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    「伝えたいこと」                                  山野 真実子

  

  停めてある車の屋根からユラユラと陽炎が立ち上っていた今年の夏。見知らぬどうしでも出

会いがしらに目が合うと自然に“あついですねぇ”という言葉が出るほどの暑さに、いささか

閉口気味の近頃ではある。が、今日ふと秋を感じたいつもの小野浜公園（週３回の炊き出しを

行っている公園）で。見上げれば透明なまでの青い空に浮かぶ白い雲は、もくもくの入道雲で

はなく、どこかにその力強さを忘れて来たような感があり、炎天下のグランドに吹き抜ける風

の爽やかさに、そうだ！やっぱり季節は確実に廻っていると感じた。 

 

 この夏も恒例となっている「COME & SEE」（中高生対象の体験学習）に約 80 名の若者が

やって来た。毎回、活動の前に 30～40 分のガイダンスを行い、必ず“今日、君は何をしにこ

こへ来たのか”と問う。突然の予期しない質問にたいていの生徒はしばし沈黙し、互いを見やっ

ている。誰が一番に返事をする・・・？ と暗黙のうちに訊ねあっているかのように。 

 答えは様々で、ある生徒は奉仕活動と言い、ある生徒は炊き出しだと答える。どちらの答えも

これからのガイダンスを導入するに足る答えで、彼らの視野に存在しない現実に目を向ける良

いチャンスを作ってくれている。殆どの生徒は、炊き出しとは野菜を刻んでみそ汁を作り、小

野浜公園に集まった人達に配る「作業」だと捉えている。無理からぬ答えではあるのだが、も

しそれだけであれば、とうの昔にこの活動は姿を消していたと思う。何故 20 年もの間、こん

なことを続けているのかと活動の中心部へと話は向かう。 

 彼らには炊き出しの提供を受けた経験がない。が、炊き出しとは？ の質問に恐らくニュース

を通して知った様子からか、卒なく緊急時や災害が起きた時に配られる食事のことだと答える。

しかし次の質問でまた戸惑う。じゃぁ、今日、君たちは炊き出し活動をするが、今神戸は災害

緊急時なのか？ 答えは返ってこない。 

 

 勉強さえなければ、今が一番楽しい時を過ごしているのかもしれない彼らにとって、大人たち

が作り上げてきた社会の仕組みなど興味の先にないことは当然のことだろうと思う。 

 が、あと何年かで選挙権が否応なく与えられ、国の進むべき舵取りをする人達を選出する行為

に加わることになる。彼らにとって今日のような体験的出会いはこの先滅多にあることではな

い。人生でたった一回きりの出会いとなる可能性が高い今、矛盾に満ちたこの社会の在り様と

そこから生まれた格差は、誰も選べない出自に起因することが大きいこと、今日、テントの下

でみそ汁を作った君は、もしかしたら、そのみそ汁を受け取るための列に並んでいたかもしれ

ないという、あやふやな確率の中に生きていること、だからこそ人が人を思いやることの大切

さを今しかないとの思いで今日も話している。 

 

 この暑さの中でも私達センターの活動に心を寄せてくださった皆さまに感謝

いたします。早く秋が来るといいですね。 



『ふっこうのかけ橋 2016』 

   松崎 裕子 

  （ふっこうのかけ橋実行委員会） 

  神戸地区の取り組みとして始まった“ふっこうのか

け橋“プロジェクトも 2012 年を皮切りに今年で 5 回目を

迎えました。今回は８月４日から８日まで福島から８名

の子どもたちを迎えて行われました。 

 そして５日から７日までは神戸地区の教会学校の子

どもたちとの２泊３日の合同キャンプを楽しみました。

場所は六甲山「神戸市立自然の家」です。 

 

 自然の家に着いてすぐ、班ごとに旗を作りました。 

夜は、曇り空のため星空観察は出来ませんでした。 

登山での疲れもあり、夜はみんなバタンキューでした。 

  

2 日目、早起きした子たちで虫取りに行きました。 

朝食後、各班で自由散策。冒険の森というアスレチック

広場を見つけ、挑戦することに！ 低学年には難しい

遊具もあったので

す が 、み んな 根

性でやりきりまし

た。実は、ここは

小さい子が無理

と思い、遊びのス

ケジ ュ ールに は

入 れ て な かった

のですが、子ども

たちは、楽しい場

所を本能で見つ

ける生き物なんで

すね。 

神戸中央教会から六甲山「自然の家」まで登山行。神戸中央教会から六甲山「自然の家」まで登山行。神戸中央教会から六甲山「自然の家」まで登山行。神戸中央教会から六甲山「自然の家」まで登山行。

元気に登り切りました。元気に登り切りました。元気に登り切りました。元気に登り切りました。    
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その後、BBQ の準備をしました。火を起こす、野菜を切

る、飯ごうを作る、みんなで分担しました。思ったより、

お肉がたくさんでみんお腹いっぱいになりました。後片

付けの職員さんのチェックが厳しく、必死で何回も飯ご

うを洗いなおしました。 

  

昼からは、アーチェリーとカヌーを 1.5 時間ずつ交代で

する予定でしたが、天気予報で間もなく雷雨が！との

情報を受け、交代をあきらめ、二班に分かれて体験し

ました。カヌーの他にもザリガニ釣りという選択肢もあ

り、みんなそれぞれ自分のしたいプログラムに参加し

ました。 

アーチェリーは、付き添いのリーダーたちの方が真剣

でした。穂高湖に色とりどりのカヌーが浮かぶ姿は、と

てもきれいでした。幸い、誰も水に落ちることなく無事

終了。ザリガニも、するめを割りばしに取り付けたもの

でしたが、バケツにいっぱい釣れてちびっ子達も大満

足！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夜のキャンプファイヤーは、天候不順のため断念しま

したが、その代わり多目的室でのキャンドルサービス

は、感動的なものになりました。その後の各班のスタン

ツは、おおいに盛り上がり、みんな大はしゃぎでした。 

  

3 日目は、掃除をしてすぐ下山。思ったより子ども達は

元気で、登山の時よりたくましくなった姿で神戸中央教

会へ無事戻ってきました。 

 キャンプ中は、次々とスケジュールに追われて、目ま

ぐるしいものでしたが、大自然の中、人間の思い通りに

ならないことも学び、その都度、臨機応変にやりくりす

ることの大切さを、言葉ではなく、生活を通して学び、

感じることができた 3 日間ではなかったでしょうか？ 



「福島心の架け橋ツアー 

第 3 弾」に参加して 

                                           

                        長瀬三千子 

  

 8 月 8 日～13 日迄、男女 6 人のシニアグループで南

相馬市に行ってきました。カリタス原町ベースを拠点に

して、前半は傾聴、後半は野外活動のボランティアで

す。 

 初日、ベース到着後、スタッフ Y さんに小高区と浪江

町を案内していただきました。 

 浪江町の「希望の牧場」には 300 頭程の牛が放牧さ

れています。酪農家 Y さんは牛を殺傷処分しがたく、汚

染された牛が汚染された草を食べ水を飲んでどのよう

に生育するかを観察するために飼っておられ、海外か

ら研究家も訪れるそうです。現在も月に１度、東京で抗

議の街宣を続けておられます。 

 津波被害を受けた「請戸小学校」校舎はそのままに

残されています。津波の土砂跡が体育館の 2 階窓まで

ついています。天井からは配管配線がぶら下がり、体

育館の床はえぐれています。校長先生の的確な判断と、

山を遊び場にしていた子供達の誘導で生徒は全員助

かったそうです。周辺は土台だけになった更地に草が

ぼうぼうと生え、漁場だった沖には廃材焼却場ができ、

沿岸にはテトラポットを作る工場が建っています。出会

うのは除染作業員さん達だけです。 

 2 日目は休憩場所「おだかぷらっとほーむ」の店番に

行きました。住民の 1 割しか戻っていない小高。駅周辺

には小さなスーパーが 1 軒あるだけで喫茶店もありま

せん。帰還準備の人達が気兼ねなく休憩でき情報を得

られる場所をと H さんが立ち上げた場所です。午後か

浪江町沖合の廃材焼却場浪江町沖合の廃材焼却場浪江町沖合の廃材焼却場浪江町沖合の廃材焼却場    
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らHさんの被災当時の思いを綴ったDVDを見せて頂き

ました。感動しました。息子を探しに帰ろうとしたが渋滞

で進めない不運と、自転車がパンクし学校に戻った息

子さんの不運のおかげで津波に襲われずに助かった

親子。仕事人間だった H さんは被災をきっかけに大切

なものや存在を知り、生かされた自分の役割を生きよ

うと、仕事を辞め息子との時間を大切に、友人知人の

応援も得て「のらとも農園」を始め、小高の町を元気づ

けたいと懸命に行動しておられます。通りを行き交う人

はまばらですが、関わる人たちの小高再生を願うエネ

ルギーを強く感じました。帰りは 5 年ぶりに運転再開し

た常磐線に乗って原ノ町駅まで帰り、徒歩でベースに

戻りました。 

 3 日目午前中はカトリックさゆり幼稚園の見守り保育

のお手伝いです。被災後 11 名に減った園児が今は 80

名に増え、幼稚園のニーズが高まっているそうです。

園舎の中には人工の砂を入れた砂場があり、園庭は

人口芝が敷き詰められています。15 名の園児が登園

していましたが、始まりとお弁当の時には小さな手をし

っかりと合わせお祈りしていた姿が愛らしく、健やかに

強く育ってくださいと祈りました。 

 午後は借り上げ住宅に住んでいる一人住まいの高

齢者対象の「借り上げサロン」のお手伝いです。月 2 回

社協の送迎付きで開かれます。このサロンを皆さんと

ても楽しみにされています。今回は 36 名の方が参加さ

れていました。健康チェックを済ませてから 6 テーブル

に分かれてオセロ・将棋(山崩し)・トランプと頭の体操も

かねて楽しみました。ホールは皆さんの元気な笑い声

で溢れていました。それぞれにいろいろな悩みを抱え

ておられるのに、現状を受け入れ進む逞しいパワーに

感心させられました。 

 4 日目、5 日目は野外活動です。完全装備で小高ボラ

ンティアセンターに集合。帰還者、帰還予定者の家の

木の伐採草抜きが主な仕事です。午前午後と各１軒ず

つ、計４軒の作業をしましたが、このあたりの家は庭も

広く、伐採された木や草を集積所に運ぶのは結構な重

労働で、２日目の最後、シニア組はヘロヘロになりまし

た。これからは力ある男性ボランティアの出番だとその

必要性を痛感致しました。 

 11 日の夜は“１００万人の線香花火ナイト”という鎮魂

と追悼イベントに合わせ、ベースの庭で線香花火の優

しいあかりを眺め静かに祈りました。花火の後、スタッ

フの N さんが高校生対象に学習会をするというので同

席させていただき、南相馬市の現状と今後の問題課題

を聞かせて頂きました。 

 いよいよ最終日、女性２人は原町教会のお掃除に参

加し、その後昼食のお手伝い。おかず２品付きの豪華

昼食の後記念撮影。感謝と再会を約束しながらベース

を後に、フランシスコ会のお宅拝見に伺いました。道中、

沢山のトン袋が白いカバーで目隠しされた場所が 2 か

所もありました。シスター方のお家は三方を山に囲ま

れ自然豊かな静かな場所です。祈りの部屋は床の間

に十字架上のイエスと船越桂のマリア像が置かれた簡

素で静かな空間でした。 

５泊６日の福島ツアーは無事に終了しました。ボランテ

ィアが快適に過ごせるように配慮くださった原町ベース

スタッフの皆様、見守って下さった神様に心から感謝い

たします。 

福島の皆様が考えに考えて今精一杯生活されている

現実を目の当たりにして、ささやかでも応援できるつな

がりを持ち続けたい、元気になっていく福島を見たい、

そして、豊かな自然環境を破壊するような出来事が２

度と起こらないように祈ろうと思いました。 

園舎内に人工砂場が設けられている「さゆり幼稚園」園舎内に人工砂場が設けられている「さゆり幼稚園」園舎内に人工砂場が設けられている「さゆり幼稚園」園舎内に人工砂場が設けられている「さゆり幼稚園」    



神戸地区社会活動委員会 

 

『平和旬間行事に思う』 

                                           

       N.K（明石教会社会活動委員会） 

 今年も平和旬間行事が、8 月 6 日に神戸中央教会で

開催されました。気温もグングン上昇するなか、平和に

対し熱心なカトリック信者の方々に、次々と教会へ足を

運んでいただきました。 

 今年の平和旬間行事は 3 部構成で行われ、最初は

大阪教区青年（ユースナイン）によるスライド劇。「もし

も日本国憲法変わったら？」というテーマで、内容とし

ては、憲法に関心を示す、又は無関心な 3 人の若者の

映像で、現在の日本の実情を如実にあらわしているよ

うでした。 

 自分自身も日常の忙しさにかまけて、憲法とは何か、

ほとんど考えることがありませんでした。 

 7 月に行われた参議院選挙は、自民・公明の与党が

過半数以上を制し、憲法改正の準備が整いつつありま

す。 

 特定秘密保護法、安全保障法制の整備が決まり、憲

法への緊急事態条項導入による改正等を次々と決め

ようとしています。戦争が出来る改憲法案と聞きますが、

どうでしょう？ 今の世界の状況の中で、今の憲法で補

えるのでしょうか。北朝鮮は核開発、中国は覇権拡大

のため、海洋進出しています。そして、核大国といわれ

る国々の核軍縮は遅々として進んでいないと思います。

その状況の中で唯一の被爆国として、早急に、そして

真剣に考えなければならないと思います。しかし、その

時間はもう残り少ないのではないでしょうか？ 

 次は、「今こそ伝えたい戦争体験」に続く、来場者、子

育て世代のトーク。その中で印象に残った話がありまし

た。それは敵に見立てた藁の人形を作り、子どもたち

に竹槍で突き立てさせる、ひどい練習をさせられたとい

う話でした。これをただ酷い時代だったとしてかたづけ

ていいのか。また、ある人は、ベトナム戦争等、実際の

戦争の最中では、銃弾、爆弾に対して麻痺して来るの

か怖くなくなる、そして紛争の中でも日常の生活は続く

のですという話をされました。障がい者の意見として、

弱者への配慮をもう少し考えてほしいという意見も。 

 中には憲法が判らないから中立的な立場をとるとい

う方もあり、憲法は為政者の暴走を止めるためにある

ものという意見も。いろいろな人のいろいろな意見、感

想がありとても考えさせられる時間でした。 

 池長大司教様からは、自分の中の敵と戦う、自己中

心的な考えが争いを生むのではないですかとのお言

葉をいただきました。これは人の深層に及ぶ言葉かも

しれません。 

 最後は、神戸地区長・高橋神父様による主司式で、8

人の神父様方により厳かに平和祈願ミサがおこなわれ

ました。神父様の穏やかな声が聖堂内に響きわたり、

それまでの熱気と興奮を穏やかにつつみこんでいきま

した。この平和旬間を通し、戦争、紛争、テロの基は個

人の中に在るのかもしれないと感じさせられました。も

ちろん、平和も。 

「ユース９」によるスライド劇の様子「ユース９」によるスライド劇の様子「ユース９」によるスライド劇の様子「ユース９」によるスライド劇の様子    



野宿者支援グループ 

 

『引退しました』 

                                           

                  永田 

  

 初めて永田が水曜夜回りに参加したのは 1998 年だ

ったと記憶している。湊川、大倉山、メリケン（2 コース）、

元町、三宮（2 コース）、生田川の 6 コースに分かれて

公園、河川敷、軒下、トイレの裏などで野宿をせざるを

えない人たちの安否を確認する目的でまわって訪ね

た。 

 当時、野宿をせざるをえなかった人たちは多かった。

1998 年の資料から、203 名、198 名という出会った人数

がみられる。その中に女性４～５名とある。 

 体調をくずした人、傷が化膿した人。医者に診てもら

おうと執拗な説得をしても首を縦に振らなかった人もい

た。 

 本人の了解を得られれば、市立更生センターへ連れ

て走り、翌日の医療相談を受けてもらうなどという選択

もあった。現場から救急車で病院へ行くという経験もあ

った。 

 夜回りで、先ず人に出会う。ことばをかける。世間話

を重ねていく。何かのきっかけで、少し詳しい話をきけ

るときもあった。元気？ 元気やで、の繰り返しもある。

元気やでと応えてくれた声、顔の表情が、文字通り元

気なら安心だ。時として世間話が重なっていくうちに生

活相談へ移っていくこともあった。 

 しかし、哀しい結果としか言えない場合も多かったの

は言うまでもない。 

 今年（2016 年）5 月連休明けから、永田は水曜夜回り

に参加したり休んだりし、6 月初旬をもって水曜夜回り

から退いた。 

 体力維持にムラが出、精神的には持久力が失せ、こ

れこそ衰えだと感じた。老化には逆らえない。逆らわな

いのが永田の信条でもある。 

 夜回りができなくても、老体にできることは多少残っ

ているだろう。自分にできること、気張らないでいこう。

という理由で水曜夜回り引退とした。 

 多くの人たちから学ぶことが多々あった。感謝。 

 今、私たちと出会う人の数は少ない。野宿を余儀なく

されている人たちが減ったとは思ってはならない。好ん

で野宿をしている人たちが残っていると想像してもなら

ない。 

 夜回りを引退する永田が、自分への戒めとする考え

である。 

 みなさん、多くの迷惑をかけましたが、たくさんの感

謝の気持ちを忘れません。ありがとう。 

 

＜夜回り＞ 

     毎週水曜日－１９:３０活動センターに集合 

    （中央区・兵庫区エリアを６コースに分けて回ります） 

    ※第一水曜日は勉強会で夜回りは休みです。 

  ＜小野浜公園の活動＞ 

    炊き出し 火・木・土曜日－12:００配食開始 

    物資受付 火曜日－11:00～ 

   （受け付けた物資は木曜日配食後に提供します） 

    散髪 木曜日－10:15 頃～ 

    シャワー受付 木曜日－11:00～ 

   （翌週なかやまてでのシャワー申込みの受付です） 

    生活相談（神戸の冬を支える会） 土曜日－10:30～ 

 

 

   《最近の小野浜から》 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    毎年のように暑い暑いと言いながら行っている小野浜毎年のように暑い暑いと言いながら行っている小野浜毎年のように暑い暑いと言いながら行っている小野浜毎年のように暑い暑いと言いながら行っている小野浜

の炊き出しなのですが、今シーズンの猛暑はまた格別のの炊き出しなのですが、今シーズンの猛暑はまた格別のの炊き出しなのですが、今シーズンの猛暑はまた格別のの炊き出しなのですが、今シーズンの猛暑はまた格別の

ような気がしています。せめてたまには冷たいメニューような気がしています。せめてたまには冷たいメニューような気がしています。せめてたまには冷たいメニューような気がしています。せめてたまには冷たいメニュー

でもと思いながら、やはりどうしても温かい食事の提供でもと思いながら、やはりどうしても温かい食事の提供でもと思いながら、やはりどうしても温かい食事の提供でもと思いながら、やはりどうしても温かい食事の提供

となっています。暑さのせいで、食べに来られる人の数となっています。暑さのせいで、食べに来られる人の数となっています。暑さのせいで、食べに来られる人の数となっています。暑さのせいで、食べに来られる人の数

も少し減少気味。早く涼しくなればと思う日々です。も少し減少気味。早く涼しくなればと思う日々です。も少し減少気味。早く涼しくなればと思う日々です。も少し減少気味。早く涼しくなればと思う日々です。（き）（き）（き）（き）    

    



『どうでもいいこと』 

 小次郎くん 

                 ねこ永田 

  

 小次郎くんとは朝夕の散歩の時に出会う。

小次郎くんはコーギーの雄。うちの棟の住

人だ。 

 小次郎くんが、うちの棟へ越してきたの

は、6 年位前の冬だった。ある時、明けて

も暮れても何かを訴えて犬が啼く。犬だけ

部屋へ残したまま家人はいないのか。何を

訴えているのだろうか、何日も啼き声が続

いた。飼い主は何を考えているのか。棟の

住人には動物嫌いもいる。早速に理事を担

ぎ出し、啼き止まない犬を何とか始末して

くれとなった。 

 越してきた人に、棟の規約、犬猫をはじ

め小動物の飼育は禁じられていることを説

明。小次郎くんの啼き方が激しく何日も続

く。理由は何か、など理事が訊いたようだ。 

 小動物を飼うことに反対の人は、規約を

盾に小次郎くん家族に退去してもらおうと

するという騒動にもなった。 

 理事長の説明によると、その居室は改装

されたばかり、新建材、壁紙の新しい糊、

塗装から発せられる臭いが入居後生きもの

に辛かったようだ。そんな理由で、寒さの

中、南北の窓を開けっぱなしていたという。

そして１匹が啼くとワンちゃんコーラスが

始まるのだ。 

 棟の中でのそんな騒ぎの後、飼い主さん

と小次郎くんは、１ヶ月ぐらい南北の窓を

開け放したまま留守になった。 

 動物、とくに犬猫ぎらい族と、規約大好

き理事たちは、小次郎くんの件を捉え、こ

の棟から犬猫その他小動物を排除しようと

いう案、計画づくりに熱心となっていき、

その後は、問わずもがな言わずもがなであ

る。 

 さて、小次郎くん。主人と２人帰ってき

た。家の臭さも落ち着いたのだろう。毎日

お散歩にでかける。その帰りにはわたしと

出会い、尻尾が短くて振るに振れないが、

臭いと足音を憶えていて数メートル先から

リードを引っ張って近づいてくる。 

 うちは坂道だから、小次郎くん、出かけ

るときは走って下り、家へ帰るときは上り

坂に少しお疲れ。でも G パンの裾に鼻先を

こすりつけて甘える。勿論気の合う友達犬

がくるとそっちへ走って行く。 

 そして小次郎くんは体でひとなつこさや

うれしさを表すが、信頼の気持ちは目の表

情で主人にだけ見せるのだ。 

 ある朝、小次郎くんが後足を引きずるよ

うに坂を上ってきた。後足に靴を履いてい

る。犬も少し老化し、都会には土道がない。

どうしても肉を傷つけてしまうそうだ。片

足の靴が両足となり、辛そうに見える。で

も小次郎くん、お散歩大好き。一生懸命坂

を上って、左右を見て、知り合いはいない

のかなと立ち止まったりする。 

 今朝は仲良しさんがいなくて物足らなか

ったせいか、私の袋の中へ顔をちょっと突

っ込んだだけで帰って行った。またねと小

次郎くんに声をかけるが、小次郎くんはぎ

こちない足取りで坂を上って家の方へ帰っ

て行った。飼い主によりそう、かわいい奴

だ。 



  

★ 秋のバザー＆こどもまつり 10月９日（日）11時頃～ 於：カトリック神戸中央教会 

  （センターバザーの収益は活動資金に充てられます） 

  ※バザー用品を募集しています（タオル・ハンカチ・石鹸類。小物、乾物など） 

   新しい品をよろしくお願いいたします。（担当 もり） 

  ～ お知らせコーナー ～ 

 

 

★クリスマス・チャリティ 

   コンサート 2016 のおしらせ★ 

 活動センターと須磨夜回り会支援のために、 

 今年も開催されます。 

 

   日時：１２月３日（土）13 時～16 時 

  会場：カトリック神戸中央教会 主聖堂 

    

主催：神戸地区社会活動

委員会（078-221-4733） 

 

 

 

 

   ★寄付・賛助会について★ 

当センターの活動は皆さんのご支援によって

支えられております。今後とも当センターの活

動にご理解をいただき、ひとりでも多くの人が

必要な支援を受けられますようご寄付、または

賛助会へのご加入をお願い致します。 

◎◎◎◎一般寄付および賛助会員費の振込み先一般寄付および賛助会員費の振込み先一般寄付および賛助会員費の振込み先一般寄付および賛助会員費の振込み先    

        郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座    ００９１０－５－１４１４０８００９１０－５－１４１４０８００９１０－５－１４１４０８００９１０－５－１４１４０８    

「カトリック社会活動神戸センター」「カトリック社会活動神戸センター」「カトリック社会活動神戸センター」「カトリック社会活動神戸センター」    

    

※ 同封の払込取扱票は発送作業の都合上、すべて

の発送先に毎回同封されています。ご了承のほど、

宜しくお願い申し上げます。 

 

 

  

神戸地区社会活動委員会 

★シナピス神戸より★ 

神戸地区のHP「つながり」のアドレスです。 

  http://catholic-kobe.org/ 

＊センターの活動も紹介されています。 

 

 

 

 

 

 ★物資倉庫より★ 

 いつも物資提供にご協力いただき 

ありがとうございます。 

☆☆☆☆    必要な物：：：：    

    

・毛布・毛布・毛布・毛布、寝袋、寝袋、寝袋、寝袋、タオルケット、タオルケット、タオルケット、タオルケット    

・男性用・男性用・男性用・男性用衣類（比較的新しい物）衣類（比較的新しい物）衣類（比較的新しい物）衣類（比較的新しい物）    

        ・・・・男性用男性用男性用男性用下着類下着類下着類下着類・くつした・くつした・くつした・くつした    

                                        ＊いずれも＊いずれも＊いずれも＊いずれも新品新品新品新品    

・衣料用洗剤・衣料用洗剤・衣料用洗剤・衣料用洗剤    

        ・台所用洗剤・台所用洗剤・台所用洗剤・台所用洗剤    

・タオル、石鹸・タオル、石鹸・タオル、石鹸・タオル、石鹸    

    ・・・・トイレットペーパー（ドヤ入居用）トイレットペーパー（ドヤ入居用）トイレットペーパー（ドヤ入居用）トイレットペーパー（ドヤ入居用）    

・ポケットティッシュ・ポケットティッシュ・ポケットティッシュ・ポケットティッシュ    

・紙コップ・紙コップ・紙コップ・紙コップ            （夜まわりの（夜まわりの（夜まわりの（夜まわりの    

                        インスタントインスタントインスタントインスタントみそみそみそみそ汁汁汁汁用用用用））））    

・携帯カイロ・携帯カイロ・携帯カイロ・携帯カイロ（夜まわり用）（夜まわり用）（夜まわり用）（夜まわり用）    

・カップラーメン、缶詰類など・カップラーメン、缶詰類など・カップラーメン、缶詰類など・カップラーメン、缶詰類など    

（現物支給用）（現物支給用）（現物支給用）（現物支給用）    

・・・・インスタントコーヒー、スティックインスタントコーヒー、スティックインスタントコーヒー、スティックインスタントコーヒー、スティックシュシュシュシュ

ガーガーガーガー、、、、クリーミングパウダークリーミングパウダークリーミングパウダークリーミングパウダー、お菓子など、お菓子など、お菓子など、お菓子など    

                                    （（（（YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOU 用）用）用）用）    

・切手（使用可能なもの）・切手（使用可能なもの）・切手（使用可能なもの）・切手（使用可能なもの）    

    ＊＊＊＊使用済みの古切手は不要です。使用済みの古切手は不要です。使用済みの古切手は不要です。使用済みの古切手は不要です。    

＊＊＊＊下着類は新品、衣類は比較的新しいもの下着類は新品、衣類は比較的新しいもの下着類は新品、衣類は比較的新しいもの下着類は新品、衣類は比較的新しいもの

をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。 

☆☆☆☆    必要でない物：：：：    

・女性用と子供用・背広の上着・女性用と子供用・背広の上着・女性用と子供用・背広の上着・女性用と子供用・背広の上着、コートなど、コートなど、コートなど、コートなど    

＊＊＊＊上記は需要がありません上記は需要がありません上記は需要がありません上記は需要がありません  

 

＊＊＊＊人手不足のため、受け取りに伺えませんが、人手不足のため、受け取りに伺えませんが、人手不足のため、受け取りに伺えませんが、人手不足のため、受け取りに伺えませんが、

ご了承ください。ご了承ください。ご了承ください。ご了承ください。  



活動紹介 来て見て、参加して下さい！ 

    

    

★高齢者、障がい★高齢者、障がい★高齢者、障がい★高齢者、障がい者支援者支援者支援者支援    

主に高齢者、障がいのある方々への訪問活動や 

コミュニティ作りへの支援。レターボランティ

アによる交流をしています。 

＜活動日＞＜活動日＞＜活動日＞＜活動日＞    

        月曜日月曜日月曜日月曜日－10:00～1５:00 頃  

      訪問（住宅・病院・施設） 

     ＊第 3 月曜日 13:00～ 

      HAT神戸脇の浜にて『脇の浜茶話会』 

    水曜日水曜日水曜日水曜日－必要に応じて 

  訪問（住宅・病院・施設） 

    

★外国人支援★外国人支援★外国人支援★外国人支援    

日本で生活している外国籍の方々と交流を 

持ちながら、日本語を学ぶ場の提供。 

相談・関係機関への連絡・情報の提供等。  

※NGO神戸外国人救援ネットとも連携しています。 

『日本語でこんにちは』『日本語でこんにちは』『日本語でこんにちは』『日本語でこんにちは』    

＜活動日＞＜活動日＞＜活動日＞＜活動日＞    

木木木木曜日曜日曜日曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30 

日曜日日曜日日曜日日曜日－13:30～15:30 

    

☆☆☆☆なかやまてカフェなかやまてカフェなかやまてカフェなかやまてカフェ    

野宿から居宅に移った方のための集い。 

      （第 2 水曜日 13:30～15:00） 

 

  

A.AA.AA.AA.A    アルコール依存症の方の自助グループミーティング 

（火曜日 13:30～ 、水曜日 19:00～ 

土曜日 13:30～＆19:00～） 

NNNN....AAAA    薬物依存症の方の自助グループミーティング 

     （木曜日 19:00～ 、金曜日 19:00～） 

ナラノンナラノンナラノンナラノン    薬物依存症の人の家族のミーティング 

 （月曜日 14:00～） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

★野宿者支援野宿者支援野宿者支援野宿者支援    

野宿したくない人が野宿しないですむように。 

今、野宿している人の人権がそこなわれないように。 

可能な選択肢を提供し本人の意見を尊重しつつ

出来る限りのサポートをしています。 

＜活動日＞＜活動日＞＜活動日＞＜活動日＞  

        水曜日水曜日水曜日水曜日－19:30～22:30 頃 

夜まわり（第 1 水曜日は勉強会） 

  火・木・土曜日火・木・土曜日火・木・土曜日火・木・土曜日    

     昼食提供〈小野浜公園にて〉 

        火曜日火曜日火曜日火曜日－10:00～16:00 

生活相談／洗濯 

木曜日木曜日木曜日木曜日－10:00～16:00 

生活相談／洗濯／シャワー 

物資提供／散髪〈小野浜公園にて〉 

  金曜日金曜日金曜日金曜日－10:00～16:00    

医療相談／洗濯    

        土曜日土曜日土曜日土曜日－10:00～16:00  

生活相談／医療相談（第２土曜） 

        月・水・金月・水・金月・水・金月・水・金－物資の整理・日中まわり      

病院訪問（必要に応じて） 

☆中山手ミーティング中山手ミーティング中山手ミーティング中山手ミーティング    YOU YOUYOU YOUYOU YOUYOU YOU 

自分をみつめ、自分の生き方を考える 

仲間の集まりです。気軽にお越し下さい。 

（金曜日 10：30～12：00） 

    

ＦＦＦＦ.A.A.A.A    ご家族や友人にアルコール、薬物、ギャンブル、  

買い物、ゲーム、摂食障害等さまざまな依存症の問題を持つ

人のための自助グループ（火曜 19:00～20:30） 

家族の回復ステップ家族の回復ステップ家族の回復ステップ家族の回復ステップ 12 12 12 12 アルコール依存症者を家族や

友人に持つ人たちの集まりです。    

        （第1、第3土曜 10:30～12:00） 

 

 

 

     

    

 

  

 

編集後記  テレビのない生活を始めてからもうかなり日が経ち（７年以上？）、五輪のようなイベントの喧騒と

もワンクッション置いた付き合いができるようになっています。しかしそんな中連日気がかりでテレビならぬスマホにくぎ

付けになっているのが沖縄・高江からのネット中継です。「オール沖縄」の基地新設反対派知事が誕生し、国政選挙

でも与党候補が惨敗、県議会も反対の意見書を採択していて沖縄の民意は明確になっているにも関わらず、本土か

ら５００名にも及ぶ警察機動隊を導入して米軍ジャングル戦闘訓練場にヘリパッドを建設する工事が強行されており、

これに対する沖縄、そして本土からもかけつけた市民たちの必死の、創意あふれる抵抗の様子が伝えられています。

現地にかけつけたい、そんな思いにもかられながら「高江」で検索した「ツイキャス」の動画を見ています。（き） 

  ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ バックアップしていますバックアップしていますバックアップしていますバックアップしています ★★★ ★★★ ★★★ ★★★  

変更することもありますので、まずお問い合わせください。
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