していますので　
ご批判願います。

◇ミュージアムの見学はもとより、予定していたイベント、講演など、全てが中止になりました。
◇神戸イエス団教会は、4月第４週より無会衆礼拝および在宅礼拝へと礼拝形式を移行しました。その間、説教原稿や礼拝ガイドを
　翌週礼拝までに教会員に配布し、礼拝説教を録画して日曜日にYouTube 配信し、在宅礼拝の一助となるように工夫しました。
　6月 14日より主日礼拝が再開されました。 ホームページリニューアル！

　この度、ホームページがより見やすく、わかりや
すくリニューアルされました。
賀川記念館の情報はもとより、賀川豊彦の全てがわか
る資料の紹介や、講演している賀川豊彦の肉声まで聞
くことができます。イエス団の使命の一つとも言える
隣保事業の紹介も新しく組み込まれました。
　ぜひ、アクセスしてみてください。

　　https://core100.net/

賀川フェスティバル　開催見送り
　毎年、11月に行われておりました賀川フェスティバルは、新型コロナウイルス感染防止のため、残念ながら今年度は中止となりま
した。どうぞ、ご理解をいただき、来年度にご期待ください。
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2020年度賀川記念館 賛助会から

いつも賀川記念館をお支えいただきありがとうございます。
2020年 3月 1日より 6月 30日までの報告をさせていただきます。
 賛助会費   589,000 円
 寄付金   190,770 円
　　 真愛ホーム・友愛幼児園寄付   15,000 円　　　　　　
 総合計   794,770 円

　これからも皆様のお支えにより、様々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致します。

賛助（団体）：
あゆみ幼児園、（有）イースター式典社、（財）賀川事業団雲柱社、
オリジン電気商事（株）、かがわ子ども・子育て支援センター 神愛館、
ガーデンエル・ロイ、共栄火災海上保険株式会社、こじま内科、（福）
神戸 YMCA 福祉会、市民生活協同組合ならコープ、生活協同組合
とくしま生協、（福）ひょうご障害福祉事業協会、日本基督教団 益
田教会、松田アイクリニック、村田建設株式会社

賛助（個人）：
赤松優、赤本公孝、秋田喜代子、明松善一、阿部洋子、綾目広治、
荒内直子、家入理、石場紘彦、石若義雄、磯部亜希子、磯前則光、
井塚栄子、井上淳信、井上香代、井上知子、井上智世、今福昌代、岩浅永、
岩田芳徳、上田千暁、植月優子、植松賢治、牛田清博、臼杵邦枝、
梅村貞造、遠藤健男、大塚紫織、大塚善彦、大野順弘、大平久司、岡進平、
岡田誠一、岡部眞理子、岡山泰典、奥村達郎、小野みゆき、加藤鉄三郎、
加藤壽宏、角本稔、金井新二、金丸裕一、川井蒼、河合成一、川井ふみ子、
河崎紀子、木内仁奈、日下知久、久保正幸、桑原民、児島隆介、児島若菜、
越牟田愛子、小城智子、小林望、小林昭洋、近藤孝子、齋田妙子、
坂井宗月、酒井明子、坂井久美、重元勝、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、杉野高司、関紀美子、大和慎吾、
高田裕之、田窪有希子、武井博子、竹尾祐子、田中千景、田中なぎさ、

　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。

賀川記念館賛助会ご入会とご継続のお願い

谷垣わきゑ、谷田志津代、田村三佳子、田村宜治、土草香菜、辻早苗、
辻本久夫、常峰明希、鶴崎祥子、鉄谷淳二、寺沢京子、土井亮典、
鳥飼慶陽、中島彩香、中野愛、中野俊恵、中野素子、中野陽介、中村義寿、
名越信次、鍋谷由美子、南条彩恵、南波陽子、仁尾恵子、二木壮、
西海弘子、西垣秀樹、西垣光代、西岡奈那、西村風胡、野村武夫、
計盛哲夫、元正章、長谷川勝義、長谷川進一郎、服部康喜、服部榮、
濵田ひとみ、原利治、坂野公一、東内壽子、東山和代、久積育郎、
檜山秋彦、平木是、平林喜博、藤岡明日香、藤岡沙央里、藤岡実花、
藤原三喜子、藤黒てるみ、細川忍、本城智子、本田千絵子、牧田稔、
正木紀通、松田聡、松長乃生、松山典子、三木良美、三浦哲朗、三浦啓子、
三上展、水野整一、水野雄二、道上康彦、光田豊茂、光田恵子、　　
南川沙矢香、宮本幸美、三好長栄、村岡敏子、村上里沙、村田光恵、
村山盛嗣、森畑哲洋、森文子、森本芙紗子、八木憲一郎、矢崎夏彦、
安岡則武、矢萩雅一郎、矢萩寬子、山口一史、山口則子、山口政紀、
山口洋子、山下茂雄、山添令子、山本常雄、横山昌彦、吉田麻里子、
吉田有二、米田和代、米満弘、李善惠

寄付金（個人）：
石元将江、植本卓雄、大平久司、風車、川森めぐみ、窪田共子、小城智子、
小宮山盛昭、西義人、宮原亨、八木憲一郎、山田達造

真愛ホーム・友愛幼児園寄付：
五十嵐千鶴子、谷垣わきゑ、紀伊茂、竹谷俊彦、野瀬千津子

※お名前は五十音、敬称略になっております。2020 年 3 月 1 日～
2020 年 6 月 30 日の間に賛助会費をお納めいただいた方々です。掲
載には十分注意しておりますが、誤り等ございましたら何とぞお許
しください。また、事務局までお知らせくださいますようお願いい
たします。

2019年度の取り組み
　はいずは昨年度をもって丸 7 年が経ち、多くの方々
に支えられながら、子ども達の学習や、生活を見守る
事が出来ました。はいずの活動を支えていただいた皆
様に心より感謝申し上げます。
　4 月当初は、卒業した子ども達が多くいた事で、少
人数での少し落ち着いた様子で始まりました。半数以
上が中国籍で、あとはアフガニスタン、ネパール、フィ
リピンと様々な国籍の子どもが参加しています。学習
面でわかりにくい日本語や文章問題に苦戦する子ども
が多数おり、会話ではない文章の日本語が難しいよう
です。
　こうして活動している事で、各々のペースで習得し
ていく子ども達の様子や、生活面・学習面の中の言語
に対する壁の厚さについて改めて知る事が出来ました。
今後もなるべく多くの大人が関わりを持ち、不安な部
分や気持ちを共有しながらサポートしていければと考
えています。
　またボランティアの先生も新しく関わってくださる
方が増え、新入の子どもへの対応もしてくださいました。
2018 年度より少しずつ増えていった高校生ボラン
ティアも新たな繋がりで来てくださっています。また、
中国人留学生のボランティアも引き続き来てくだり、
母国語でも話せる場として、楽しく過ごす様子も見る
事が出来ました。他にも長期にわたり共に活動してい
る日本人大学生や元小学校教諭の先生がたなど、子ど
も達の様子に合わせながらとても深く関わってくだ
さっています。
コロナ禍の中で
　ちょうど昨年度の終わり 3 月末くらいからこの新型
コロナウイルスの感染に関する世界・日本国内の情勢
が変わって来ました。賀川記念館も天国屋カフェ、は
いずの運営をどうするのかを話し合い、当面の間自粛

せざるを得なくなりました。
　全国の教育現場では臨時休校となり社会全体で自粛
となっている中で、はいずに繋がる子ども達の様子な
ど状況がとても気になる部分でした。日本で過ごす外
国籍の方々の中には情報が十分に入ってこない、また
は得られないという現状があったそうです。またはい
ずに来ている子ども達の中では学校から配布される学
習プリントなどが出来ない、全く進まないなどという
現状がありました。
　約 2ヶ月の活動自粛でしたが、5 月中旬より特に学
習面で困難な 2 名に対して、感染予防を徹底した上で
短時間の学習を行いました。彼らは自粛中の学習はも
ちろん社会がどう動いているかという部分もちゃんと
理解できずに過ごしている様子でした。色々と不安な
ことが多かったのではないかと感じました。6月に入っ
てからは密を避けて机の配置などを工夫し、体調管理
を徹底して活動を再開しています。中には自粛中勉強
頑張った！という子どももいれば頑張って習得した内
容をもう一度復習しながら学習している子どももいま
す。昨年度の事も含め、このコロナウイルスによって
もたらされた出来事を振り返りつつ、今後のはいずの
活動に活かし、より一層子ども達の “ 居場所 ” として
継続できるよう考えていきたいと思います。

外国にルーツを持つ子どもの学習支援「はいず」
　

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：01140－8－372
　　　　　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

　私は高校の先生の紹介でこちらのボランティアに参加
しました。普段は教わるだけの受け身の自分が教える側
になることで、教えることの難しさを実感し、悔しい思
いもしました。また、私がこちらに来た時は私の他に高
校生はいませんでしたが、私が友達に紹介したりその友
達が他の友達に紹介してくれたりして、ボランティアを
する仲間が増えていきました。今ではボランティアのあ
る金曜日が毎週の楽しみです。
   　玉井　凜 (たまい　りん )
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自粛期間中に子どもたちから届いたハガキです。

「はいず」ボランティア　
　　　　玉井　凜　くん （高校 3年生）



「居場所という生きもの」
　オープン10周年記念に寄せて

くじらぐもの作品をカフェに飾りました。

　2020年 4月 1日に天国屋カフェが開設されて丸
10年を迎えました。昨年度よりこの 10周年に向け
て、性の在り方をはじめとした多様性をテーマに掲
げて、カフェの居場所づくりにふさわしいビジョン
を描きつつありました。しかし、新型コロナウィル
スの感染が世界的に拡大したことにより、天国屋カ
フェは休業せざるを得なくなりました。3月の上旬
から始まった臨時休業は、6月 18日 ( 木 ) に一部営
業再開するまで実に約 3ヶ月間続いたのです。
　休業期間は自粛しながらも、賀川記念館内の方々
に向けては食事を提供し続けました。また、カフェ
を居場所としてこれまでも利用してくださっていた
来店者の皆さんとの関係が途切れないためにも、細
めにフェースブックやYouTube など SNSを利用し
て、その時々の天国屋カフェの様子をお伝えするよ
うに努めました。例えば、天国屋カフェのYouTube
チャンネル開設、野菜や果物を栽培しながら庭作り
の報告、新しいパンフレットの作成などがその一例
です。
　「カフェに来たくても来られない人が、今どうして
いるのか気になりますね。そんな人たちとカフェ休業中も

つながるにはどうすればいいんでしょうね。」実は、この
何気ない利用者の一言が、休業中のカフェで何ができるの
かという模索へと導いてくれたのです。誰もいないカフェ
だけど、利用者のひとり一人を待ち続けていることを知ら
せたい一心でした。
　天国屋カフェの 10周年は新型コロナウィルス騒ぎで、
当初思い描いていた様なお祝いはできませんでしたが、振
り返れば、次の 10年へ向けて一番大切にしたいものは何
なのかを再確認する期間となりました。
　一つは、天国屋カフェの使命は、居場所を作り続けるこ
とだということです。営業していても、休業中でも、カフェ
につながる人々は存在しているのです。この一人ひとりと
つながる過程が、カフェを居場所として成長させてくれる
道のりでもあると気付かされました。誰もいないカフェに
一人佇む時にこそ、そのことを痛感しました。カフェのオー
ナーが一人で構想をねって完璧
な居場所を設計したところで、
それは誰の居場所でもありませ
ん。この場を必要としている人
が集まって自分の居場所として
いくことが、居場所を居場所に
して生かすことにつながりま
す。人々の息づかいによって新
しい息吹を吹き込まないと、　
死んだような場になって役割を
果たせなくなるのです。居場所は生きものなんです。生き
ものである居場所は新しく変化し続けているのです。
　二つ目は、食事の提供の充実です。食事だけでなく、飲
み物なども工夫がいるなあと思うのです。天国カフェはこ
れまでランチが中心でしたが、ふらりと立ち寄ってほっこ
りしてもらうには、飲み物やデザートなどの魅力も必要だ
と思います。実現するには人材が必要ですが、夢を描き続
け人とつながり続けることで、それがほんとうに必要なら
ば、自ずと実現できる道筋ができると信じています。
　そして三つ目は、天国屋カフェを取り囲む地域のグルー
プとの連携です。異なる目的や役割をもつグループ組織と
の交流を通して、ヴィジョンを共有し、新しいアイデアや
関係が広がることで、天国屋カフェの立場や役割も際立っ
て行くと思います。それは、天国屋カフェの将来にとって
はなくてはならないつながりです。
　ポスト・コロナは、新たにこれらの事柄を踏まえつつ、
営業再開し、企画して行きたいと思います。いよいよ本格
的に営業です。これまで利用してくださっていた方々も、
また、この機関誌をご覧くださって興味を持たれた方々も、
是非カフェに来てください。そして、一緒に天国屋カフェ
という居場所づくりに参加してくださることを祈ります。
どうぞよろしくお願いします。

カフェを居場所としていた方が、
プリン作りに挑戦しました。

コロナ期間、人気だったトマトのチキン煮

３



友愛幼児園の新しい取り組み
　２０２０年４月より「医療的ケアーの必要な子ども」
を受け入れるにあたり、「体調不良児型病児保育」を
始めました。看護師が常時在園しています。保育を受
けている子どもが急に体調が悪くなった時、保護者に
連絡して迎えにきてもらうまでの間を、看護師が側に
ついて見守っています。また、日々の小さなケガの対
応も専門的に看てもらえるので、安心です。現時点で
は医療的ケアーの必要な子どもの入園がないので、「体
調不良児型病児保育」がメインになっています。保育
士と看護師が情報を共有して、子どもの育ちを見守っ
ています。

看護師は日々、保育室に入って子どもたちと一緒に遊
んだり、支援の必要な子どもの手助けをしたりと、積
極的に子どもたちと関わりを持って子どもたちとの距
離がどんどん近くなり、とても仲よしになっています。
　今回の新型コロナウイルス感染症の対策として、子
どもの手の届く所を中心に、保育士も看護師から指導
を受け、室内や玩具を消毒しています。
　今後入園してくる医療的ケアーの必要な子どもも、
同じく保育を受ける権利があります。それぞれに寄り
沿って必要なケアーを専門的にしつつ、楽しく安全で
安心な友愛の生活を過ごしてもらいたいと準備してい
ます。看護師のみなさん

コロナの影響で、お宝発見！

　賀川記念館４階の展示室は新コロナウイルスの影響
で 4月 14日から 6月 1日迄休館になりました。その
間、来館者が有りませんので通常では手の届かない資
料の整理のチャンスになりました。そこで大変貴重な
資料を発見出来ました。倉庫の隅に紙が直径 20セン
チの筒状に巻かれたものがありました。開いてみると、
先代の賀川記念館の設計図がでてきました。その設計
図の内側にお宝が見つかったのです。
　賀川先生は講演をする時には、黒板を使わずに全紙
の大きさの模造紙を黒板や壁に吊るして黒板代わりに
して、墨汁を使って講演内容のポイント等を書いてお

られました。それは賀川先生が肺を煩っておられた為
に黒板に白墨で字や絵を描きまた消すと白墨の粉が肺
に入り、悪い影響を及ぼすためだったからです。
　その模造紙が 40枚出てきました。賀川先生の自筆
の講演メモのようなものです。大変貴重なものです。
この模造紙を見てみると、賀川先生が何に付いて講演
をされたのか、どんな事を話されていたのかが分かり
ます。写真を貼付しました。キリスト教関係、協同組
合関係、科学関係等について話しておられます。

（賀川記念館　西　義人）　

4
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2020年度賀川記念館 賛助会から

いつも賀川記念館をお支えいただきありがとうございます。
2020年 3月 1日より 6月 30日までの報告をさせていただきます。
 賛助会費   589,000 円
 寄付金   190,770 円
　　 真愛ホーム・友愛幼児園寄付   15,000 円　　　　　　
 総合計   794,770 円

　これからも皆様のお支えにより、様々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致します。

賛助（団体）：
あゆみ幼児園、（有）イースター式典社、（財）賀川事業団雲柱社、
オリジン電気商事（株）、かがわ子ども・子育て支援センター 神愛館、
ガーデンエル・ロイ、共栄火災海上保険株式会社、こじま内科、（福）
神戸 YMCA 福祉会、市民生活協同組合ならコープ、生活協同組合
とくしま生協、（福）ひょうご障害福祉事業協会、日本基督教団 益
田教会、松田アイクリニック、村田建設株式会社

賛助（個人）：
赤松優、赤本公孝、秋田喜代子、明松善一、阿部洋子、綾目広治、
荒内直子、家入理、石場紘彦、石若義雄、磯部亜希子、磯前則光、
井塚栄子、井上淳信、井上香代、井上知子、井上智世、今福昌代、岩浅永、
岩田芳徳、上田千暁、植月優子、植松賢治、牛田清博、臼杵邦枝、
梅村貞造、遠藤健男、大塚紫織、大塚善彦、大野順弘、大平久司、岡進平、
岡田誠一、岡部眞理子、岡山泰典、奥村達郎、小野みゆき、加藤鉄三郎、
加藤壽宏、角本稔、金井新二、金丸裕一、川井蒼、河合成一、川井ふみ子、
河崎紀子、木内仁奈、日下知久、久保正幸、桑原民、児島隆介、児島若菜、
越牟田愛子、小城智子、小林望、小林昭洋、近藤孝子、齋田妙子、
坂井宗月、酒井明子、坂井久美、重元勝、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、杉野高司、関紀美子、大和慎吾、
高田裕之、田窪有希子、武井博子、竹尾祐子、田中千景、田中なぎさ、

　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。

賀川記念館賛助会ご入会とご継続のお願い

谷垣わきゑ、谷田志津代、田村三佳子、田村宜治、土草香菜、辻早苗、
辻本久夫、常峰明希、鶴崎祥子、鉄谷淳二、寺沢京子、土井亮典、
鳥飼慶陽、中島彩香、中野愛、中野俊恵、中野素子、中野陽介、中村義寿、
名越信次、鍋谷由美子、南条彩恵、南波陽子、仁尾恵子、二木壮、
西海弘子、西垣秀樹、西垣光代、西岡奈那、西村風胡、野村武夫、
計盛哲夫、元正章、長谷川勝義、長谷川進一郎、服部康喜、服部榮、
濵田ひとみ、原利治、坂野公一、東内壽子、東山和代、久積育郎、
檜山秋彦、平木是、平林喜博、藤岡明日香、藤岡沙央里、藤岡実花、
藤原三喜子、藤黒てるみ、細川忍、本城智子、本田千絵子、牧田稔、
正木紀通、松田聡、松長乃生、松山典子、三木良美、三浦哲朗、三浦啓子、
三上展、水野整一、水野雄二、道上康彦、光田豊茂、光田恵子、　　
南川沙矢香、宮本幸美、三好長栄、村岡敏子、村上里沙、村田光恵、
村山盛嗣、森畑哲洋、森文子、森本芙紗子、八木憲一郎、矢崎夏彦、
安岡則武、矢萩雅一郎、矢萩寬子、山口一史、山口則子、山口政紀、
山口洋子、山下茂雄、山添令子、山本常雄、横山昌彦、吉田麻里子、
吉田有二、米田和代、米満弘、李善惠

寄付金（個人）：
石元将江、植本卓雄、大平久司、風車、川森めぐみ、窪田共子、小城智子、
小宮山盛昭、西義人、宮原亨、八木憲一郎、山田達造

真愛ホーム・友愛幼児園寄付：
五十嵐千鶴子、谷垣わきゑ、紀伊茂、竹谷俊彦、野瀬千津子

※お名前は五十音、敬称略になっております。2020 年 3 月 1 日～
2020 年 6 月 30 日の間に賛助会費をお納めいただいた方々です。掲
載には十分注意しておりますが、誤り等ございましたら何とぞお許
しください。また、事務局までお知らせくださいますようお願いい
たします。

2019年度の取り組み
　はいずは昨年度をもって丸 7 年が経ち、多くの方々
に支えられながら、子ども達の学習や、生活を見守る
事が出来ました。はいずの活動を支えていただいた皆
様に心より感謝申し上げます。
　4 月当初は、卒業した子ども達が多くいた事で、少
人数での少し落ち着いた様子で始まりました。半数以
上が中国籍で、あとはアフガニスタン、ネパール、フィ
リピンと様々な国籍の子どもが参加しています。学習
面でわかりにくい日本語や文章問題に苦戦する子ども
が多数おり、会話ではない文章の日本語が難しいよう
です。
　こうして活動している事で、各々のペースで習得し
ていく子ども達の様子や、生活面・学習面の中の言語
に対する壁の厚さについて改めて知る事が出来ました。
今後もなるべく多くの大人が関わりを持ち、不安な部
分や気持ちを共有しながらサポートしていければと考
えています。
　またボランティアの先生も新しく関わってくださる
方が増え、新入の子どもへの対応もしてくださいました。
2018 年度より少しずつ増えていった高校生ボラン
ティアも新たな繋がりで来てくださっています。また、
中国人留学生のボランティアも引き続き来てくだり、
母国語でも話せる場として、楽しく過ごす様子も見る
事が出来ました。他にも長期にわたり共に活動してい
る日本人大学生や元小学校教諭の先生がたなど、子ど
も達の様子に合わせながらとても深く関わってくだ
さっています。
コロナ禍の中で
　ちょうど昨年度の終わり 3 月末くらいからこの新型
コロナウイルスの感染に関する世界・日本国内の情勢
が変わって来ました。賀川記念館も天国屋カフェ、は
いずの運営をどうするのかを話し合い、当面の間自粛

せざるを得なくなりました。
　全国の教育現場では臨時休校となり社会全体で自粛
となっている中で、はいずに繋がる子ども達の様子な
ど状況がとても気になる部分でした。日本で過ごす外
国籍の方々の中には情報が十分に入ってこない、また
は得られないという現状があったそうです。またはい
ずに来ている子ども達の中では学校から配布される学
習プリントなどが出来ない、全く進まないなどという
現状がありました。
　約 2ヶ月の活動自粛でしたが、5 月中旬より特に学
習面で困難な 2 名に対して、感染予防を徹底した上で
短時間の学習を行いました。彼らは自粛中の学習はも
ちろん社会がどう動いているかという部分もちゃんと
理解できずに過ごしている様子でした。色々と不安な
ことが多かったのではないかと感じました。6月に入っ
てからは密を避けて机の配置などを工夫し、体調管理
を徹底して活動を再開しています。中には自粛中勉強
頑張った！という子どももいれば頑張って習得した内
容をもう一度復習しながら学習している子どももいま
す。昨年度の事も含め、このコロナウイルスによって
もたらされた出来事を振り返りつつ、今後のはいずの
活動に活かし、より一層子ども達の “ 居場所 ” として
継続できるよう考えていきたいと思います。

外国にルーツを持つ子どもの学習支援「はいず」
　

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：01140－8－372
　　　　　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

　私は高校の先生の紹介でこちらのボランティアに参加
しました。普段は教わるだけの受け身の自分が教える側
になることで、教えることの難しさを実感し、悔しい思
いもしました。また、私がこちらに来た時は私の他に高
校生はいませんでしたが、私が友達に紹介したりその友
達が他の友達に紹介してくれたりして、ボランティアを
する仲間が増えていきました。今ではボランティアのあ
る金曜日が毎週の楽しみです。
   　玉井　凜 (たまい　りん )

賀川記念館のボランティア  16　　　　

自粛期間中に子どもたちから届いたハガキです。

「はいず」ボランティア　
　　　　玉井　凜　くん （高校 3年生）
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新型コロナウィルスの影響により、歴史的な年度始めとなりました。

　昨年（2019年）10月 26,27 日の両日、京都の部
落問題研究所の主催になる第 57回部落問題研究者集
会が同志社女子大学を会場にして開催され、その現状
分析・理論分科会において、標記のタイトル－神戸時
代の賀川豊彦と部落問題－で拙い報告をさせていただ
きました。その報告集は、本年（2020年）5月に刊
行された『部落問題研究』233号に収められている
のでご照覧ください。
　賀川豊彦に関連した私の書物としては、これまでに
『賀川豊彦と現代』（兵庫部落問題研究研究所1988年）
を皮切りにして、2002年に『賀川豊彦再発見－宗教
と部落問題』（創言社）を、2007年には『賀川豊彦
の贈りもの－いのち輝いて』（創言社）を、2017年
には文芸社の文庫本として『賀川豊彦と明治学院・　
関西学院・同志社』を、そして昨年（2019年）には
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　賀川豊彦は 1909 年貧しい人たちと共に暮らし、救
貧・防貧のさまざまな活動を始め、現在の私たちイエ
ス団の仕事に引き継がれてきました。賀川は “※セツル
メント事業の根本原理は「人格交流運動」である ” と
言われました。私たちイエス団が行っている社会福祉
事業は、すべてこの言葉に集約されます。私たちの仕
事は、人々と出会い、話し、理解し合い、寄り添う仕
事です。
　新型コロナウイルスが世界的に感染拡大し、日本も
緊急事態宣言を発出し、自粛期間が始まりました。そ
して感染拡大を防ぐために「三密にならないように」
「ソーシャルディスタンスをとって」と言われ、これか
らに向けて「新しい生活様式」が示されました。しかし、
ポストコロナへの道はそんなことでしょうか。感染拡
大を避けるべく示された「新しい生活様式」だけでは
なく、コロナを経て私たちは何を学んだのでしょうか。
日本赤十字社のメッセージには、“ 新型コロナウイルス
の３つの顔を知ろう！ ” と題して、病気そのものの顔、
不安と恐れの顔、そして嫌悪・偏見・差別の顔がある
と警告を発しました。「自粛警察」「不謹慎狩り」そし
て「正義中毒」という私たち人間の側面も露 ( あらわ )
になりました。
　私たちはコロナウイルスを経験して、次の生き方を
模索し始めています。しかし、コロナウイルスの感染

拡大への対応は、人間のつながりを最小限にしていく
ための道に見えます。私たちは本来、温かさを幸せに
感じ生きてきたはずです。小さく、弱くされた人たち
と共に生きるということを決して外して考えてはいけ
ない。危険を避け、安全を過度に重んじて、感染拡大
を予防するための技術にのみ心を奪われることがない
ように、私たちは何を大切にこれからのポストコロナ
時代を生きていくのか、しっかり考えていかなければ
なりません。正義という言葉に隠された、人間を人間
として尊重できない生き方に陥らぬように、賀川の言
う「人格交流運動」をこの時代にこそしっかりと実践
できるように、改めてこころに刻んで進んでいきたい
と思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　賀川記念館　館長　馬場一郎

※セツルメントの概要　：19 世紀末期に失業、疾病、犯
罪等と深い関連性を持つ貧困問題が集約された地域である
スラム街に住み込んで、貧困者との隣人関係を通して人格
的接触を図り、問題の解決を目指した民間有志の運動。
1884 年にロンドンにトインビーホールが建てられたのが
世界初のセツルメントハウスとされる。日本では 1890 年
代に岡山博愛会やキングスレー館が開設されてから、第 2
次大戦前には隣保事業として展開した。

4月
　　７日（火）　緊急事態宣言発令（１都６府県） 　　

　　９日（木）　賀川記念館休館となる
　１６日（木）　緊急事態宣言発令　（　全国　）
5月
　　４日（月）　緊急事態宣言延長（5/31 まで）
　１４日（木）　　　〃　　　一部解除（39県）    

賀川記念館　2020年度の始まり

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７回は、『神戸時代の賀川豊彦と部落問題』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。

　１９日（火）　はいず再開
　２５日（月）　緊急事態宣言解除（全国）　
6月

　　２日（火）　賀川記念館　再開

　『賀川豊彦と私たち－部落問題の解決と番町出合い
の家』（部落問題の研究所）を刊行していますので　
ご批判願います。

◇ミュージアムの見学はもとより、予定していたイベント、講演など、全てが中止になりました。
◇神戸イエス団教会は、4月第４週より無会衆礼拝および在宅礼拝へと礼拝形式を移行しました。その間、説教原稿や礼拝ガイドを
　翌週礼拝までに教会員に配布し、礼拝説教を録画して日曜日にYouTube 配信し、在宅礼拝の一助となるように工夫しました。
　6月 14日より主日礼拝が再開されました。 ホームページリニューアル！

　この度、ホームページがより見やすく、わかりや
すくリニューアルされました。
賀川記念館の情報はもとより、賀川豊彦の全てがわか
る資料の紹介や、講演している賀川豊彦の肉声まで聞
くことができます。イエス団の使命の一つとも言える
隣保事業の紹介も新しく組み込まれました。
　ぜひ、アクセスしてみてください。

　　https://core100.net/

賀川フェスティバル　開催見送り
　毎年、11月に行われておりました賀川フェスティバルは、新型コロナウイルス感染防止のため、残念ながら今年度は中止となりま
した。どうぞ、ご理解をいただき、来年度にご期待ください。
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