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『それぞれの夏』

山野 真実子

ニュースレター「新生紀」をお読みくださる皆さま、残暑お見舞い申し上げます。
厳しい暑さと天候の激しい移り変わりに右往左往する夏でしたが、旧暦では処暑を迎え暑さの中にもほんの少し秋の気配
が感じられるようになりました。暑い夏も後半を迎え、もうひと踏ん張りといったところでしょうか。

さて、Ｕターンラッシュもひと段落、親も子も手つかずの宿題を前にため息が聞こえそうな頃となりましたが、皆さまにはど
のような夏を過ごされたでしょうか。ひとり一人、生きてきた年代にもよるのでしょうが、ある人にとっては忘れることの出来
ない敗戦の日々に思いを巡らせたり、またその敗戦を決定づけた広島、長崎への原爆投下であったり・・・。お盆の帰省や
ふる里の夏祭りなどもその一つかもしれません。私は親しい友人からお盆に因んでこんな話を聞きました。30 数年前、嫁ぎ
先で初めて迎えたお盆の行事。それまで縁のなかった仏壇飾りや供え物のお膳のしつらえ等、家のしきたりとして当然のよ
うに嫁としての自分に求められ困惑したものだった。典型的な神仏混合の家で座敷には大きな仏壇が、台所には荒神さん
が祀られ、子供はミッションスクールに。一体、何を信じているのだろうと度々疑問が頭をもたげた。しかし、困惑しながらも
30 数年間、毎年同じことを繰り返していくうちに信仰心ではないけれど、夏の風物詩のような感覚で淡々とこなしている自分
がいた。そしてようやく自分に教え込んだ姑も恐らく同じだったのではないだろうかと思えるようになった。今では自分たち
家族の定点観測日と位置づけ、孫の成長や親しい人々との別れ等の再確認日ともなっていると話してくれました。
私はといえば、この夏、2 人の生活支援をして来た方たちを見送る夏となりました。ひとりの方は、まだ若く、神の存在を
頭で理解しながらも心で信じ切れず、常に求めていたけれども実感することが出来ずにとても苦しんだ人でした。もう一人
の方は、その昔メリケンパークで野宿をしていたおじさんでした。出会った時、血糖値が異常に高く野宿生活も限界でした。
何故私だったのか今では覚えていませんが、暮らしの取戻しを手伝うことになり、ドヤを探して入居の手続き。歩けない時
には訪問して買い物なども手伝っていました。その後 10 年近くを他のボランティアさんが毎週 2 回訪問し、その時々の必要
を手伝い入退院を繰り返しながら先日突然亡くなりました。たった４人だけの通夜式でしたが、彼を取り囲んで近くに座り、
簡単な祈りのあと、其々の出会いを分かち合いました。その中でヘルパーさんから、「俺は結婚もして息子も 3 人恵まれた
けど、今が一番幸せだ」と話していたと聞かされました。東北訛りの抜けない頑固なおじさんでしたが、どこか人懐こく看護
師さんやヘルパーさんにも良くしてもらったようです。病院の霊安室では、最後に医療ソーシャルワーカーさんが一人で来
られ、「お疲れさまでしたね」と優しく語り掛けられていました。何かの理由で家族と生き別れ、誰も身内のいない最後でした
が、やはりここでも「俺は今が一番幸せだ」と言っているような気がする夏でした。そして平和であることの難しさをひしひし
と感じさせられる夏でもありました。8 月 6 日と 9 日が単なる夏の行事ではなく、世界に羽ばたくメッセージであり続けられま
すようにと願いながら。
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引退しました（75 号掲載）』の後
この夏も、中高大学生のボランティア体験が行われ、

永田
総勢 101 名の参加がありました。通年で行われている
そう書いて、潔ぎよく、静かに、年寄りにならできそう
プログラムですが、特に夏休みには普段出来ない社
な事をこなしていたのは数か月。
会奉仕活動としての参加希望者が多く、毎回の炊き
夜まわりをする代わりに日中まわりをしたか、居宅
出しや夜回り、そして 2012 年から始まった“ふっこうの
訪問をしたかと自分に問う。否である。
かけ橋”プロジェクト（福島に暮らすこども達を対象に
水曜日の夜、それじゃあ、何をしたかと自問自答。い
した保養プログラム）に参加しています。どのプログラ
ずれも否であり、確かに夜まわりで会う人数は少ない。
ムも恐らく彼らの一生を通じて余程望まなければ出会
時には、新しい名前を聞くが、炊き出しや日中の洗濯
うことのない人々との出会いであり、体験の目的や社
などにつながっているか、今ひとつはっきりしない。
会の仕組み等、伝えたいことを活動の前後に話す機
要は、自分の気持ちが落ちつかない。引退しました
会を設けています。私を含め、人は誰でも経験値で物
という言葉を、自分でもう一度ひっくり返して、夜まわり
事を計るため、自分の生活が基準（スタンダード）とな
に参加したいのである。
り、余程の関心がなければ、他者の存在すら気づか
年よりであるから、気持ちは前向きでも、身体は老化
ずに過ごしてしまいがちです。社会を構成するメンバ
の坂道をころがっている。
ーは多様で何処にスタンダードを設定するか、そんな
一か月の内、なん回まわれるかわからないが、こっ
問いかけを若者に行っています。
そりと自由参加させてもらおうと思う。そう心変わりを
したので、まわれる夜、仲間に入れてほしいと願って
いる。

＜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）

＜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。

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～

「念願の活動センターへ」
汗かいたな～、神様！今日も無事に終わりましたよ！
としあわせな気持ちになります。

長瀬 三千子
これからも、スタッフの皆さんの良いところを見習い
ながら、わからないことは尋ねながら、おじさんたちに
助けられながら、できることを増やしていきたいと思っ
火曜と木曜の週 2 回、ボランティアに通いだして 3 年
ています。
がたちました。
それまでは時間的余裕もなかったので、大倉山の朝
最近はおじさんたちが「長瀬さん」と名前で呼んでく
食会、脇の浜の茶話会、夜回り、「日本語でこんにちわ」
れます。うれしいことの一つです。
のお茶会などほぼ単発のお手伝いに参加してきました。
物資倉庫

社活事務局の仕事で机をならべていたとき、みんな
忙しそうだな、人手が足りないんだな～、いつか時間
ができたら手伝いに来たいな～、でも私にできることが
あるのかな～、車の免許もないしなぁ～ 生活保護の
ことも知らないしな～ などと考えていました。
母の介護が終わり、心にもゆとりができて漸くセンタ
ーに通える時が訪れました。
震災後、センターが一番大変だった時期にお手伝い
できなかったことが心に引っかかっていましたので、や
っとセンターで働けると嬉しく思いました。
朝のミーティングのあと、私は急いでおじちゃん達の
お茶を沸かし、炊き出しに持っていく物の準備を手伝
い、皆が出発した後は、おじさんたちが気持ちよく過ご
せるように台所や周辺を片付け、食料倉庫を整理した
り、物資倉庫の整理を手伝ったり、脇の浜茶話会のバ
せんたく場

ザーの値付けをしたりとなんとな～く動き回っています。
体を動かすのが性に合っている私にはぴったりな仕事
ですが、マザーテレサの言葉を思い出しながら一つひ
とつに心を込めてするようにしています。
スタッフの皆さんはおじさんの対応や相談、病院の
付き添い、訪問など様々なことを、当事者が理解でき
るように丁寧に時間をかけて説明し対応されています。
必然的に、後回しになっていく用事がぽつぽつ出てき
ます。後回しになったものを片付けていくのも私の仕事
です。雑用係のように思えるかもしれませんが、センタ
ーが円滑に回るために必要な仕事だと思っていますの
で、どんな仕事もおろそかにしないよう心掛けていま
す。
おじちゃんたちが帰った後、トイレを掃除し、ごみ出
しを終え、きれいになったな～、今日もよく働いていい

『ふっこうのかけ橋 2017』

2017・08.07
“ふっこうのかけ橋”実行委員会

（つながり 74 号「ふくしま通信」より転載）

♪ あおい空 しろい雲
わたしたちをつつむ めぐみの中で
手と手をあわせたら みんな 家族になる
よろこび ひろげよう ともに歌いながら
ふっこうのかけ橋は 七色の虹のように
やさしく伸びるよどこまでも 幸せはこぶため
Let’s cross the bridge for our future
傷ついたつばさやすめて
Let’s cross the bridge for your future
明日への橋をわたろうよ・・・♫
「ふっこうのかけ橋」 公式テーマソング より）

翌日から北須
磨教会のサマー
キャンプに合流
し、さっそくアジ
ュール舞子へ海
水浴に。水しぶき
に歓声があがって
いました。北須磨の皆さんには、キャンプ期間
中のすべての食事やお茶作りにご協力頂き、特
別お世話になりました。

この曲のとおり、今年も４泊５日という短い
2 日目の 8/5（土）は、迷走台風に頭 を悩
期間でしたが、福島と神戸の子ども達が、手と
ませましたが、幸いにも晴れて 午前は「平和
手をつないで一つの家族となり、楽しいひとと
学習」のため、北野町界隈の諸宗教施設を訪問。
きを過ごすことが出来ました。今回は南相馬市
それぞれの宗教が大切にしている「平和」につ
の原町教会からも、小学生の初参加があり、福
いてお話を聞き、平和な世界ってどんな世界？
島市内と合わせて、小学生 12 名、中学生 2 名
を言葉や絵にして表現し奉納しました。お話を
の計 14 名が北須磨教会のサマーキャンプに参
聞く時間に余裕がなく、どれ程こども達に平和
加。そしてお母さん 5 名と幼児 3 名は、時々
であることの大切さが伝わったかは判りません
子どものプログラムを見学しながらお母さん
が、平和の種がこども達の中で育ちますように
のために用意されたプログラムを楽しまれま
と願うばかりです。
した。

初日、住吉教会では、たくさんの方々が、子
ども達のために心づくしの
夕食をご準備くださり、食
堂に入るなり“うぁ～ホテ
神戸ムスリムモスク

ジャイナ教寺院

神戸ハリストス正教会

ルに来たみたい”と目を見
張っていました。
午後からは神戸地区主催の平和旬間プログ
ラムに参加し、ミサ後には各小教区にご協力を
頂いてふれあい夏祭りが開かれました。庭に用

神戸地区社会活動委員会
意され

（シナピス神戸）
た出し
物を思

『平和旬間』

う存分

屋代 美智子
楽しむ
８月５日 13 時 30 分より、神戸中央教会にお

姿が、あちらこちらで見
いて平和旬間の行事とミサが神戸地区評議会の

られました。キャンプ中
主催により行われた。神戸地区社会委員会も資料

の宿泊を含むすべての
の準備や受付、福島の被災者の手作り品や日本で

プログラムに、六甲学院
難民申請を行っている人達の手作り品等の物品

の生徒達が積極的に関
販売等で協力した。

わってくれ、子ども達も身近なお兄ちゃんリー
ダーとの出会いを喜んでいました。
翌８/６（日）は北須磨での主日のミサに集
い、北須磨の皆さんにも歓迎して頂きました。
司式された申神父様からも、「北須磨でこんな
にたくさんの子どもを見るのは初めてのこと
で、いやぁ嬉しいなぁ・・・。いつもこんな感
じやったらいいのになぁ」と最大級のウエルカ
ムを頂きました。ミサ中の説教では、子ども達
の目の輝きの素晴らしさや楽しいことがいっ
ぱいあるから、いっぱい遊びましょう！でも暑
いから水分もしっかりとってくださいね。とい
った嬉しいお話が中心でした。最後にもう一度、
しっかり遊びましょう！と言われた時、一人の
子どもが大きな声で「ハイ！」と応え、聖堂内
のそこここから拍手がわき起こり、微笑ましい
雰囲気の中に終了しました。
毎年行っているふっこうのかけ橋プロジェク

翌月曜日は最終日、台風を避けるために列車
トで今年も 17 人の子供と 5 人のお母さんが神戸

の時刻を早め、新神戸から全員元気よく帰福さ
に来られたが、その方達を迎えた約 50 名の神戸

れました。この紙面には書ききれないたくさん
地区の子供たちと共に、今年も平和旬間行事に参

の思い出が、子ども達の成長の糧となることを
加した。今年は主に子供達に戦争の悲惨さを感じ

願っています。
てもらおうと「つるにのって～とも子の冒険～」
というアニメを上映したが、映像が非常に見づら
かったのが、残念であった。

その後、大人と子供に分かれてわかち合いを
行ったが、子供達から「初めて会った子としゃべ

『お久しぶり。
小次郎くん』

れる事におどろいた」
「戦争はいけないと思った」
「原爆が落ちると、人間が影だけになってしまう

ねこ永田
ことにおどろいた」等の意見が出た。

夜明け頃から雨が降った。雨音で目が覚めた
ぐらいだから、かなり降ったのだろう。
雨だし、ゴミ出しの朝だしと数分早く家を出
た。ゴミステーションの金網の戸を閉めて、道
路へでようとして、はて、何かの気配を感じた。
わたしを見上げている小次郎くんだ。お尻ふり
ふりの、甘ったれのめで見上げている。
あ、小次郎くんとひと声をかけた。健常犬な
ら、一段二段の石段を飛び上ってくる。そんな
勢いを小次郎くんの体の振わせ方からみえる。
15 時より平和祈願ミサがささげられた。

小次郎くんは、すでに、車いすを使って歩く
司式は高橋神父様他４人の神父と１人の助祭。福

ようになっている。後足に２枚の足袋を履いて
音朗読で、
「だれかがあなたの右の頬を打つなら、

いて、その足をひきずっているが、前脚は健常
左の頬をも向けなさい」の所が読まれた。これを

犬なみに使って歩く。車いすだから、立ち上が
字義通り理解し、現在の戦争にあてはめるなら、

ったり、じゃれついたりができない。だから、
例えばシリアで爆撃によって大ケガを負った子

人が姿勢を低くして、頭や耳を掻いてやったり、
供も、再度爆撃を受けるために現場に留まらなけ

ぺろぺろにつきあったりする。
ればならなくなってしまう。神ははたしてその様
な事をお望みなのだろうか。現代の戦争では非常

小次郎くんは、ほんとは、もっと遊びたいん
に殺傷能力の高い武器が使用される。そして当事

だろう。が、バスに乗り遅れる人を気遣うのだ
者ではない人達もいやおう無く巻き込まれ、不条

ろう。中途半端に甘えて、リードをひっぱって
理な死や傷、悲しみ、苦しみを押し付けられる。

かえろうとする。また遊ぼうねと声をかけると、
世界のどこかで、今現在、誰かの都合のために行

振り向いて、くるっとした目を見せる。小次郎
われている戦争によって傷つけられ殺されてい

くんは、ゆるやかな坂の方をまわって、家へ帰
る子供達が存在する。我々はこの現実にどう向き

るのだろう。少し息をはずませていたから、疲
合い生きるべきかをとわれているのではないだ

れたのだろう。のどがかわいたのかもしれない。
ろうか。

家へ帰ったら、水をゆっくりお飲み。そして
休憩。小次郎くん、もっと早く朝に出会い、坂
道でまた遊ぼ。

～ お知らせコーナー ～
★物資倉庫より★

★クリスマス・チャリティ
コンサート 2017 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。

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：
：
・男性用衣類（比較的新しい物）
・男性用衣類（比較的新しい物）
・男性用下着類
男性用下着類・くつした
下着類・くつした
＊いずれも新品
＊いずれも新品

日時：１２月２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。

・台所用洗剤・シャンプー
・台所用洗剤・シャンプー
・タオル、石鹸
・トイレットペーパー（ドヤ入居用）
・ポケットティッシュ
・食品用ラップ、紙コップ（夜まわりの
食品用ラップ、紙コップ（夜まわりの
おにぎり、インスタント
おにぎり、インスタントみそ
インスタントみそ汁
みそ汁用）
・蚊取り線香、携帯カイロ
蚊取り線香、携帯カイロ（夜まわり用）
携帯カイロ（夜まわり用）
・カップラーメン、缶詰類など（現物支給用）
・インスタントコーヒー、スティックシュ
ガー、
ガー、クリーミングパウダー、お菓子など
クリーミングパウダー、お菓子など
（YOUYOU、なかやまてカフェ
YOUYOU、なかやまてカフェ用）
、なかやまてカフェ用）

・切手（使用可能なもの）
◎一般寄付および賛助会員費の振込み先
郵便振替口座 ００９１０－５－１４１４０８
「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。

※毛布・寝袋、タオルケットは
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
をお願いいたします。
＊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。

神戸地区社会活動委員会

＊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。

★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/

☆ 必要でない物：
：
・女性用と子供用・背広の上着、コートなど
・女性用と子供用・背広の上着、コートなどは
、コートなどは
需要がありません

＊センター活動も紹介されています。

★ 秋のバザー＆こどもまつり 10 月８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・ビンゴの景品〈おとな用こども用>など）
新しい品をよろしくお願いいたします。
（担当 もり）

活動紹介 来て見て、参加して下さい！
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。

078078-271271-3248
★高齢者、障がい者支援
★高齢者、障がい者支援

★野宿者支援
野宿者支援

主に高齢者、障がいのある方々への訪問活動や

野宿したくない人が野宿しないですむように。

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。

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＞
月曜日－10:00～1５:00
月曜日
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－必要に応じて
水曜日
訪問（住宅・病院・施設）

★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』
＜活動日＞
曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30
木曜日
日曜日－13:30～15:30
日曜日

＜活動日＞
水曜日－19:30～22:30
水曜日
頃
夜まわり（第 1 水曜日は勉強会）
火・木・土曜日
昼食提供〈小野浜公園にて〉
火曜日－10:00～16:00
火曜日
生活相談／洗濯
木曜日－10:00～16:00
木曜日
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－10:00～16:00
金曜日
医療相談／洗濯
土曜日－10:00～16:00
土曜日
生活相談／医療相談（第２土曜）
月・水・金－物資の整理・日中まわり
月・水・金
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 YOU YOU
☆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

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。

13:30～15:00）
（金曜日 10：30～12：00）

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ バックアップしています ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
A.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～）
N.A 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 薬物依存症の人の家族のミーティング
（月曜日 14:00～）

編集後記

Ｆ.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
持つ方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 12 アルコール依存症者を家族や
友人に持つ方たちの集まりです。
（第1、第3 土曜 10:30～12:00）

先日、両親のお墓まいりのため鳥取へ行ってきました。そのお墓は高台にあり、港や海岸、美し
い海が一望できるところにあります。他にはだれもいなく、虫の鳴き声と風でゆれる木々の音がするだけです。そんな
自然の中で世界の平和を願う祈りがあふれ出しました。そして私を平和の道具にしてくださいと心から祈りました。
ここセンターも祈りと活動でその一端を担っているように思います。そしてひとびとの幸せ、とりわけ弱い立場に置かれ
たひとの幸せを願います。よく不思議に思うのは『平和旬間（日本カトリック教会）』とお盆が同じような時期で、そして終
戦の日と被昇天の祝日が同じ 8 月 15 日ということです。たとえ違う宗教、無宗教に関わらず、人の心からの願い、思
いはとうとい祈りで人類共通のものです。特にこの時期、平和への祈りを感じずにはいられません。そして二度と間違
いをおかしてはならないとの思いをあらたにしました。（も）

