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                                        山野 真実子                                              

 第 100回目の記念大会を迎えた選抜高校野球も汗と土埃の激戦の末に決勝戦も終わり、56校中の1校が優勝

旗を手にした。確かにたくさんの対戦相手を勝ち抜き、特別熱かった今年の夏を投げて、打って、守っての毎

日に体力も限界に達していただろうことは想像に難くない。甲子園出場を目指して、くる日も来る日も努力を

積み重ねたすべての選手達に拍手を送りたいと思うと同時に、この優勝旗は最後に勝ち残った 1 校だけのもの

ではなく、勝ち残れなかった 55校、引いては甲子園を目指したすべての高校生の代表として受け取ったのでは

ないかと思った時、妙に納得出来た。いつの時もリアルタイムで観戦することはないが、中にはプロ顔負けの

選手も何人かいたようだったが、緊張を強いられる試合の連続の中で今回はホッとする場面が何回かあった。

それは、試合前に行われるチョッとしたイベント的な始球式だった。同じ高校野球からプロ入りし、有名になっ

た元野球選手達の登場とそのピッチングぶりがなんとも微笑ましかった。現役を離れ、投げ込むことがなくな

るとこんなにも球威が落ち、球筋も乱れるものなのだと当たり前のことながら驚いた。この先輩たちの微笑ま

しい姿に彼らの緊張も和らぎ試合へと気分が転換できたようにも見えた。野球音痴の私がこんなに高校野球に

関心を持ったのは初めてのことだった。 

さて私たちセンターでは、いつもこの新生紀を通して、皆様に活動を紹介させて頂いているが、「炊き出し」や

「夜回り」「お茶会」「日本語でこんにちは」のように必要としている人のために行われる対症療法的な活動と

「COME&SEE」のように社会の在り方に変化をもたらすことを期待して行なう原因療法的な活動にも重きを置

き、高校生を中心とした若者を受け入れている。前年度は約 140 人の若者が参加し、プログラムを通して何か

を感じて自分の生活へと戻って行った。毎回実活動が始まる前にガイダンスを行い、「今日、ここに何をしに来

たか」を確認している。炊き出しへの参加者が多い中、彼らは一様に「調理しに来ました」という。「普段から

やってるの？」との問いに「母親に煩がられるから、あまりやったことがない」という返答が平均的な反応で、

包丁を持ったことも、米を研いだことも、野菜を洗ったこともないと言う。もちろん、こちらもそれを期待し

ているわけではなく、むしろ指を切ったり、熱中症でひっくり返ることなく無事に帰ってくれることを願って

おり「君達の包丁さばきを期待しているのではない」とハッキリ伝えると「えっ？」というように表情が固ま

る。その顔を前に、本当の目的は自分たちが暮らすこの社会を見直すことなのだと告げると、またまた「えっ？」

という顔に。「炊き出し」ごときで、この人は何を言っているのだろうとでも言いた気な短い沈黙が生まれる。

自分をスタンダードだと思って今の生活を享受している若者には、炊き出しの列に並ぶ人や夜の公園や駐車場

で野宿する人の姿は目に映らない。社会を構成しているメンバーは決して自分たちだけではなく、さまざまな

人がおり、さまざまな暮らしがある中で今を生かされていることを知ってもらいたいと今日も「COME&SEE」

を続けている。 



野宿者支援グループ 

 
『小野浜今昔』  山野 真実子 
   

 1998 年 12 月から本格的に始まった野宿者支

援のための炊き出しは、この年末で丸 20年となり

ます。すべては1・17と呼ばれている「阪神淡路大

震災」から始まり、多くの仲間や支援者の方々の

大きな協力によって今日を迎えることが出来まし

たが、すべてが順風だった訳ではなく、紆余曲折

の末の今日です。    

震災で被災した教会の建物は再度の使用が叶

わず全面取り壊しとなり、数年の歳月をかけて

2004 年にようやく新しい教会施設が完成。ここ中

山手に炊き出しも戻るはずでした。が、近隣から

の猛反対にあい、住民説明会を積み重ねました

が、結果了解が得られず、炊き出しだけが神戸市

との交渉の末、小野浜公園で継続されることにな

りました。すでに建て替えのために旧下山手教会

に移転した時点で炊き出しは小野浜公園に場所

を移して継続していましたので、ここでの継続に

大きな混乱はありませんでしたが、以来、公園内

でも工事等の都度、場所を転々とし、旅する炊き

出しは今ようやく南の端に移り５年が経ちました。

今では炊き出しを利用する顔ぶれも大きく様変わ

りし、年齢層もグッと若くなっています。また最近

では少し現場仕事が動き出しているようで、解体

やゴミ屋敷の片付けなどの作業に野宿現場から

通っている人もあるようですが、いずれにしても恒

常的にある仕事ではなく、なかなか暮らしの取り

戻しにまで至ることは無さそうです。 

 

 

 

 

 

 

さて、火・木・土、週３回の炊き出しは神戸地区

のカトリック教会９小教区（明石、垂水、北須磨、

鈴蘭台、兵庫、神戸中央、六甲、住吉、三田）と神

戸中央教会の英語グループ、また近隣のプロテ

スタント教会が定期的に担当くださり、ランダムに

地域住民のインド人グループや中高生、大学生

等も参加し、炊き出しを支えています。毎回の取

り組みは、炊き出しが基本アイテムで、そのほか

に週一で散髪コーナーや衣類等の物資の提供、

シャワーの受付などが行われています。当事者

の参加型炊き出しを目指して、調理や配食の手

伝い、またテントや机、いすの設営撤収作業も一

緒に行い共に汗を流しています。 

ちなみに気になるメニューの一部を書いてみます。

基本は「具沢山の味噌汁とご飯またはおにぎり」、

他に「カレー」「牛丼」「ちらし寿司」「中華丼」「親子

丼」、フィリピンフードの「アドボ」や「アフリターダ」

などバラエティー豊かなメニューが提供されてい

ます。 

小野浜公園は、広い敷地のほとんどが球技練

習場としてフェンスで囲まれており、私たちが炊き

出しで使える場所は整備されていない凸凹の運

動場の続きのような所です。毎回、常設の許可を

もらっている小さな倉庫一つとイスや流し台を置く

スペースから必要な機材を取り出して設営し、終

了後はまたもとの何もない公園へと原状復帰をし

て帰ります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

これらの取り組みの他に通年で「COME＆SEE」

という若者対象の体験学習が行われ、特に夏休

みを中心に 100 名近い中高大学生が炊き出しや

夜回りに参加しています。暑い夏場にナイロン製

テントの下での調理や煮炊きは体力のある彼ら

にとってもキツイらしく、帰りの車中は誰も喋るこ

となく無言でセンターに帰着。ボランティア室での

冷たいお茶で一気

に緊張が解け、生

き返ったような様子

になっています。 

普段接すること

のない野宿のおじさ

んを間近に、彼らは

何をどのように感じ

取っているのか、疲

れ果てたその口か

らは、あまり聞こえ

てはきませんが、私

たちの大切なプログ

ラムの一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『散髪屋さん』         加藤 厚子 

  

散髪屋さんといっても、美しく整えられ、クーラーの

効いた快適な部屋ではない。海辺の近くのサッカー練

習場の脇あたりにある。そこには、７～８本のテントを

張り出し、炊き出し会場を設営する。その少し離れた

風通しの良い木陰に細長いテーブルを並べて、その

上に散髪道具を置き、申し込み用紙をぺらっと 1 枚置

いておく。そこに名前さえ書き込めば、誰でも無償でし

てもらえるといった単純なもので、発電機のエンジン

の爆音と共に開店する。 

 そこに書かれる名前は、さも実直そうな角張った字

や、フルネームをカタカナで書く人がいる。又、ふるえ

る手で書かれたものなどは、どうにも読みづらいもの

だ。髪型としては、夏場は大方、坊主刈りが多く、すそ

刈り、時には今流行りのものをと注文されるが、私達

もできるだけ注文通りに応えたいが、ここでは細かい

ことまで聞くことが難しい。又、横からヤジが飛ぶとい

った賑やかさや、最初から、かまえて文句タラタラ言わ

ないと気が済まない人がいる。こちらも一言返したい

ところ、グッと押えるようにしている。 

 毎週木曜日、ボランティアは2、3人。申し込まれる人

は、日に４～５人、多い日は 20 人以上になる日もある。

自分から言いにくい人には「散髪しませんか？」と声

かけをして回ることもある。二つ返事で腰をあげる人

や、声かけをひたすら待っている人がいる。中には無

言でそっぽをむかれることもある。 

ある人が「仕事が見つかった、今日契約に行くね

ん！さっぱりしてくれへんか？」と言った。そして「面接

やのうて、契約やで」と嬉しそうに付け加えた。その人

は２～３年前に面接で断られたことがある。年齢のせ

いで断られたのではないかと弱気だった。しかし、今

回仕事が決まり、とても嬉しそうにされていたので、こ

ちらも嬉しくなった。それから懐かしむように「もうここ

に来られへんようになるな～」と言ったので、「いえ、そ

の方がええのよ。私達は、ここへ来なくても済む人が

増えることを望んでいるのよ」と返した。 

 私達は、ホームレスの方達に寄り添っていけるよう

な散髪屋でありたいと願っている。神に感謝。 散髪屋さん 



『ふっこうのかけ橋 2018』  
～神戸地区合同キャンプを終えて～ 

     ふっこうのかけ橋実行委員 松﨑 裕子 

8/2～8/6 今年も「ふっこうのかけ橋」プログラム

が行われました。 

今年は、福島から 24 名の親子が神戸にやって

きました。初日は、姫路城を観光し、姫路教会に

立ち寄りました。 

8/3 神戸地区の子ども達と一緒に、六甲自然の

家へのキャンプに出発しました。直前の豪雨で、

登山道など各所土砂崩れなどの影響を受けてい

ました。また、例年に勝る暑さのため、熱中症など

の心配もあり、登山はやめてケーブルとロープウ

ェイを使うことになりました。途中、暑さでバテる子

どもも出ましたが、なんとか無事に六甲自然の家

に到着。六甲山では、涼しい風が吹き、階段が多

いこと以外はとても過ごしやすい空間でした。 

2日目には、BBQ＆飯ごう炊飯、カヌー＆アーチ

ェリー、低学年はザリガニ釣りで大盛り上がり。夜

は、キャンプファイヤーに謎の宇宙人が乱入したり、

と盛りだくさんのスケジュールを楽しみました。 

３日目には下山、無事に神戸中央教会に戻って

きました。暑い中にもかかわらず、子ども達は元気、

元気で、真っ黒に日焼けした姿で、お迎えに来てく

れたご家族の方々へ、この上ない笑顔を振りまい

ていました。 

 

 

       スタート地点ではよそよそしかったお 

      友達同士も、自然の中で２泊３日を共

に過ごすことで、今までずっと友達だ

った？と思われるほどに仲良くなって

いました。そしてまた、今年はいつも

に増して、高校生・大学生のリーダー

達が本当によく頑張り、子ども達もす

っかり懐いていました。今年の暑いキ

ャンプは、彼らなしでは成り立たなか

った、と心から感謝しています。 

 また、キャンプ中、生活を共にしてく

ださったエマニュエル神父様をはじめ、

暑い暑い中、ドロドロの汗がサラサラ

の汗になるまで汗をかいてくださった

リーダーの皆様、六甲山へは登らな

かったけれど、下見や準備、また、お母さんプロジ

ェクトでお世話になった方々、「ふっこうのかけ橋」

プロジェクトのために、ご寄付、お祈り下さった皆

様に心より感謝申し上げます。 

今年も、たくさんの子ども達のはちきれんばかり

の笑顔に出会えました。本当にありがとうございま

した。神に感謝。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



六甲生リーダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

『 ネコ 』   ねこ永田 
 

 12年 1ヶ月いきたねこ「ニャン」が死んだ。わたし

は、次に猫を飼う気持ちを持っていなかった。が。 

夫は、ネコを飼いたいと言い始めた。一日山の本を

読むか、眠るか、放心するかの日課の夫は、猫か犬

が友達となってほしいだろう。判る、その気持ち。 

 動物ボラをしている人の伝手でネコがすぐ見つか

った。 

「ニャン」は男の子だった。かなり無口だった。が新

入りは、女の子で超おしゃべり。眠っている以外しゃ

べっている。 

 まだまだこどもだから、声が尖っていて甲高い。

人間の耳には非常に「ウルサイ」。「はな」と呼ばれ

ていたらしいので、うちでも「はな」と呼んでいる。

ところが、はなでも、おいでも、にゃんでも声をかけ

れば啼く。そして啼き始めたら止まらない。 

 人からも、同類ねこにもあまり仲良しにされてい

なかったとしか考えられない。今、ウルサイと一喝す

る前に、頭なでなで、お腹ぐりぐり、のどをくるくるし

まくつてやる。すぐ自分専用台へ飛び上ってねむっ

てしまう。これでいい

んだな「はな」。 

 

 

 

『 高齢者 』  ねこ永田 
 

 高齢となり、心身共に脆くなった。 

わたしには、脚、腰の痛みがないので、他の高齢者

の痛みが判らない。想像するのみだ。想像には、現

実味が伴わないので、まあ、他人の辛さ痛さは、わ

が身には判らないと言った方が正確だ。その上、わ

たしには口や眼の表情で相手に同感する習慣に欠

けている。故にいよいよ他人の辛さ、うれしさを感じ

合うというコミュニケーションに欠け、情けない。い

い歳なんだから、いい加減、想像力に現実味をくわ

え、その実感は薄いかもしれないが眼や口を駆使し

た共感を表す術を会得できれば本物の高齢者と 

言えるのに、まったくもって半端ものである。 



神戸地区社会活動委員会より 
       （シナピス神戸） 

『平和旬間によせて』                                          
                    野村 季里 

  

5月の下旬、かねてから訪れたいと思っていた

鹿児島の知覧特攻平和会館へ行ってきました。 

この場所がどんな所かは皆様よく御存じのこ

とでしょうから詳しい説明は不要と思いますの

で、いきなりですが見てきたことや感じたことを

書いてゆきたいと思います。 

入ってすぐに聞こえるのは見学をしている

方々のすすり泣く声です。その異様な空気は何と

も形容しがたいです。そんな中展示されている特

別攻撃隊員の家族や婚約者、友人知人に宛てた手

紙をひとつひとつ読んでいきました。 

几帳面な文字で書かれた手紙は、言葉はそれぞ

れですが、どの手紙も両親の健康を心配し、幼い

兄弟にあとを託し、平和を願いながら出撃して行

く 20歳前後の若者のものでした。 

当然検閲があるのでしょうから、どの手紙も勇

ましく、「轟沈」（敵の艦船などを一瞬にして沈没

させること）などという言葉が書かれていました。 

手紙のほかに遺品、遺影なども展示されており、

その中には「轟沈」と、日の丸と共に大きくかか

れた手ぬぐいのようなものも有り、これらはおそ

らく突撃の時に身につけていたものと思われま

す。それらの多くは戦後アメリカから返還された

ものということです。 

彼らは「轟沈」することなく命だけ落としてし

まったのです。20 歳前後の将来のある若者たち

です。その数は 1,036名と言われています。 

 

私はその場に居ることが苦しくなりました。怒

りの涙が止まりませんでした。 

彼らに出撃命令を下した者は粗末な飛行機で

敵艦船に激突して沈めることができると信じて

いたのでしょうか？そんなことは無駄だときっ

と解っていたと思います。それでも命令を下さざ

るを得ない、そしてそれに従わなくてはならない、

理不尽などという言葉では到底言い表すことの

できない暴挙です。 

あらためてこの若者たちの死の意味を考えず

にはいられませんでした。歴史のひとこまにして

はいけないと思いました。戦争は大人が始めて若

者が死んでゆくという事実を思い知らされた場

所でした。 

わたしたちひとりひとりの声は小さく弱いも

のかもしれませんが、73 年前のこの出来事を忘

れることなく平和の大切さ、命の尊さを語り続け

るという強い意志を持ちたいと思いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

★ 秋のバザー＆こどもまつり 10月７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） 

  ～ お知らせコーナー ～ 
 

 

 

 

★クリスマス・チャリティ 

   コンサート2018のおしらせ★ 
 活動センター支援のために、 

今年も開催されます。 
 

   日時：１２月１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。 

◎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： 

・男性用衣類（比較的新しい物） 

  ・男性用下着類・くつした 

          ＊いずれも新品 

  ・台所用洗剤・シャンプー 

  ・タオル、石鹸 

 ・トイレットペーパー（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 

  おにぎり、インスタントみそ汁用） 

・蚊取り線香、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、クリーミングパウダー、お菓子など 

  （YOUYOU、なかやまてカフェ用） 

・切手（使用可能なもの） 

 ※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。 

 ＊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。  

 

☆ 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  



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 

 （第 2、4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。 

    （土曜 10:30～12:00 第5土と祝日は休み） 

 

 

 

  

 

 

  

 

編集後記  先日、山口県で行方不明だった 2 歳の男の子が、大分県からボランティアで駆けつけた 78 歳

のおじちゃん（その素朴さに親しみを込めておじちゃんと呼ばせていただきます）によって無事見つけ出されました。

なんとしても見つけたいという思いと経験と勘が見事に活かされました。その純粋さによって天から直感を与えられた

かにも思えました。その後、そのおじちゃんはスーパーボランティアと呼ばれたりもしています。 

ボランティアという言葉を調べてみると、まず「志願する」や「自発的」とあります。義務や誰かに強制されるのではなく

自ら進んで他のために行う、それは無報酬であり、尚且つ精神的にもいっさいの見返りを求めないということです。 

そしてまた、無報酬であっても責任を持って行動します。それは義務からくる責任ではなく人としての責任で、おのず

と備わるのではないでしょうか。（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  （＊祝日は休み） 

 


