
 

                    CATHOLIC SOCIAL ACTION CENTER IN KOBE 
                     発行：カトリック社会活動神戸センター 

                    代表：山野 真実子 

                                        住所：〒650-0004 神戸市中央区中山手通１-28-７ 

                                           電話：078-271-3248 FAX：078-271-3280 

                                              E-mail:sinapisk-swc@r5.dion.ne.jp 
                                            
                           2017 年１２月１４日 発行  

 

『こころを掘る』                             山野 真実子                      

 一日の活動を終え、その日出会ったさまざまな人との遣り取りを記録という形で頭の中を整理する

ためにパソコンに向かう夕暮れは、それぞれが自分の持ち場で黙々と仕上げを目指す一番静かな時で

す。キーボードを打つ手を休め、ふと視線を窓から通りに向けると、パタッと人通りが途絶え、時お

り走り抜けて行くトラックや乗用車はとても無機質で人の気配が感じられず、映画のワンシーンを観

ているような錯覚に捕らわれることがあります。 

１２月も中旬に入り、何やら街の中のざわめきが異人館通りの外れに位置するこのセンターにも押

し寄せているような気がするものの、ルミナリエに賑わう街中とは一線を画した静けさにホッとして

いる自分がいることに気づきます。 

最近はそんな時間を過ごすこともめっきり少なくなってしまいましたが、一年の終わりに近づくと体

も心もクタクタになっている自分を感じ、よくビルの高層階の窓や歩道橋の上から交差点を行き交う

大勢の米粒大の人を眺めていました。その光景を見ながら１００人１００色の日々があること、表立っ

ては見えない喜びや悲しみ、希望や諦めに似た気持ちを一人ひとりが抱えながらも歩いている姿に愛

おしさを覚え、人間の小ささ、ひいては自分の小ささを思い、何者でもない自分を受け入れ、“さぁま

た頑張るか”と雑踏に紛れる米粒大の人になっていました。 

震災からこちら東遊園地で行われる「越冬・越年」に始まり終わる毎年ですが、一年の締めくくり

の季節を迎えて振り返り、迎える一年もお互いに小さいが故に大切にし合える一年となるようにと

願っています。私たちを取り巻く経済最優先の社会は物も情報も溢れかえり大切なことが見えない状

況が作り出されています。「星の王子さま」の中でサンテグジュペリが言う“ほんとうに大切なことは

心の目でしかみることが出来ない”ように、澄んだ眼差しを持ち続けるために、恐れずに自分の心を

深く掘りこむ作業を怠らないようにしたいと思います。片柳 弘史神父（イエズス会）のブログにこ

んな言葉が美しい写真と共に掲載されていました 

 

“心が渇いたとき、癒しを求めて遠くまで出かける必要はありません。 

自分の心を深く掘れば、そこに泉が湧きだすからです。 

どれほど荒れ果てたひとの心にも 一番奥深いところには必ず、 

神様の愛の水脈が流れているのです。“ 

 

皆さまに支えられたこの一年のすべてのことに感謝致します。 

 



外国人支援グループ 

～日本語でこんにちは～ 

『いろんな国の方々との楽しい出会い』 

                     山本 雄洋 

 ２００９年４月に、４６年間住んでいたアメリカのシリ

コンバレーから生まれ育った神戸市東灘区に帰ってきま

した。その間３０年ほどはサンフランシスコと東京を年に

数回往復し、最後の１５年は日本での滞在期間の方がアメ

リカより長かったです。何かしなければ「ボケる」と思い、

毎朝「住吉川の早歩き／ラジオ体操」を始め、９月ごろか

ら「日本語でこんにちは」に参加しました。 

 ペルー、インドネシア、ウガンダ、アメリカ、イギリス、

イスラエル、ネパール、中国、インド、フィリッピン、ヴ

ェトナム等々多くの国の方々と知り合いになりました。 

ウガンダからの大学院生は神戸大学で「経済学博士」、イ

ンドネシアの生徒の奥さんは神戸大学で「医学博士」を取

得され、お二人の卒業式に出席しました。フイリッピンの

中学生は「芦屋学院」に入学し、入学式に出席しました。

イギリスの方は日本人の奥さんとの間に男子があり、一緒

に「森林植物園」まで散策しました。彼はパナマの山奥に

「自分の家を建てた」とのことですが、最後のメールによ

ると、イギリスに帰り「ケンブリッジ大学」で「教師」に

なる教育を受けているとのことでした。それぞれの方々が

自分たちの目的を達成し、次のスッテップに進まれるのを

見聞するのは「楽しみ」です。 

 反面、今年の春に、ヴェトナムの工業大学を卒業して神

戸の３０名ぐらいの会社で働いていた４名が「日本語でこ

んにちは」に参加し、その一人が７月に「週の残業が５０

時間」以上が続き、「西神戸医療センター」に「急性膵炎」

で入院し、９月に帰国しました。病院に見舞いに行き「診

断書を英訳」し、帰る前には「神戸港内の遊覧船」に乗り

「こんな立派な船に乗ったことはない。」と言って、彼は

ヴェトナムに帰りました。２週間ほど前に彼から「元気に

なって就職した。」とのＥメールをもらいました。 

 １１月２６日（日）に、私が教えている２名のヴェトナ

ムの生徒と彼らの友人の４名で「神戸市森林植物園」に行

きました。彼らはヴェトナムでは見られない「紅葉」を楽

しみました。この２名は１２月３日（日）に「日本語検定

試験」を受けます。 

＜クラス＞木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30 

     日曜日－13:30～15:30 

野宿者支援グループ 

『夜まわり』          

                永田 
 水曜日の夜、ぼつぼつ夜まわりに参加して

いる。生田川、三宮、メリケン、大倉山、神

戸駅の全コースで 30 名前後の人達と会う。

水曜日の夜まわりを知っていて、会わないよ

うに努めていると語る人がいる。数回顔をみ

るが、近づいて話せない雰囲気の人もいる。

その人が、なんとかその日をしのいでいる風

に感じれば、あいさつ程度ですます。 

 ひとり、延々と故郷の話しを、故郷が大き

く変化しているにもかかわらず、語り続ける

人もいる。こちらは肯いてきいている。いろ

いろなタイプの人と出会う。ひとりひとりの

性格やくせをわきまえた上で安否を確認しな

ければならないのが、むずかしい。 

 そんな夜、数日前あるいは数週間前に神戸

へ来たという人と出会う機会もある。夜まわ

り中の短い時間に、その人が以前どこにいて、

そこで仕事をしていたのか、運悪く失業して

しまったのか、体の具合はどうであるか、な

ど詳しく聴けない。夜まわりで、初めて、で

あった人には、炊き出し曜日を知らせ、生活

相談の案内、外で寝られないと訴える人に、

神戸市立更生援護相談所があると知らせる。

つれて行ってほしいと望む人と同行する。 

 夜まわりで会った人が、生活相談をしたい

と希望し、暫く間があいても相談し、少し肩

の荷がおりたとか、炊き出しを知ってうれし

かったと話されると、ほっとする。20 年前

にくらべれば、夜まわりで会う人は激減した。

しかし、今夜、

初めて会う人が、

ひとりであって

も、夜まわりは、

むなしくはない。

そう思い、感じて、

まわっている。 

 

＜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。 



神戸地区社会活動委員会より 
   ～シナピス神戸～  

『クリスマスチャリティーコンサート 2017』                                    

実行委員長 井川 伸子   
 

 

 

 

 

 

 

 

 晴天の冬空のもと、12 月 2 日（土）13 時より 

神戸中央教会でクリスマスチャリティーコンサー

トが開催されました。このコンサートは、カトリッ

ク神戸地区社会活動委員会主催のもので、毎年クリ

スマス待降節が始まるころ行われ、2006 年に始ま

り今年で 12 回目を迎えます。神戸の街で野宿する

人たちを支援するために働く「カトリック社会活動

神戸センター」と「須磨夜回り会」を応援するため

に開かれるチャリティーコンサートです。入場無料

ですが、このコンサートを聴いてチャリティー募金

をしてくださる方々の思いが野宿者支援につな

がっているのです。  

 出演者はこの支援活動に賛同される方々で教会

の内外問わずボランティアで演奏されています。 

今年は全部で 12 グループが出演されました。 

 第１部は厳かなグレゴリオ聖歌から始まり聖堂

に聖霊が舞い降りてきたような清らかな雰囲気に

包まれました。それからいろいろな作曲家による

「アヴェ・マリア」、天使の歌声のような「カント

リー・ロード」、優しいまろやかな音のフルート、

クリスマスの時期にふさわしい「きょうキリストは

生まれた」「もろびと声上げ」のラテン語による聖

歌、サックスフォーンによるジャズ調の「恋人たち

のクリスマス」、会場が次第に盛り上がり手拍子で

ジャズのノリに体が揺れました。それから、映画「天

使にラブソングを」の中でシスターたちがスイング

しながら歌った「Hail Holy Queen」で更に楽しい

雰囲気が会場いっぱいに広がりました。1 部の最後

は大人のムード、ジャズで締めくくり休憩タイムに。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 中庭で炊き出しのパンプキンスープが提供され

ました。だいぶ前からかぼちゃの硬い皮剥きをして

くださったおじさんたちや、朝早くから作ってくだ

さった炊き出しスタッフの方々の愛情がたっぷり

入っている温かい美味しいスープでした。出演者も、

来場者も、おじさんたちもみんな一つになってスー

プを味わいながら楽しく歓談して身も心も温まり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖堂入口前には、福島の原町教会のコンコルディア

（心をひとつに）活動で被災者支援を行っているボ

ランティアの方々が心をこめて作られた手芸品が

売られていました。この時期に合わせてクリスマス

リースや、小物、バッグなどたくさんの方に買って

いただきました。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 2 部では、新作のオリジナル曲「美しい夢」が、

ベース、ギター、ドラムの響きと共に会場いっぱい

に広がりました。聖堂正面のステンドグラスは陽の

光で美しく輝き、イエス様の姿に光が差し込み、正

面左の壁には曲目に合った映像が映しだされ、とて

も幻想的な夢の世界に入っていく感じがしました。

プログラムの中に「歌声を通して、パフォーマンス

を通して、救い主イエスさまがともにおられます。

ほんまに神さま、いてるんや！！」と記された申神

父様のメッセージの通り、音と光の中に、神様がい

らっしゃるような気がしました。最後は神父様バン

ド。いつも真面目な神父様も、この日ばかりは、ド

ラム、ギター、ヴォーカルで大活躍されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でもコンサートで何と言っても醍醐味は、かつて野

宿者だったおじさんや、今でも野宿を余儀なくされ

ているおじさんたちで結成された「むかし少年合唱

団」によるパフォーマンスとコーラスです。来場の

みなさんのあたたかい手拍子に合わせて聖堂入口

からステッキ片手にチャプリンの格好をしたロマ

ンスグレーのダンディおじさんが一人、軽やかな足

どりで入場されました。おじさんのおどけたダンス

は、笑いと涙のプレゼントです。

さらに感動したのは、おじさんた

ちが歌った「もみの木」です。ド

イツでは、真冬でも青々とした

Tannenbaum（もみの木）を称えて

クリスマスに歌われますが、歌詞を聞

いておじさんたちも、冬の寒さの中で

凛と立つもみの木のように称えられ

る存在のような気がしました。 

 

 最後はおじさんたちと共に会場一同全員でビ

リーブを歌いました。「今、未来の扉を開ける時、

悲しみや苦しみがいつの日か喜びに変わるだろう。

I believe in future 信じてる～」社会が変わり、も

しかしたら戦争が起こり、お金がなくなり、いつ私

たちも野宿者になるかわからない。そんな時、真冬

でも美しい緑で凛と立っているもみの木を称えて

歌ってくれたおじさんたちの歌声を思い出して励

まされるような気がしました。 

おじさんたち、ありがとう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

はじめまして。ＮＧＯ神戸外国人救援ネットで事

務局を務めています、村西優季です。カトリック社

会活動神戸センターのお隣に事務所を置かせて

いただいております。皆さんからは「救援ネット」

「GQ ネット」「ＮＧＯさん」と呼ばれています。 

私が事務局として救援ネットに関わるようになっ

てから５年が経ちました。今、この原稿を読んでく

ださっている方の中には、私よりも救援ネットの事

をよく知っている方もおられる事と思います。救援

ネットは阪神淡路大震災をきっかけに生まれたネ

ットワークです。神戸で在日外国人の人権問題に

取り組んでいたＮＧＯ団体が震災後集まり、被災

地で外国人が抱えている諸問題に取り組む活動

を始めました。活動開始当初は、主に義援金、治

療費、弔慰金が一部の外国人に支給されないと

いった問題に取り組み、成果をあげてきました。そ

の後、多様な人々が共に暮らせる社会の実現を

目指し、震災後の緊急的な支援活動だけでなく、

恒常的な在日外国人の支援活動を行っています。

特に個々のＮＧＯでは解決困難な問題を、他の

NGO 団体や弁護士など専門家の協力も得ながら

問題解決に取り組んでいます。 

現在は毎週金曜日の 13 時～20 時まで英語、ス

ペイン語、ポルトガル語、タガログ語による多言語

生活ホットラインを行っています。その他の言語特

に中国語、ベトナム語、ロシア語は事前予約制で

対応可能です。電話（078-232-1290）での相談は

もちろん、来所による相談も受け付けています。

2016 年度の新規相談件数は 145 件（男性 49 名、

女性 100 名）でした。相談者の国籍はフィリピン、

日本、ベトナム、ブラジル、ペルーなど様々です。

在留資格や国際結婚・離婚、医療、労働、社会保

障など多岐に渡る相談が寄せられます。これらの

相談はすぐに解決するものはほとんどなく、別の

日に改めて役所や法律事務所など関連機関に相

談員と通訳者が相談者に同行して問題解決に努 

 

めています。2016 年度は 300 件の

同行通訳支援を行いました。 

他にも兵庫県内での移動相談会

を年に数回開催しています。これま

でに尼崎、鷹取、明石のカトリック教会でも移動相

談会を開催させていただきました。相談活動以外

には、支援者向けセミナーや年に３回ニュースレタ

ーの発行を行っています。2012 年に新しい在留管

理制度が導入され、これまでの外国人登録制度

が廃止になった際にはカトリック神戸中央教会で

当事者向けにセミナーを開催させていただきまし

た。 

日本で暮らす外国人は年々増加しています。そ

の多くの人が母国や母国の家族を思いながら日

本社会で頑張って働き、夢に向かって生活をして

います。またそれは日本社会を支える大きな存在

ともなっています。ところが、ある日突然大きな問

題にぶち当たり、言葉や制度の壁で問題解決に

上手くつながらないという状況があります。相談者

は生活に困窮する人が多く、原則当事者からは依

頼料を頂いておりません。そのため、救援ネットの

活動費は圧迫するばかりです。 

今回、2018 年 2 月 28 日まで「緊急寄付キャンペ

ーン」を行うことになりました。 

郵便振替＜01100－2－60701 NGO 神戸外国人

救援ネット＞ 暖かいご支援をお待ちしております。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

救援ネット20周年記念パーティー 



～ 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。 

’17 年12 月２８日（木）～’１8 年１月５日（金） 

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 

チラシをご覧ください。 

   ★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 

  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。 

  

 

  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、寝袋 

  ・冬用下着類 

長そでシャツ、パッチ（M,L 寸） 

くつした ＊いずれも男性用新品 

  ・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 

      インスタントみそ汁用） 

・使い捨てカイロ（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、クリーミングパウダー、お菓子 

  （YOUYOU、なかやまてカフェ用） 

・数字が大きめのカレンダー 

 （居宅に入居した人用）       

・切手（使用可能なもの） 

 ＊特に毛布・寝袋、肌着（冬用）が 

  不足しています。 

＊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。 

☆ 必要でない物： 

・女性用と子供用・背広の上着、コートなど 

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 

  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＞ 

  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－必要に応じて 

  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＞ 

木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30 

日曜日－13:30～15:30 

 

☆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.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～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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＞  

  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 

     昼食提供〈小野浜公園にて〉 

  火曜日－10:00～16:00 

生活相談／洗濯 

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－10:00～16:00 

医療相談／洗濯 

  土曜日－10:00～16:00  

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      

病院訪問（必要に応じて） 

☆中山手ミーティング YOU 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） 

    

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） 

 

 

 

  

 

 

  

 

編集後記 阪神淡路大震災のあった 1995 年はボランティア元年と言われました。 

ここ活動センター（当時中山手救援本部）にも全国から多くの人々がかけつけました。じっとしていられない、いてもたっ

てもいられない、私もそのひとりで神戸中央教会（当時中山手教会）内で救援活動をしていると聞きやってきました。 

その時、多くの人が心を突き動かされたのは、人々への共感だったのではないでしょうか。人は深いところでつながって

いる（する側もされる側もない）ことを実感しました。それまで頭で考えて行動し、それを無意味に感じていた私は当時の

手帳に「考える人から感じる人へ」と書きました。 

もちろん行動には冷静さが必要ですが、まず感じること共感することが行動の原動力だと思います。（も） 

 

  ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 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。

(078-271-3248 


