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 1995年の 12月から始まった「神戸ルミナリエ」も今年 22回目を迎えるようになった。

あの年の 1 月 17 日、未明に起こった大震災によって亡くなった犠牲者への慰霊と鎮魂

の意を込めた「送り火」としての意味をもって始められたと聞いている。しかし、私自

身この 22 年間をずっと神戸に暮らし続けながら、まだあのイルミネーションの下を歩

いたことがなく、テレビのニュースで報じられる様子であったり、ビルとビルの隙間や

炊き出しの往復に通る道路から見えるまだ点灯していない白いルミナリエしか目にし

たことがない。 

 

 長い通りに続く様々な色に輝くイルミネーションの点灯の瞬間、パッパッパッパ・・・

と暗い夜空に現れるそれは大きな喪失感をホンのひととき忘れさせることの出来る力

を持っていたと想像できる。ルミナリエ準備完了の先日、久しぶりに夜回りに参加しメ

リケンパーク周辺を歩いた。港の周辺は工事中の看板が目立ち「開港１５０周年」のの

ぼりが風にはためき、そのイルミネーションも観光で訪れる人々をうっとりさせるよう

な色合いだった。また少し前から市役所が建つフラワーロードと呼ばれている幹線道路

にもたくさんのレトロな外観の照明が設置され、そのムードを盛り上げているようだ。 

 そんなことをボンヤリと思い巡らしていた矢先、各家庭に無料配布されている市の広

報紙が届き、何気なく紙面をペラペラとめくって行くうちに“光は届いているか”とい

うドキッとさせるテーマが目に飛び込んできた。広報紙のテーマに沿って、市長の「神

戸を想う」記事が掲載されているのだが・・・。百万ドルの夜景と言われて久しい神戸

の夜景も震災時にはその美しさは半減し色を失っていた。時がその色を回復させ、観光

立市の神戸の面目躍如と言ったところではあるが、市長がその中で書いているように一

つひとつの灯には一つひとつの暮らしがあり、周りが明るいほど光の届かない闇は悲し

みや寂しさが募るという件に頷けた。しかしその闇を照らすのはレトロな外観のしかも

消費電力の少ないＬＥＤ球ではないことは明白だ。確かに照明が増すことで一定の防犯

効果は上がるだろう。 

 しかし、悲しみや寂しさを打ち消すことのできる光は工業的に作られた光ではなく、

人々が紡ぎだす“希望という光”でしかないと思った。 

 

 夜回りをしながら、美しい光が故に私の心は寂しさを増し、悲しみを覚えた。 

 まばゆい光の足元こそ暗く、誰にも気づかれず見過ごされている。

そこに光をもたらす活動でありたいと願う一年の終わり。支えてく

ださった皆さまに心から感謝申し上げます。（山野 真実子） 

 



神戸地区社会活動委員会 

『クリスマスチャリティーコンサート』                                       

 12 月 3 日、澄みきったマリアンブルーの空

の下、神戸中央教会・主聖堂で恒例のコンサー

トが 13 時にスタートしました。 

 11 月の中旬、教会のフェンスにポスターを

貼っていると行き交う人達の声が耳に入って

きます。「えぇ！もうクリスマスなんやねぇ」

「こんな処に教会があったんだ」ありますとも。

めでたし。 

 このコンサートは、野宿したくない人が野宿

しなくてすむように、また今、野宿している人

の人権が損なわれないように可能な選択肢を

提供し、本人たちの意志を尊重しつつ支援を続

ける、社会活動神戸センターと須磨夜回り会の

活動サポートのために開催されています。 

 今年も野宿の人、野宿経験のある人、コン

サート主旨に賛同された出演グループ、来場の

みなさん、神父さま方、関わり合った全ての人

のお陰さまでコンサートを迎えることが出来

ました。 

 コンサート第 1 部は You Raise Me Up （あ

なたは私を起き上がらせてくる。嵐の海の上を

歩けるほどに～♪）など６グループ 20 曲の天



まで届く歌声と演奏の熱演でした。 

 

 ここでちょっと休憩タイム。中庭では小野浜

での炊き出しを終えたばかりの活動センター

スタッフとおじさん達による、この日再びの炊

き出しがふるまわれました。こんな早業が出来

るのも前日におじさんたちも協力して食材を

洗ったり、きざんだりの下準備が出来ていたか

らです。メニューは中華スープ。来場者もス

タッフも出演者もみんな一緒に味わい、語らい、

「ありがとう。ごちそうさま」。 

 そして南相馬原町ベースから届いた写真パ

ネル展示はフクシマの今を伝えてくれます。原

町ベースで手作りされた袱紗やストラップは

完売しました。 

 

 さて第 2 部のはじまり。 

 トップはアンデスの踊りを色鮮やかな民族

衣装を纏ったお二人が楽しく軽やかに披露。そ

してグレゴリオ聖歌、典礼聖歌など３グループ

11 曲の舞踊、演奏、合唱でした。 

 トリは Voice of Peace。大久保神父さま、

松浦神父さま、タンス神父さま、エマニエル神

父さまと音楽仲間によるイエスさまの降誕を

祝う平和のメッセージソングが 3 曲。最後の曲

は「主よ平和を」。神父さま方と明石教会合唱

団による平和を祈る湧きあがるような合唱が

響きました。この時、聖堂中央の壁面には、華



やかなルミナリエのその陰にひっそりと野宿

する人の姿や、東遊園地で越年越冬の炊きだし

にならぶ人達の列が映し出されていました。 

 大トリは「むかし少年合唱団」。まずはチャッ

プリンさんが軽妙なステップで登場。司会者が

むかし少年合唱団の最初からの団員、Ｕちゃん

のメッセージを代読してくれました。ワケはＵ

ちゃんがあがり性だからです。かく言う筆者も

あがり性でみんな声が練習通り出るか不安と

緊張でいっぱい。あにはからんや、本番はみん

な練習以上の出来、Ｕちゃんの顔も和らいで

とってもよかったです。 

 

 フィナーレはご聖堂に集う全ての人々によ

る「BELIEVE」大合唱。バラエティ豊かなこ

のコンサートは、2006 年から始まり今年１１

回目です。野宿者支援を通して一人ひとりの命

の大切さに目を向け、私にとっては自分を見つ

める機会ともなっています。 

 最後にわたしたちの担当司祭、申神父さまの

ご挨拶。「神さまからいっぱいのお恵みをいた

だくだけでなく、そのお恵みを人に与えること

が神さまを喜ばすことです」とのお言葉を胸に

前へ踏み出したいと思います。 

      （実行委員 川辺早百合） 
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テ レ サ

 － 列聖感謝ミサと写真展 － 

  

去る 11月 19 日、私達、神戸センターは共労者（マ

ザーの思いや活動に賛同し、それぞれの場において愛

の行いを生きる人）の方々と共にマザー・テレサの列

聖を記念して感謝ミサ（主司式・片柳弘史神父）と写

真展を神戸中央教会で開催しました。ときおり青空が

のぞく程度の風の強いお天気ではありましたが、250

名を超える来場者があり、没後 20 年目を迎えてもな

おマザーへの敬愛の思いは変わることなく、その生き

方に倣おうとする人々の多いことに驚きました。 

150 センチに満たない小さなおばあさんだったマ

ザー。その小さな体とは不釣り合いなくらいにゴツゴ

ツとした大きな手。破れかけた革のサンダルからはみ

出している外反母趾の素足に、およそ私たちの中にあ

る聖人のイメージからは程遠い方でしたが、あの小さ

な体のどこに？忘れ去られた悲しみや置き去りにされた苦しみを負う人々に寄り添う

底力があったのでしょうか？ 

 マザーが最初にインドに入った1930年代からスラムに出た1940年後半は植民地の政

治支配によって民族や宗教が分断され、国としても分離独立の非常に苦しい時代であっ

たようです。ましてやヨーロッパ人であったマザーの活動は一朝一夕に受け入れられる

ものではなかったことは想像に難くなく、彼女にすべてを捨てさせた内なる声が常に彼

女と共にあり、促し支えていたのでなければ今日のこの日を迎えることは叶わなかった

ことだろうと思います。 

 写真展には週日にもかかわらず、宗教を超えてた

くさんの方が来られました。50 枚のパネル写真を 1

枚 1 枚じっくりと観覧する来場者のうしろ姿から、

今もなおマザーは私たちに愛することを語りかけて

おられるのだと実感しました。20 世紀という同じ時

代を神の声に忠実に従い、誠実に生きた彼女の偉大

さにあらためて心打たれます。        

 ちなみに 1995 年の阪神大震災の直後、マザーから電話で「これから神戸に行きます」

と現地救援本部長だった司祭のところに連絡があったと聞いています。余震が続く中、

やっとのことで思いとどまって頂いたそうですが、代わりに青い３本線の入った木綿の

サリーに身を包んだその娘たちの姿が神戸の街に見えました。 



外国人支援グループ 

～日本語でこんにちは～    

 

『日本語の学びを通じた出会いの

喜び』 

                 佐藤 泰彦 

 私が Sr.山﨑のお勧めで「日本語でこんにちは」

の活動に参加するようになってもう５年くら

いになります。毎日曜日必ずというのは、他の

スケジュールをほとんどカットせざるを得な

い厳しさも伴いますが、それ以上にこの教室に

来ることは私の喜びになっています。それは、

学習者の方々の「日本語を学びたい」という熱

い思いとボランティアの皆さんのそれに懸命

に応えようとする姿勢との真摯な出会いと互

いの信頼を感じるからです。 

 学習以外にも、書道・茶道など日本文化の体

験や 12 月の交流会なども、学習者とボランテ

ィア、学習者同士の交わりが深まるいい機会に

なっています。 

 高校や大学で、出たくもない授業にシラけた

顔の若者も多い状況とは違って、ここにはいつ

も喜びがあります。 

 毎回の茶菓や交流会の費用として、月に 300

円を徴収していますが、私が封筒にお金を入れ

ているのを見た学習者の方が、「えっ、先生も

払っているんですか」と驚かれたことがありま

す。お金が関わらないからこそのこの教室の良

さでもあると思います。 

 学習者の日本語レベルの違いによって、教え

方は大きく異なるので、テキストを使っていて

も、その対応には工夫が必要です。私は現在、

タンザニア出身の大学院生Ｅ君とドイツ出身

で「ドイッチェ・シューレ（ドイツ学院）」の

アシスタントＣさんを担当させていただいて

います。お二人とも最近日本に来られたばかり

で日本語は初心ですが、学習意欲は高く、順調

に進んでいます。テキストに捉われず、実際の

場面で必要な単語や表現を加えるように工夫

しています。日本語の文字にも関心をもってい

て、ひらかながきれいに書けるようになりまし

た。 

 その前に担当していた中国人の若いご夫婦

（ＬさんとＨさん）は、日本の企業でＩＴエン

ジニアとして働いておられ、日本語レベルは高

く、「日本語でこんにちは」の学習者向け説明

書を中国語訳していただきました。彼らとは、

新聞の記事を用いて、高度な表現力やテーマに

関する討論のスキルアップをはかりました。大

学の応援団や高校の文化祭など中国にはない

ことに大きな関心を持たれました。逆に、「中

国ではどうですか」と質問して、中国の興味深

い状況や中国人の生活について教えていただ

け、いい勉強になりました。また、歳時記を用

いて日本の年中行事を紹介する中で、例えば

「お月見」など、私たちが日本的な伝統行事だ

と思っていることが意外に多く中国起源であ

ることに気付かされました。 

 尖閣諸島の国有化問題を巡って日本と中国

が厳しく対立した時期にも、教室の中国人学習

者の方たちとの友情にヒビが入ることはあり

ませんでした。政治レベルはどうであれ、民間

レベルでのパーソナルな交流の大切さを思い

知らされました。この教室の一つの使命はその

点にもあるのだと思います。 

 学習者の方々に満足していただけるように、

さらに私自身のスキルアップに努めたいと思

っております。 

 

 



《書道体験開催》 

  毎年恒例となった「日本語でこんにちは」の書道体験、

今年も10月27日、30日に開催しました。 

＜クラス＞ 

   木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30 

日曜日－13:30～15:30 

どうでもいいこと 

               

 

 

              ねこ永田 

 その１ 『トンネル』 

  

 京都駅、ISETAN の 7 階に「えき」という名の美術館が

ある。美術館というより展示場に近い印象ではあるが。 

 マリーローランサンの絵画展が開かれているというの

で観に行くことにした。ことわっておくが、マリーローラ

ンサンの人となり、絵画を気に入っているので観たいと

いうわけではない。マリーローランサンという名前は以

前から耳にしていた。画風もチラとしか見ていないもの

のなんとなく好きではない。が、その中に一点でもわた

しの気持ちにぴたっと来る画があるかもしれない。そん

などうでもいい動機で京都駅まで出かけたわけだ。 

 芦屋で新快速に乗り換えた。休日の午後、新快速に

乗客は多くなかった。4 人掛けシートのひとつに坐っ

た。 

 大阪、新大阪でも乗降客が先を争って、という混みよ

うではなかった。休日にしては子供の嬌声もなく快い、

心地よい旅でわたしは満足であった。 

 眺めるでもなく窓外に目を向けたら目の前がまっ黒で

はないか。まっ黒の中を電車は走っている。車内の灯

りはついているが乗客がやたら少ない。一車両に10人

いるかいないか、ガラガラだ。しかも窓の外がまっ黒な

のはトンネルの中を電車が走っているのだ。おいおい。

大阪から京都間にトンネル？ あったっけ？ ない。な

ら電車はどこを走っている？ わたしはどこ行きに乗り、

今、どこだ？ と、のんびりと「次はいしやま、いしやま」

と車掌のアナウンス。「いしやま」？ 京都を過ぎている

ではないか。電車は減速し始めた。下りホームが見え、

下り電車（姫路方面）を待っている人たちが数人立って

いる。ってことは下りが入ってくる時刻が近いってこと

か。 

 



 わたしが乗った上り電車が停車。扉が開くと、上り階

段目がけて走り、階段を駆け上り、下り階段はさすが

に怖いので、手すり片手に走り下り、そこへ京都方面

への電車が入って来て停まった。乗れた。なんってこと

だ、なんってことよと思っていると電車はトンネルへ入

った。このトンネルは短い。抜けると間なしに再度トン

ネル。このトンネルは新逢坂山トンネルにちがいない。

長い。石山へ着くのにこのトンネルの中でも眠ってたと

いうことだ。なんってことよ。山科駅を発車して暫くする

と車掌が「きょうとー、きょうと」とアナウンス、その時ど

っと疲れがでてきた。このまま乗っていたい程疲れてい

たが、腰に鞭打つ気持ちで席を立ち、下車してマリーロ

ーランサン展へ行った。マリーローランサンの描く女性

像はどの作品にも感動しなかった。目が覚めた時のあ

のトンネルの黒に気持ちが引っぱられっぱなしでマリ

ーの絵の 1 枚にも、わたしの気持ちは揺さぶられなか

った。 

 

 

 

 

 

その２ 『ラグビー』 

 11 月 20 日午前に、ラグビーの平尾誠二が病死。胆

管細胞がんだったそうだ。記事を読んだ時わたしの中

で何かが崩落したようだった。自分がラグビーをするわ

けではなかった。父が若い頃からラグビー好きで、どう

も早稲田大学在学中から好きだったらしく、神戸に住

むようになった次の正月には花園へ観戦に出かけてい

た。元旦の父の文机に向かっていた姿、正月 2 日には

オーバーの衿を立てて早朝から花園へ行く姿。テレビ

で観戦できる時代になっても実戦を観に行く父だった。 

 そのためか、ラグビーはわたしにとっても親しみを持

てるスポーツだった。何よりラグビーボールの形を気に

入っていた。平尾が同志社にいて、卒業後神戸製鋼に

入社し、ラグビー全盛の一時代も知り、おおいに関心

を持っていた。神鋼のラグビー練習場が東灘区にあり

練習を見に行ったりもした。ボールが楕円形で蹴るとど

こへ飛んでいくか予測できないことにスリルを感じたり

もしたし、ボールを抱えた男たちが全力で走りぬく姿に、

身震いがするほどに気持ちを躍らせた時もあった。 

 時はあっという間に経ち、サッカーに人気を浚われた。

テレビでラグビーの試合をみる機会がぐんと少なくなっ

た。新聞のスポーツ欄の片隅に試合の結果が載って

いたかもしれないが、わたしには詳しい、細かいことは

判らない。ラグビーはサッカーに取って替られたという

印象だ。 

 阪急岡本南改札口で誰かと談笑している平尾の姿を

遠目に見て、ラグビーボールの形や彼が走り回ってい

た姿を回想するだけのスポーツとなった。 

 ほんの数年前から、テレビや新聞で、ラグビーという

文字を見る程度にラグビーが復活しかけているのかな

と思える。 

 そして、私を猫っかわいがりでなくかなり理屈っぽくか

わいがってくれて死んだ父の過去の日常を、やたらと

夢に見たり書いておきたいと思ったりしはじめた時、平

尾の病死を知った。この時、既に亡くなって 25 年を経

ている父をもう一度失い、平尾も失い、長い時間平尾

の病死という短い記事が載った新聞をみていた。この

気持ちをノスタルジーというのであろうな。 

 改めて彼が著した「求心力」を棚の奥から引き出して

読んだりしている。昔風と今風のコミュニケートととると

いうスキルに戸惑った人だったのだと文章から感じとっ

た。 



 ９ 

～ お知らせコーナー ～ 

 

★神戸・越年越冬のお知らせ★ 

 今年も越年越冬にご参加ください。 

’’’’1111６６６６年年年年 12121212 月２８日（水月２８日（水月２８日（水月２８日（水））））～～～～’’’’１１１１7777 年１月５日（木年１月５日（木年１月５日（木年１月５日（木））））    

時間：午前 10：00～午後３：３0 

場所：東遊園地（神戸市役所南端） 

主催：越年越冬実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

＊詳しくは『神戸・越年越冬のお知らせ』の 

ビラをご覧ください。 

   ★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★ 

この１年も、物資提供にご協力頂き、本当に

ありがとうございました。来年もよろしくお

願いいたします。 

☆☆☆☆    必要な物：：：：    

    

・毛布・毛布・毛布・毛布、寝袋、寝袋、寝袋、寝袋    

        ・冬用・冬用・冬用・冬用下着類下着類下着類下着類    

長そでシャツ長そでシャツ長そでシャツ長そでシャツ、パッチ（、パッチ（、パッチ（、パッチ（M,LM,LM,LM,L 寸）寸）寸）寸）    

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＊いずれも男性用新品男性用新品男性用新品男性用新品    

・台所・台所・台所・台所用洗剤用洗剤用洗剤用洗剤    

・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））））    

・使い捨てカイロ・使い捨てカイロ・使い捨てカイロ・使い捨てカイロ（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、スティックシュインスタントコーヒー、スティックシュインスタントコーヒー、スティックシュインスタントコーヒー、スティックシュ

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、お菓子、お菓子、お菓子

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

・・・・数字が大きめのカレンダー数字が大きめのカレンダー数字が大きめのカレンダー数字が大きめのカレンダー    

    （居宅に入居した人用）（居宅に入居した人用）（居宅に入居した人用）（居宅に入居した人用）                            

・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）    

    ＊＊＊＊特に特に特に特に毛布・毛布・毛布・毛布・寝袋寝袋寝袋寝袋、肌着（冬用）、肌着（冬用）、肌着（冬用）、肌着（冬用）がががが    

        不足し不足し不足し不足していますていますていますています。。。。    

＊＊＊＊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  アメリカで数々の人種差別、性差別、移民排斥を訴える言動を繰り返してきた候補、トランプ氏

が大統領選に勝利しました。その直後、全米各地で差別を煽る落書きが発見されたりマイノリティの子どもが学校でい

じめにあう等というニュースが報じられ、選挙結果は心ない差別者に力を与えることになったのかと暗澹たる気持ちに

させられました。しかし同時に全米各地でこの選挙結果に抗議するデモが起きたことの中に、時計の針を戻すわけに

はいかない、社会は差別を認めないという意思を示すアメリカ民主主義の希望と底力を感じます。選挙直後にレディ

ー・ガガさんが掲げた「Love Trumps Hate（愛は憎しみに打ち勝つ）」というプラカードは非常に印象的でした。今年を

象徴するものとして、アメリカはいうに及ばず日本でもこのことばが結実していくようにと願います。（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。

����078078078078----271271271271----3248324832483248 


