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    あっという間にまた 1 年が過ぎ、新しい年度を迎えました。 

 ここ数日間、このニュースレターを皆さんのお手元にお届けするためにスタッフはも

ちろんのこと、原稿をくださったボランティアさん、また締めくくりの発送作業には、

炊き出しや洗濯、シャワー等の利用をしているおじさん達の手までもお借りして終える

ことができました。慌ただしい日々ではありましたが、おおぜいの方々の手によって完

成できたことに感謝です。 

 丁度 1 年前、センター事務所前に立つ桜の老木（私の師匠）のことを書かせて頂きま

したが、お蔭さまでその後の話し合いによって桜は切り倒さず、最後まで見届けようと

いうことになりました。今では横に伸びた太い枝は、つっかえ棒に支えられ、ゆったり

と余生を楽しんでいるように見えホッと胸を撫で下ろしています。そして今年も大変美

しく花を咲かせ、私達の目を楽しませてくれましたが、春の嵐にすっかり花びらを落と

し、今度はピンクの絨毯を敷き詰めたような別の景色を楽しませています。 

 また先日行われた満開の桜の下でのお茶会は、神戸での勉学や就労を目的として来日

した大勢の外国籍の方たちにも喜ばれ、お抹茶を頂いたり、慣れない手つきで茶筅を回

す体験など、日本の文化を少し味わわれました。決まり事の多いお作法を見たあるひと

りの男性から「お茶の味が大事ですか？それとも形が大事ですか？」との質問を受け、

心得もないのに何故か「形を大切にすればお茶も美味しくなるのでは」と分かったよう

な返答をしてしまいました。その後、つい先日、柳宗悦の「茶ニテアレ 茶ニテナカレ」

と言う書を目にし、学習者から受けた質問のことを思い出し、偉そうなことを言ってし

まったものだと赤面しました。日本の茶道は禅宗と相まってその道を究めて行く一方、

中国茶はもっとおおらかで日常茶飯という言葉のとおり、人とのコミュニケーションを

深めるツールの様なもの。柳は形に囚われるあまりにお茶の持つ本来の意味を見失う可

能性にこの言葉を用いて警鐘を鳴らしたのでしょうか。究極的に究めればすべてのこと

から自由になり、最もおおらかになれるのではないかしらと思うのですが・・・。 

 振返って阪神大震災以来続けて来たセンターでの支援も今までのやり方に囚われて

いないか、本来の意味を見失っていないかとあらためて考えるきっかけともなりました。

より良い支援が出来るように柔軟な心持で活動を継続して行きたいと願っています。

「支エニテアレ 支エニテナカレ」を心の大切な場所に掛けながら。 

               この１年も共に歩んで下さることに感謝しつつ。 

                              （山野 真実子） 

 



外国人支援グループ 

～日本語でこんにちは～    

 

『比国から来た姉妹』 

                志智 純一郎 

 2005 年から「日本語でこんにちは」のボランティアに

参加しております。 

担当した学習者は覚えきれない位大勢ですが殆どが

数カ月で来なくなってしまいました。滞在期間、家庭の

事情、難しい日本語、あるいは私との相性のせい

か・・・ 

昨年教室の前で、「私を覚えていますか？」と声をかけ

てきた若い女性がいました。 

 長い間見なかった比国人のＳさんです。当時妹と二

人来日して、各々日本の高校、中学に編入していまし

たが、「かな」が読める程度の語学力だったので学校で

は英語の時間以外は面白くなかったことでしょう。2 人

そろって熱心に通ってきたのですが、数年たっていつ

の間にか来なくなり、比国に帰ったのかなとも思ってい

ました。 

 思わぬ邂逅で彼女の日本語の成長振りや、妹共々

日本で就職していると知り、懐かしさや感動さえ覚えま

した。習慣の異なった外国人たちとの触れ合いも興味

深く、何気なく使っている日本語の特徴的な面も多々

気付かされています。ボランティアの皆さんとも、食事

会、花見、喫茶店での雑談などで、親しい仲間となって

おります。私も高齢者となり、それなりに衰えも感じて

おりますが、今暫く、このグループの一員としてお付き

合い頂き度いと思っております。 

 

《ティーセレモニー開催》 

 

 今年も中庭の桜の下で恒例のお茶会（ティーセレモ

ニー）を開催しました。 

 

 

 

4444月月月月 9999日日日日日曜日日曜日日曜日日曜日のののの様子様子様子様子。。。。天候天候天候天候にもにもにもにも恵恵恵恵まれましたまれましたまれましたまれました。。。。    



 

 

＜クラス＞ 

   木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30 

日曜日－13:30～15:30 

 

 

  

    《報告》《報告》《報告》《報告》    

        『ふくしま『ふくしま『ふくしま『ふくしま    2165216521652165 日日日日        

        昨日昨日昨日昨日((((きのうきのうきのうきのう))))    今日今日今日今日((((きょうきょうきょうきょう))))        

        明日明日明日明日((((あすあすあすあす))))』』』』    

  

  さる 2 月 12 日（日）の

午後、「カリタス南相馬」よ

り、所長の Sｒ.畠中ちあき

さん（聖心会）をお招きし、

６年目を迎える福島につ

いて、プロジェクターの写

真を交え現場からの声を

聞かせて頂きました。 

 東北沿岸部の広範囲に

わたる震災被害の中でも、

福島は原発の“想定外？”だった爆発によって人類の

知恵の如何に不確かなことかをまざまざと見せつけら

れ、いまだ収束の兆しが見えていません。 

 そのようななか、Sr.畠中は「カリタス南相馬」の責任

者として被災地に寄り添って生きていくためのニーズを

住宅訪問やお茶会の開催などを通して模索を続けて

おられます。 

 草刈りや瓦礫

の搬出など、短

期間の労働ボラ

ンティアさんの手

はもちろんのこと、

今一番必要なこ

と は 、 安 定 した

支援を続けるた

めにも長期滞在（1～3 ヶ月位）型のボランティアさんに

来てもらいたいとのことでした。 

 私たち活動センターも中継地点となって広く皆さんに

呼びかけたいと思っています。ほんとうの支援はこれ

からです。あなたの「手と時」を提供して頂けません

か？ 

 

  

4444 月月月月 6666 日木曜日日木曜日日木曜日日木曜日。。。。このこのこのこの日日日日はちょうどはちょうどはちょうどはちょうど来日中来日中来日中来日中のののの

シリロシリロシリロシリロ神父様神父様神父様神父様（（（（2012201220122012年年年年までまでまでまで神戸中央教会神戸中央教会神戸中央教会神戸中央教会・・・・住住住住

吉教会吉教会吉教会吉教会でででで司牧司牧司牧司牧））））もももも飛飛飛飛びびびび入入入入りりりり参加参加参加参加してくださいしてくださいしてくださいしてください

ましたましたましたました。。。。    



野宿者支援グループ 

 

『福ちゃん』    

                                           

                  まこと 

  

 おっさんは昔、建具師だった。 

 おっさんは昔、トラックの運転手だった。 

 おっさんは昔、ホームレスだった。 

 ある時、俺の顔をじっと見て 

       ホームレスをやめるといった 

 どこか行く当てがあるのかと聞いたら、 

       そんなもんないといった。 

 どうすんねんと言ったら、 

       こんなところで死にとうないといった。 

 生活保護申請してアパートの部屋で、 

       うれしそうに俺に頭をさげた。 

 あくる日、布団を持っていくと、 

       仲間と宴会をしていた。 

 

 ある時、俺は教会のバザーで、 

      焼き鳥の模擬店をやることにした。 

 一人ではしんどいと思ったので、 

      おっさんに助けてくれといった。 

 わき目も降らずに彼は鳥を焼いた。 

      味見ぐらいすればいいのに。 

 終わってから、 

   売上金と用意した串の数の計算が合わなかった。 

 俺がよそでビールを飲んでいる間に、 

      しっかり味見しよった。 

 ある時、ルルドの周りの花に水をやっていると 

      おっさんが現れた。 

 どないしたんというと、 

      ラムーに買い物に行って帰りやといった。 

 ちょうどいいから、花に水やってくれと頼んだ。 

 嬉しそうにわき目も振らずに花に水をかけた。 

 

 それから少し経った日曜日の朝。 

 ルルドの前に立っていた俺のそばに 

        おっさんも立っていた。 

 どないしたんと聞くと、花に水をやりに来たという。 

 

その時から、 

   水を撒いて庭の掃除をするために教会に来た。 

 

ある日、新しく始まる「共に歩く旅」の話をした。 

信徒による信仰講座やでと言ったら、 

          わしも参加したいという。 

ほんまかいなと思いながら、 

         「共旅」のスタッフにつたえた。 

それから「共旅」の仲間と 

  どう分かち合って過ごしたのかは知らないが、 

おっさんは突然俺に、 

     洗礼受けるから代父になれといった。 

やめとけと言おうと思ったがうれしそうだったので、 

     うんといった。 

 

それから三年、おっさんは復活祭を前にして死んだ。 

最後の一年は、癌とのたたかいだった。 

抗がん剤を打ちながらも、炊き出しに行き、花に水をや

り庭の掃除をした。 

 

通夜の時、「共旅」の仲間や病者訪問チームの女性達

が、福ちゃん、福ちゃんと言って涙を流した。 

おっさんが福ちゃんになった。 

こんなとこで死にとうないと言ったおっさんが、 

福ちゃんになってみんなに愛されて 

神様のもとに旅立った。 

俺、おっさんがほんまうらやましかった。アーメン 

 

＜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～ 



神戸地区社会活動委員会 

 

『静修会「私の召命物語から」に 

参加して』                                                            

                       脇田 英二 

                              

  

 初めて聞いた申繁時神父様の講話は衝撃的。 

 在日の神父様が中学２年生の時に、指紋押捺

が公然と行われていた事実。犯罪者でもないのに、

思春期にそのような体験をすると心が閉ざされて

しまうのは当然だと思う。就職しても出世は望めな

い。日本人からは嫌やったら韓国帰ったらいいや

んと言われ、一時韓国に帰った母親は半ちょっぱ

り(半分日本人)と差別される。 

 

 教師になってラグビーを教えたいと考えて、大学

の教務の人に相談したら、公立高校では教壇に

就くことができないと言われ、海外青年隊の募集

に応募しようとしたら、外国籍の人は無理ですと突

き放される。絶望した神父様は２０代で家出をして、

まさにふんだりけったりである。 

 

 そこで登場するのはイエス様。自分がこうやって

差別に苦しんでいるのは実は自分の心の問題だ

と気づき、教会の門をくぐった神父様は、２７歳で

洗礼を受け、信仰生活を送ります。主に導かれ３０

歳のときに修道会へ入会することを決意。しかし

家族から猛反対を受け苦しむことに、そこで主は

マザー・テレサを通して神父様を修道会へ導くとい

う不思議なわざを用います。「性根を直したる」と

言っていた伯父さんが、マザーが出ているＮＨＫス

ペシャルをたまたま見て感動し、身内から１人くら

いこんな人が出てもええと、主は心変わりさせまし

た。主は様々な手を使いながら司祭を養成され

る。 

 

 あるイエズス会の神父様が話したことを人づて

に聞いたことがあります。話の内容は、信者が信

仰生活を送って行く上で4つの大事なポイントがあ

る。それは 1.良く祈ること。2.ミサに与ること。3.聖

書の勉強会などに参加すること。4.教会の活動に

参加すること。 

 

 私なりの解釈で完璧な説明になっていないです

が、だいたいの信者は 1～4 まできっちりできてい

る人は少ないと思います。活動や聖書において生

じた疑問を、祈りやミサを通して気づき諭してくれ

る(その逆もあるランダム)のを皆が気づいてない

のか、さぼっているんですね。その点静修会はミ

サ及び分かち合いなども行われる 4 つのポイント

が凝縮された効率的な集まりです。来年も行うと

思いますから、１回も来たことのない方は是非参

加してください。 
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『どうでもいいこと ～墓～』 

                 ねこ永田 

  墓というものを初めて見たのは 7 歳の時だった。

理由（わけ）あって山口県・萩の叔母にわたしは預け

られた。 

 その叔母が、この子は東京から来て、田舎のことは

何もわからない、いろいろ教えてやってほしいと近所

をつれてまわってくれた。 

 翌日、学校へ行くのかと思ったら、ご先祖様にご挨

拶といい、優に 30 分は歩いて菩提寺である大応寺

へ行き、住職にわたしを紹介し、よろしくとお願いをし、

先祖の仏壇に手を合わせ、その次に裏山の墓地へ

登った。 

 先祖の墓は建て替えられたり、新しく建てたのが大

木の周辺にあった。住職はその辺りを通り過ぎ、まる

い石が埋った一隅へ案内してくれた。土の中に小さ

いまるい石がまぎれているのか、まるい石に土をか

ぶせてあるのか、とにかく石の小山と見えた。 

 住職は石の小山に向かって読経した後、ここはお

宅の古い古いご先祖の墓だと言った。住職も先代か

らそう聞いているから、どなたの墓かは不明だが、こ

の土をかぶった墓石に先ず経を読むことになってい

ると話してくれた。なん百年と雨に打たれると墓石も

このようにまるくなり、土に埋もれてしまうものか。どき

りとする感動をおぼえた。 

 住職とは、そこで別れて叔母とわたしは山道を下っ

た。叔母と暮した数年間、春秋の彼岸、盆、年末、

命日と、事あるたびに墓参りをした。 

 そんな折々、自分の先祖の墓だけでなく、他人様

の墓石を巡ってみたが、どれも縦長で、表面には難

しい漢字が並び、墓石の横には建てた人の名か、先

祖の名かが刻んであった。 

 墓というものは単調で、たいくつなものだと思った。 

 わたしは、萩を離れ、各地転々とした後、神戸に住

むこととなった。 

 神戸で、母を送り、その 3 年後、母を追うように父

が死んだ。 

 母の遺骨を納める墓がなかったので、カトリック教

会の納骨堂に預ってもらった。母のために墓をつくる

気は、微塵もなかった。 

 父が死んだ後、まったくできごころみたいに、戯れ

心で、墓をつくる気になってしまった。家から近い山

肌に墓地が造成され始め、霊園という場所へ行って

みると、霊園だけに、大、中、小、超広大な敷地に、

さまざまな墓石が建てられていた。 

 六甲山へ登ったり、下山するついでにも、一墓一墓

見ながら歩いた。殆ど仏式の墓だったが、横長の石

に「愛」だの「心」だのと文字を刻んだのもあった。十

字が刻んでないので、キリスト教式の墓石かどうかは

判らない。骨になっても「愛」か！ と毒づいた程度。 

 わたしの頭には、両親もわたし達家族も、家族だっ

たねこも入る墓石のデザインが出来上がっていきつ

つあった。 

 石屋さんへ行き、墓をつくりたいと言った。 

 スーツの男性が、土地と墓石セットで 198 万円で

すと、人参一山 200 円みたいな口調で言い始めた

ので、実はと設計図を見せた。 

 規格外ですね、キリスト教ですねという。規格外で

キリスト教なら受けつけないのかと訊くと、受けつける

ことは可能だが、墓石の切り方、文字の刻み方により

価格が 198 万円内に納まらないという。 

 図面に寸法も入っていた。刻んでほしい十字架も、

この通りに彫ってほしい。土地も入れて見積もってほ

しいと依頼し、幾か月後には、想像図と見積書をみ

せてくれた。十字架の彫り方が素朴であるのが気に

入った。価格は予想通り高かったが、自分が想い描

いた作品が完成。満足と言えた。 

 幾度も鑑賞にでかけた。花を活ける筒もあるが、仏

式の花は、まったく似合わなかった。だからでもなか

ろうが、わたしは自分がデザインした墓にあきてきた。 

 もう、いいだろう。いや、もう、いい。幾年たつだろう、

墓へ行く気にならないでいる。 



  

～ お知らせコーナー ～ 

 

  片柳弘史神父講演会 Part 3 

The Life ほんとうの自分になるために 

  “マザー・テレサに導かれて” 

  3 部作 最終章をお届けします。 

  

    生き方に迷ったとき、 

    自分のやりたいことが、なかなか 

    見つからないとき、 

    ぜひ、聞いてみてください。 

 

   日時：６月３日（土）14 時 

  会場：カトリック神戸中央教会 主聖堂 

   入場無料 

 

 主催：片柳神父を囲む会 

 共催：カトリック社会活動神戸センター 

 問い合わせ先 078-271-3248（活動センター） 

 

 

   ★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：：：：    

    

・夏物衣類（比較的新しい物）・夏物衣類（比較的新しい物）・夏物衣類（比較的新しい物）・夏物衣類（比較的新しい物）    

        ・・・・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＊いずれも男性用新品男性用新品男性用新品男性用新品    

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

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

・・・・食品用ラップ食品用ラップ食品用ラップ食品用ラップ    

・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（夜まわりのおにぎり、おにぎり、おにぎり、おにぎり、    

                        みそみそみそみそ汁汁汁汁用用用用））））    

・蚊取りせんこう・蚊取りせんこう・蚊取りせんこう・蚊取りせんこう（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、お菓子など、お菓子など、お菓子など、お菓子など    

        （（（（YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOU、なかやまてカフェ、なかやまてカフェ、なかやまてカフェ、なかやまてカフェ用）用）用）用）    

    

    ※※※※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、タオルケットはははは    

通年にわたって必要です通年にわたって必要です通年にわたって必要です通年にわたって必要です。。。。 

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



　　　　　　　　 ★２０16年度  ★２０16年度  ★２０16年度  ★２０16年度 年間活動報告（2016年4月～2017年3月）

　　　＜野宿者・高齢者支援活動＞　　　＜野宿者・高齢者支援活動＞　　　＜野宿者・高齢者支援活動＞　　　＜野宿者・高齢者支援活動＞

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数

１．炊き出し利用者数 14,953 17,214 107 120 140

２．夜回り 1,215 1,439 32 37 38

３．生活相談 1 5 1 1 1

４．生活支援 3,026 3,399 8 9 365

５．日中の支援

　　　シャワー 806 898 17 23 47

　　　さんぱつ 592 620 13 13 47

　　　物資（衣類の提供） 466 668 10 14 47

　　　医療相談 570 515 12 11 46

        せんたく 1,495 1,527 11 9 141

６．住宅、病院、施設訪問（訪問先人数） 272 263 2 2 167

７．同行支援（役所、病院等） 224 207 1 2 173

８．脇の浜茶話会（月１回） 380 352 32 29 12

９．なかやまてカフェ（月１回） 159 172 13 14 12

　　　＜外国人支援（日本語でこんにちは）＞　　　＜外国人支援（日本語でこんにちは）＞　　　＜外国人支援（日本語でこんにちは）＞　　　＜外国人支援（日本語でこんにちは）＞

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総クラス数

日本語でこんにちは（クラス） 868 835 8 7 113

国際交流会 etc 40 60 40 60 1

　　　＜中山手ミーティングYOUYOU＞　　　＜中山手ミーティングYOUYOU＞　　　＜中山手ミーティングYOUYOU＞　　　＜中山手ミーティングYOUYOU＞

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数

ミーティング参加者数 364 448 7 10 50

　　　＜COME&SEE（体験学習）＞　　　＜COME&SEE（体験学習）＞　　　＜COME&SEE（体験学習）＞　　　＜COME&SEE（体験学習）＞

延べ人数 (前年度) 参加学校数 (前年度) 総回数

参加者数 164 145 10 4 34

　　　＜ボランティア参加者数＞　　　＜ボランティア参加者数＞　　　＜ボランティア参加者数＞　　　＜ボランティア参加者数＞

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数

１．炊き出し活動 1,470 1,529 11 11 140

２．夜まわり活動 261 335 7 9 38

３．日中の支援活動 1,171 1,217 3 3 365

４．脇の浜茶話会 82 91 7 8 12

５．なかやまてカフェ 47 37 4 3 12

６．日本語でこんにちは 798 715 7 6 113

　　★２０16年度２０16年度２０16年度２０16年度　収支決算報告

（収入の部） （支出の部）

　　　 費　　　目　 2017年度予算 2016年度実績 2017年度予算

寄  　 付 　  金 3,200,000 3,573,968

賛　助　会　費 300,000 366,850 3,500,000

指  定  寄 付 金 1,900,000 1,967,355 300,000

その他の収   入 1,462,745 429,962 260,000

繰　越　金 587,255 1,549,827 150,000

250,000

1,600,000

150,000

6,210,000

1,240,000

　　　計 7,450,000 7,887,962 　　　　 7,450,000

繰　越　金

消 耗 品 費

旅費交通費

自動車諸費

水道光熱費

費　　　目

援助活動費

支 援 品 費

通   信   費

管理運営費 1,067,679

587,255

7,887,962　　　　計

2016年度実績

3,501,799

238,204

389,970

146,500

251,759

1,559,269

145,527その他援助費

小　　計 6,233,028



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  小野浜で炊き出しをしている最中、一緒に野菜を刻んでいるときに野宿当事者から「どう思いま

す？ 戦争になると思いますか？」と質問されました。戦争の危機をこれほどまでにみんなが肌で実感する時代になっ

てしまったのだなとあらためて思いました。そしてこうして編集作業をしている間に国会ではついに「共謀罪」が審議入り

してしまいました。既に法案をめぐっては SNS で「いいね！」をつけても LINE を既読スルーしても共謀にあたりうる、キノ

コ狩りやタケノコ掘りもテロの資金稼ぎと理由がつけば取締りの対象になるという恐ろしい国会答弁が政府から出て来

ています。戦争とファシズムの再来ということが、もうアジテーションやスローガンのレベルでなく生活の中にまで押し寄

せてきていることを実感し震えるような春の到来になってしまいました。（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 


