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泣く人と共に泣き
喜ぶ人と共によろこぶ

山野 真実子
４月、新しい年度が始まり、通りのそこここに新人の姿を見かけるようになりました。賑やかに飛び跳ねな
がら、背負ったランドセルに体揺さぶられ歩く小さな新人。また新人と思しき大勢の若者が、みな一様にうつ
むいて歩道を歩いている。うつむいた視線の先にあるものは・・・？ そう、ス・マ・ホ。残念ながら彼らの
姿からは春だぁという喜びを感じ取ることが出来ませんでした。そしてまた、リクルートスーツに身を包んだ
若者達は慣れない服装を気にしながらも幾つかの難関を突破して今日の日を迎えたのでしょう。それなりに喜
びを滲ませ歩いています。新しいランドセル、新しい靴、新しいスーツもいつの日か、過ごしてきた日々の貫
禄が滲むようになるのだろうなぁと一人夢想する春の午後です。さて、新生紀をお読みくださる皆様にはどの
ような春をお迎えでしょうか。いつも変わらないご支援をありがとうございます。私達活動センターは、皆様
のお力添えによって23回目の新年度を迎えました。震災によって浮き彫りにされた問題の具体的な解決を目指
して歩んで来ましたが、新しい年度を迎えるにあたって、私達の立ち位置である設立当初の思い（理念）を再
確認し、国籍や宗教、信条、思想の違いに左右されることなくネットワ－クを作り、協働することでより良い
社会づくりをめざしたいと願っています。皆さん、この一年もどうぞよろしくお願いいたします。
基本理念

正義に基づいた平和な社会づくりをめざします。
一人ひとりが大切な存在として尊ばれ、とりわけ
弱い立場に置かれた人々の命、生きる権利を守り支えることを
目指します。
共感、学び、協力を通して、
重荷を負っている人と共に具体的な問題解決へと向かいます。

『日本語でこんにちは』

センターの基本理念は弱い立場に置かれ
た人々を支援することです。日本語を教える
『日本語でこんにちは』も、日本で暮らす外
国人を支援するために作られました。そのた
め授業料は無料です。（＊ティータイムのおや

つ代月 300 円のみいただきます。）

クラスは日曜クラスと木曜クラスがあり、
現在、３１名の学習者と２３名のボランティ
アで開催されています。国籍は様々で中国、
ベトナム、フィリピン、ペルー、アメリカ、
ネパール、ミャンマー、台湾、パキスタン、
タンザニア、スペイン、イギリス、オースト
ラリア、ブラジル、カナダです。
年間計画としては通常の授業以外に、日本
文化体験として春の桜の時期にお茶会（ティ
ーセレモニー）を、秋は文化の日に合わせ書
道を体験しています。クリスマスには国際交
流会が開催され日本語で自己紹介をしなが
ら楽しいひとときを過ごします。
また、より良いクラス作りを目指して、３
月と９月にボランティア総会が開かれ、情報
交換や意見交換をしてクラスの見直しを行
っています。
学習以外にも、時には仕事や生活の悩みや
相談を聞いたり、病気の時は病院に付き添っ
たり、入院したら言葉が通じず何か困ってい
るのではと見舞いに行くこともあります。ま
た夜間高校に通う学習者には授業について
いけるように宿題をみることもあります。ボ
ランティアの先生たちは彼らにとても親身
に接しています。
これからも日本で安心して暮らせるよう
に支援をしていきたいと思います。（もり）
日曜日－13:30～15:30
木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30

＜クラス＞

学習者さんが書いてくれた作文をご紹介します。

ティーセレモニー ↓

国際交流会 ↓

←授業風景

書道→

叩けば“カーン”と音がするような厳冬の夜空。
獄中の鉄格子の隙間から見える冷たい満月に向かって、
胸の張り裂けそうな思いを叫びたい。たとえ月からの
こたえが、より一層の孤独感だけだと分かっていても。
この句を読んで、その情景を思い描くだけで、孤独の
淵に追いやられた人の痛みを感じずにはいられません
でした。
（西 武雄さん 福岡事件死刑囚 1975 年 6 月 17 日死刑執行）

西武雄

筆

ぬれぎぬ観音

わたし達の普通の暮らしの中で、「冤罪」という言葉が登場することは、あまりありません。
そこで「冤罪」って一体なに？という思いからこの学習会が開かれました。学習会の中身は非
常に重たい内容でしたが、より分かりやすく言うと「無実の罪」
。もっと平たく言うと「ぬれぎ
ぬ」。たとえ「わたしは、やっていない！」と真実の声を上げたとしても、日本の司法制度の現
状では再審への可能性が極めて低く、「死刑制度」を存続させると
同様に、世界の国々の中にあって先進国とは呼べない状況であるこ
とがよく分かりました。またこの叫びに応えて再審請求の全国行脚
を始められ「私は、わらじがぬがれない」と亡くなる際まで歩き続
け、膨大な資料作りに取り組んだ一人の老僧（古川泰隆師）の生き
ざまと、その遺志を継いだ家族の生き方に心を振るわされました。
残念ながら学習会に集まった人たちは１2～3 人と少数でしたが、通りがかりにポスターを見て
参加された近隣の方もあり、これからも取り組みを続けたいと思っています。

“こころの深呼吸”
お天気の定まらない春の午後でしたが、１６０名を超えるおおぜいの
方が来場され講演会が始まりました。当日は「熊本地震」から丁度２年
目。お話に先立って神戸中央教会の千枝美奈子さんによるパイプオルガ
ンの美しい演奏に心を整えられ、亡くなられた方々のため、また被災し
生活の再建に苦しむ方々を思い短い黙とうを捧げました。
お話は「ことば」「生きる」
「愛する」というテーマに沿って進められ会場と
なった聖堂のあちらこちらでウンウンと頷く聴衆の姿が見かけられました。
朝は老人ホームでのミサから始まり、その後教会付属の幼稚園でこども達を
相手に神様のお話し、続いて刑務所での教誨師として受刑者の話に耳を傾け
る。教会に戻ると待ち受けていた人たちの話を聞くというオールラウンドプ
レーヤーのような生活の実体験の中から紡ぎだされた言葉の数々は、何気なく発せられたひと
言に傷ついた心にまた競争を勝ち抜き思いあがった心に一服の涼風をもたらせてくれます。

『しんせいき』
今日は月末の木曜日や。そろそろ「新生紀」の日

永田
とちがうか？と、おじさん達が予測をつける。事務所
も、なんとなくざわついていると、おじさん達は、見当
をつけている。ずいぶん長く手伝ってくれてるもんな
ぁ。「新生紀」の日がわかるのだろう。
そこへダンボール箱が運び込まれる。おじさん達は、
３人４人と集まってきてくれる。シャワーをかかって、
まだ汗を拭きながらの人もくる。三つ折りか？ていね
いに折れよ！ などと野次がとぶ。
おじさんは、どんな作業が自分に合っているか、よく
センターは、年に 3 回「新生紀」というニュースレタ
ーを発行している。阪神淡路大震災の後からだから
23 年間多くの方々に読んでいただいている。
「新生紀」は係から各々の人達、あるいはグループ
へ原稿依頼をすることから始まる。集まった原稿を
順次印字し、校正を行い、編集作業をする。８ペー
ジ、時どき１０ページの時もある。

判っていて、Ａ４三つ折りグループが黙々と作業をし
ている。封筒の中へ入れるのが気にいったという人
あり、オイ、チョットセロテを長クシロヨ、ケチ！と言い
合って笑っているグループがある。
なんでも機械のこの時代に「新生紀」は、全過程を
人間の手がやっている。あと、3～4 通の封筒にセロ
テープを貼ると完了となる。「あとひとつ」「あとひとつ」
などと完了を知らせるおじさん達の掛け声がでる。そ

印刷にかかり、ページ合わせ、折りにかかる。そこ
までの作業を事務所内で終える。センターの活動を
行ないつつの作業ではあるが、ボランティア、スタッ
フ、久しぶりに立ち寄った人達、多くの人達が作業に
かかわる。手が空いていれば、１部でも３部でも折っ
ていこうという事務所内の雰囲気である。

約 3000 枚の印刷物を半折りするのに、かなりの
人手と労力、時間を必要とするのだが、事務所内で
も、手ぎわはよいが、あわてず、急がず集まった人達
はクールな気持ちで作業を行う。時には、共通話題
がでると笑い声もあがるが、手は動いている。

半折りにした印刷物は、ダンボール箱に入れ、交
流部屋へ運ばれる。交流部屋は、多目的に使われ
るが、炊き出しを食べ終えたおじさん達が、ひと息入
れる部屋である。木曜日午後、シャワー室を開けて
いるので、おじさん達、順番待ちの間、交流部屋にい
てひと息入れる。囲碁、将棋を楽しむ人達、戦局を
みる人たちもいる。交流部屋とは、ゆるいルールはあ
るが、おじさん達がくつろげる部屋だ。

して全部終了すると、だれからともなく、おわった。集
荷は、今来てもいいぞおーなどと、おどけるおじさん
達がいる。お手元に届く「新生紀」の内輪話を、ちょ
っとしてみた。

神戸地区社会活動委員会より
「彼と歩んだ この１０年」
『2017 年度活動報告』 ～シナピス神戸～
ＹＷＣＡ まごの手 島村 正
事務局
ガイドヘルパーとして彼に始めて会っ
たのはいつのことだろう。10 年前、いや
もうちょっと前。その頃の彼は、いつも
教 会 の 片 隅 で一 人 ポ ツ ン と 寂 し 気 に
座っていた。でも彼はとてもやさしく寂し
がり屋。誰かと話をしたかったろうに。周
りの人も彼とどう接すればよいか……。
彼はビートルズが好き、チャップリンも。
それに将棋。それで縁台将棋をやって
みた。縁台将棋はやじ馬がつきもの。
案の定一人、二人…。「そらあかんがな。
それええ手や」あら～、彼も笑顔で受け
答え。友達が一人、また一人増え、もう
こんなにたくさん。今ではその友達の中
に彼は溶け込み話が行き交う。彼から
も笑顔があふれ冗談も。
彼は一人暮らし。先生は「彼の病状を
考えると、一人暮らしができるとは、あ
まり考えられないこと。周りの方たちの
お陰では・・」という。それは神戸の冬を
支える会、カトリック社会活動神戸セン
ターの人々、そして彼を取り巻く仲間た
ち、教会の外でもあちらに一人、こちら
に一人……、多くの人たちの優しさと温
かさに包まれ見守られたたまもの。もち
ろんイエス様の大きな愛に包まれて。
ほんとに彼は幸せ者。彼は“普通、普
通”が好き。多くの人々に見守られて、
これからも“普通、普通”の彼らしい人生
を歩むことだろう。もうヘルパーとして彼
とかかわることはない。将棋仲間として
釣り仲間として彼の仲間たちに交じって、
これからは楽しい時間を彼とともに過ご
していこう。

野村 季里

主のご復活おめでとうございます。桜が満開の季節を迎え、
また新しい年度が始まろうとしています。2018 年度を始めるにあ
たり、より良い活動ができますよう少し昨年の活動を振り返って
みようと思います。
まずは平和旬間行事です。ここ数年地区評が中心となって開
催されていますので、社会活動委員会は裏方のサポートとなり
ます。今年は子どもたちへむけてのメッセージということを中心
に企画されました。今年は「ふっこうのかけ橋」のこどもたちも参
加することになり、例年になく子どもたちの多い平和旬間となり
ました。DVD 上映と分かち合い、平和祈願ミサですが、DVD が
ちょっと見にくかったのが残念でした。ミサの共同祈願での子ど
もたちの飾らない言葉に平和を続けてゆくことがおとなの責任で
あることを強く思いました。
12 月にはクリスマスチャリティーコンサート、直前の定例会で
まさかの「須磨夜回り 3 月で活動を終了」という発表があり、須磨
夜回りへの支援が今回が最後ということになりました。11 回目と
もなりますと随分成熟したコンサートになったようですが、趣旨の
理解ということに関しては毎年試行錯誤です。そんな中初参加
のグループの方が野宿者のことを初めて知り、炊き出しにも興
味を持ってくださったとお聞きして、一歩一歩諦めずに伝える事
の大切さも感じました。
年が変り 2018 年、2 月には学習会、静修会と立て続けに開催
されました。学習会は「憲法 9 条と日本のゆくえを考える」という
テーマで大阪弁護士会の西晃さんにお話しをしていただきまし
た。PR 期間が短く参加者が少なかったのは残念でしたが、寒い
中、わざわざ会場へ足を運んでくださった方々は今の日本の行
方を心から案じている方々で、何とかしなくてはという熱い気持
ちが質疑応答やティータイムでの会話から強く伝わってきました。
そして、締めくくりの静修会、会場は住吉教会をお借りしました。
昨年から参加者が増えたのですが、今年は昨年をさらに上回る
方々が参加してくださいました。
申神父さまのお話しは教会というところのやっかいな部分を的確
に表現され、参加者の方々も大きくうなずいておられました。私
達はもうすでに神様に愛されているということを
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き続きよろしくお願いいたします。

～ お知らせコーナー ～

“ふっこうのかけ橋”
2018

★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。

福島おやこ支援プロジェクト
☆ 必要な物：
：
日時：８月３日（金）～５日（日）
場所：神戸市立“しぜんの家”六甲山

・夏物衣類（比較的新しい物）
・下着類・くつした
下着類・くつした
＊いずれも男性用新品
＊いずれも男性用新品

ボランティア募集中
こども達と一緒に登山やアスレチック、
キャンプファイアーをします。
事務局：カトリック社会活動神戸センター
問合先：078-271-3248 （やまの）

・衣料用洗剤
・台所用洗剤
・タオル、石鹸
・トイレットペーパー（入居用）
トイレットペーパー（入居用）
・毛布、寝袋、タオルケット
・食品用ラップ

★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。

００９１０－５－１４１４０８

◎一般寄付および賛助会員費の振込み先
郵便振替口座

・紙コップ （夜まわりのおにぎり、
夜まわりのおにぎり、
みそ汁
みそ汁用）
・蚊取りせんこう（夜まわり用）
・蚊取りせんこう（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、
クリーミングパウダー、お菓子など
（YOUYOU、
YOUYOU、なかやまてカフェ用）
なかやまてカフェ用）

「カトリック社会活動神戸センター」

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

通年にわたって必要です。
通年にわたって必要です。

宜しくお願い申し上げます。

＊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
★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。

☆ 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、ご了承ください。
せんが、ご了承ください。

★2017年度 年間活動報告（2017年4月～2018年3月）

＜野宿者・高齢者支援活動＞

１．炊き出し利用者数
２．夜回り
３．生活支援(入居支援含む）
４．日中の支援
シャワー
さんぱつ
物資（衣類の提供）
医療相談
せんたく
５．住宅、病院、施設訪問（訪問先人数）
６．同行支援（役所、病院等）
７．脇の浜茶話会（月１回）
８．なかやまてカフェ（月１回）
＜外国人支援（日本語でこんにちは）＞

日本語でこんにちは（クラス）
国際交流会 etc
＜中山手ミーティングYOUYOU＞

ミーティング参加者数

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数
14,484
1,075
3,120

14,953
1,215
3,026

100
28
9

103
31
9

145
38
363

788
570
417
450
1,322
288
165
352
181

806
592
466
570
1,495
272
224
380
159

16
11
9
10
9
2
1
29
15

17
12
9
10
9
2
1
32
13

49
50
47
45
142
168
127
12
12

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総クラス数
721
45

868
40

6
45

7
40

118
1

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数
338

364

7

7

47

延べ人数 (前年度) 参加学校数 (前年度) 総回数
参加者数
133
164
6
10
38
*参加学校名：六甲学院 愛徳学園、神戸大学、啓明学院、和光高校、灘高校
＜COME&SEE（体験学習）＞

＜ボランティア参加者数＞

１．炊き出し活動
２．夜まわり活動
３．日中の支援活動
４．脇の浜茶話会
５．なかやまてカフェ
６．日本語でこんにちは

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数
1,553
309
1,195
92
33
627

1,470
261
1,171
82
47
798

11
8
3
8
3
5

11
7
3
7
4
7

145
38
363
12
12
118

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

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）

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
★外国人支援
生活相談／洗濯／シャワー
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。
物資提供／散髪〈小野浜公園にて〉
相談・関係機関への連絡・情報の提供等。
金曜日－10:00～16:00
※NGO神戸外国人救援ネットとも連携しています。
医療相談／洗濯
土曜日－10:00～16:00
『日本語でこんにちは』
生活相談／医療相談（第２土曜）
＜活動日＞
月・水・金－物資の整理・日中まわり
木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30
病院訪問（必要に応じて）
日曜日－13:30～15:30
★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

自分をみつめ、自分の生き方を考える
野宿から居宅に移った方のための集い。
仲間の集まりです。気軽にお越し下さい。
（第 2 水曜日 13:30～15:00）
（金曜日 10：30～12：00）
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ バックアップしています ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
.A ご家族や友人にアルコール、薬物、ギャンブル、
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 Ｆ.A
買い物、ゲーム、摂食障害等さまざまな依存症の問題を
（火曜日13:30～ 、水曜日19:00～
持つ方のための自助グループ（火曜 19:00～20:30）
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 家族の回復ステップ 12 アルコール依存症者を家族や
（木曜日 19:00～ 、金曜日 19:00～）
友人に持つ方たちの集まりです。
ナラノン 薬物依存症の人の家族のミーティング
（土曜 10:30～12:00 第5土と祝日は休み）
（月曜日 14:00～）
☆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

センターでは毎日その日の活動と対応で、あっという間に一日が過ぎて行きます。それで新生紀の編集作業がは
かどらなく発送予定日が近づくと焦ってきます。でも大切なことは読んでくださる皆さんに新生紀をお届けすること、
と思ったら焦りは消え自然と心が落ち着きます。しかも発送作業を一緒にしてくれるおじさんたちが発送日を知らせ
ていないのに張り切って待ち構えていてくれてうれしくなります。つい時間に追われて活動や仕事をやりこなす、と言
ったことはよくありがちですが、何のために誰のためにという本来の目的を思い出すと焦りは消え、不思議と物事が
うまくいきます。同じ事をしても「時間に振り回される」より「何かができる時間（とき）がある」ことに感謝です。（も）

編集後記

