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発行

山野 真実子
ワケあって一日に何度か同じ行程を運転することが時折あります。１回目、たとえ通い慣れた道であっ
ても、これには必ずと言っても良いくらいに新しい発見があり、余裕を持ってハンドルを握っています。
２往復目くらい迄は嫌気もささずに走れるのですが、さすがに３往復目となると先ほどの余裕はどこへや
ら、多少ウンザリ感が漂い注意も散漫になりがちで危険さえも感じることがあります。そんな時、少し遠
回りかもしれないと思いつつも思い切ってコースを変えてみることがあります。そんなある日、件の３往
復目。いつもは南に曲るところを北へハンドルを切りました。その瞬間、暗闇の北野の山に向かい、風に
揺られながらも灯っている電球色のイルミネーションの美しさに目を奪われました。夕暮れにとっぷりと
つかった北野坂の並木道はその単色のイルミネーションに飾られ、珍しくたくさんの観光客が行き交い、
カメラを手にした人たちがシャッターを切っていました。ところが、ほとんどのカメラマンは南を向いて
シャッターを切っているのです。北野坂のてっぺんから三宮の繁華街に続く通りは、次第にカラフルにな
り色の洪水に飲み込まれて行きます。いま流行りのいわゆる“インスタ映え”するのでしょうが、バックミ
ラーに映った南向きの光景を私は残念ながら綺麗だと感じられませんでした。なぜそう感じられなかった
かと思いを巡らすと一つは夜の繁華街の煌びやかさとは対照的な朝の無残な光景からくる固定観念で、も
う一つは通り過ぎていく観光客には時間的な余裕などなく表層的な部分しか見ることが出来ないだろうと
いう先入観があることが分かりました。この２つの自由な発想を妨げる思いから自分自身が解き放たれな
いと、ここに書く言葉も宙を舞い、落ち着く先を見失ってしまうのだろうとうすらぼんやりした頭で考え
込んでしまいました。
さて、今年も終盤を迎え、去る１２月の第１土曜日にセンター野宿者支援のためのコンサートがカトリッ
ク神⼾地区社会活動委員会主催で開催されました。開催当初は、これからの社会を担う若者に社会への関
心を持ってもらいたいということも一つの柱としてあり、出演者の年齢も２０代が大半でした。そして
１０数年が経ち、その若者たちも家庭を持ち子育ての世代に突入。今ではヘビメタの音楽からも少しご無
沙汰しているようで出演の機会があまりありませんが、それぞれに守備範囲を心得ているようです。今年
のコンサートは初参加の方も多く、それぞれにステキな持ち味があり“ミルフィーユのような旨味”を感じ
させてくれるものでした。各演奏が始まる前に野宿者支援へのメッセージが司会者によって代読され、そ
の思いを込めての演奏に心がポッと温かくなるのを感じました。
その中の一つに“いつも

同じ場所で

同じように・・・必ず。”と言う言葉がありました。２０数年間

を炊出しと共に歩んできた私は最近その意味を問い直し続けていました。たとえば件の３往復目になって
はいないかと。人との出会いは１回として同じことはなく常に新たな発見があるはずなのですが、見慣れ
た光景の中に埋没しがちな自分の感性に対し、“ボーッと生きてんじゃねぇよ”（チコちゃんに叱られる）とば
かりに頭と心を優しくわしづかみされたのでした。震災からもうすぐ四半世紀を迎えようとする今、また
社会に人を思いやる優しさが消えかけているような気がする中で、多くの協力者の手があればこそ出来る
ことではありますが、日々をていねいにこの思いを持ち続けて行きたいと願いました。この一年も様々な
形で共に歩んでくださったお一人おひとりに心から感謝申し上げます。

野宿者支援グループ

外国人支援グループ
～日本語でこんにちは～

『夜回りの意味』
荒川 詞恩
10％ この数字を見てあなたは何を思いつきますか？
消費税増税…プロ野球のピッチャーの打率…もち
ろんそれも正解です。しかし、この 10％という数字、も
っと皆さんが驚くような数値なんです。それは全世界
のうち、壁と屋根がある家で安心して夜眠ることが出
来る人の割合です。私達が当たり前の様に夜になると
安心して寝て、朝になると眠いなぁと思いながら起きる。
これが出来るのは世界のうちたったの 10 人に 1 人な
んです。日本では幸いにもほとんどの人がこの 10％
に入っています。しかし、入れない人もいます。野宿者
の方がそうです。
その野宿者を支援する活動のひとつに夜回りがあり
ます。夜回りでは週に１度、安否確認を主として野宿
者の方におにぎりやお味噌汁を配ったりします。嬉し
いことに、野宿者の方の中には毎週のように私達を待
ち、ありがとうと微笑んでくださる方もいます。一方で、
私達が話しかけると怒る方もいます。そんな方でも何
度も話しかけることで、何か月、何年後には微笑む側
の人になっていたりもします。まだまだ夜回り歴の短
い私ですが、この時の喜びが夜回りの醍醐味なのか
なと最近思いはじめました。
この夜回りを通して私は多くのことを学べたと思って
います。野宿者の方やその実状に少し詳しくなれたの
はもちろん、他者のために生きる精神を持った方々の
集まりのようなあの夜回りグループの先輩方との話は
とても楽しく、その上勉強になることばかりでした。直
接言うのは恥ずかしいですが、感謝しかないというの
が正直な気持ちです。
残念なことに、私は来年から住み慣れた神戸を離れ
地方の大学に進学します。楽しかった高校とともにこ
の夜回りをも卒業しなければなりません。野宿者を支
援する活動に対してこのような感情を抱くのはどうか
とも思いますが、私にとってとても有意義で、あたたか
い、そして楽しい活動でした。ありがとうございました。
＜夜回り＞ 毎週水曜日－１９:３０活動センターに集合
※第一水曜日は勉強会で夜回りは休みです。

西阪 真知子
中国語仲間だった方から誘われ 2011 年か
ら「日本語でこんにちは」に参加していつの間
にか７年も経ちびっくりです。元々日本語教師
養成講座に通ったのは中国語教室開催の残
留孤児日本語教室の為でした。でも曜日の都
合が合わず参加せぬまま３年が過ぎ教え方も
忘れた頃だったので最初は教えるのも手探り
状態でした。今もまだまだそうですが。
少し中国語が話せる為か一組のフィリピン
ご夫婦以外中国の方ばかり７人を担当、日本
ではつい一絡げに中国人はと言いがちですが
当然の事ながら出身や環境で一人一人違うな
～というのが実感です。都市部の大学出で日
本の会社勤務や中国での仕事上の関係で学
ぶ方とかは余裕も有り勉強時間も取れます。
でも地方出でいわゆる出稼ぎとして来日の方
は時に仕事も掛持ち、疲れも溜まり意欲は有
っても予習復習も儘ならぬ時も、どうしたら実
生活で役立つ日本語を教えられるか試行錯誤
しています。時には職場のグチを聞いてストレ
スを和らげてあげるのもボランティアの仕事の
一つかなと思う時も有りました。フィリピンご夫
妻は初めての漢字圏以外の国の方で少し戸
惑ったけど慣れた頃に担当を変わり結局来ら
れなくなって残念でした。
何れにせよ皆各々にいい方ばかり、今担当
の中国の方も何も言わないのに最初から率先
して片付けを手伝ってくれます。中国人はマナ
ー悪いと偏見を持つ人が多くて悲しくなります。
ボランティアとして一番嬉しいのは違う国の学
習者さん同士が覚えた日本語でお喋り、交流
されているのを見る時、中国、インド、ベトナム、
フィリピン、ミャンマー等々、国同士は色々有っ
ても個人は別、日本語が仲立ちになって交流
が生まれるのを手伝えるのはとてもやりがい
が有ります。阪急から教会までの途中は特に
外国人が多く、５ヶ国語位聞こえてくる事も。

今後増々増えるだろう外国の方に今後も日本語を
教えて行けたらと思います。
＜クラス＞木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30
日曜日－13:30～15:30

「 はな 」

ねこ永田

この五月末に、うちにねこがきた。
「はな」と呼ばれていたというので、うちでも
「はな」と呼んで、いっしょに暮している。ニ
じょう

ャア、ニャア、ニャア、ニャアの 30 乗 ぐらい
おしゃべり。
うちへ来た当初、ニャアと啼けば、頭をなで
なで、おなかぐりぐり。眉間から鼻頭をやさし
↑ レッスン風景 ↓

く触れ、のどをこりこりという按配に。
だが「はな」が訴えるニャアンの声の軽さ重
さに、今自分がしてほしい事はコレナンダとい
う具体的な要望が含まれていることに、人間で
あるわたしは気付いた。
要求する事は多くはない。六時三十分の目覚
し時計の後、十分位すると、ニャアと啼く。カ
リカリを与える。暫くすると室内を歩きまわり、
それから走りかける頃ニヤゴオ。行っといで、
きれいになってるよと言うとトイレである。終
るとニャゴオであり＝すんだよ。
次にこっち、こっちへ来てよニャオー。網戸

11 月文化の日に合わせて書道体験
↓ 神戸中央教会の先生がたのご指導を受けながら

から外を見たいのであるが、朝この要求には応
えない。いそがしいから。わからずやをすると
大声でアサハダメ！と怒鳴る。
電話がかかってくると、電話でも話したぁい、
ニャニャニャである。
眠る前、一日の内いちばんの楽しみが、網戸
から外気を味わうこと。窓際へひょいととび上
がり、寒い空気、雨っぽい湿っ気、雨音をたの
しむ。三回くりかえして、やっと満足。さっさ
と棚へとびのり、箪笥へ飛び上り、なんともか
わいい目を向ける。
そんな端でねると落ちるよと
いう程端っこで眠ってしまう。
おしゃべりには、深遠な意味が
あるんだなぁ「はな」。落ちる
んじゃないよ「はな」。

神戸地区社会活動委員会より
センター野宿者支援のための

クリスマスチャリティーコンサート 2018

「小さな出来事だったはずですが、、、」
鈴蘭台教会

田路 準子

平成 30 年 12 月 1 日、第 13 回クリスマスチャリティ
コンサートへ行ける日が、やっときました！
5 年前、鈴蘭台教会に移転してきた私は、信者の方
からの薦めで 3 年ほど前から社会活動委員会に入り
ました。1995 年の阪神淡路大震災で旧下山手教会が
全壊し、半壊した旧中山手教会と旧灘教会とがひと
つになり、カトリック神戸中央教会となりました。
その震災をきっかけに「カトリック社会活動神戸セン
ター」ができたそうです。私は炊き出しなどの手伝い
を出来る時にできるだけしています。
まあ、何はともあれ当時まだ手のかかる子供達も
中学生になり、やっとこ一度は行って見たかった 12 月
のクリスマスチャリティコンサートに参加が実現できた
のでした。もちろん、観客だけではなく、舞台作りから
器材運び、駐車場整備、入り口付近での販売用手芸
品並べ、、、どれもしっかりとは手伝っていないものの、
ウキウキ心が高鳴るのが分かりました。
1 時から 3 時間程のコンサート。 Cantate Domino、
グレゴリアン心が洗われるよう！ オカリナ.アンジェ
ラスさん、優しいハーモニー。

兵庫クワイアさん、ア

メイジング Grace の日本語訳や、歌の追いかけっこが
リズミカルで楽しかった。 J.フロマージュさん、竹の
音色で風景を感じさせる！優しい贈り物のような。
HITTY さん、伸びやかな歌声にうっとり。

上原綾乃さん、優しいギターの音色、支援者を応援
する思いが伝わってきました。 濱嵜.藤浦さん、素晴
らしい！ soul Harmony さん、元気、勇気をもらいまし
た。 Musica Deliciosa さん、じ〜んときました。
Marcia&Moominpapa さん、気持ちよく楽しくなりました！
2 人の天使懐かしかった。 海星の学生コーラスChorus
Stella Maris、震災時はまだ生まれてなかったけど、出
演し協力して未来へ繋げて欲しいと思いました。
神父様バンド Voice of Peace はまさかフランス人が
コブシを回して昭和を歌うとは！生まれて初めて見
ました。面白かったし、感動しました。
コンサートに関わった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

朝８時から帰った 17 時までで、分かったことは、野
宿者をつくったのは人間です。野宿者を支える事を
教会はしていかなくてはいけません。
そして、コンサート会場に 210 人くらいの「協力した
い人」「優しい人」「心を支える人」「元気をくれる人」
「頑張りたい人」「ありがとうと感謝する人」 こんな
人たちが隣に座っていたり、前に立ったりして皆、最
後には一緒に歌っていました。
今日一日、小さな出来事だったはずですが、自分
の命、人の命を大切にして、生きたいと思いました。
また炊き出しの木曜日がきます。なるべく、いつもと
同じ場所でいつもと同じように頑張っていきたいです。

↑最後に出演者全員と会場の皆さんひとつになりテーマ
ソングになっている『ビリーブ』を歌いました。

出演者からのメッセージをいくつかご紹介します。
（野宿者支援活動への思い）

↓おじさんコーラスの「むかし少年合唱団」です!!

・僕が入院していて思ったことは、現在まともな医療を
受けれていない人がいるのでは？事情でそれができず、
病を抱えたまま我慢して生活している人もいるのではな
かろうかと思いました。僕たちが毎年越年越冬活動の歌
声テントに参加しているのはそんな居場所がなくなった
人を知ってもらうのと、その時だけでもみんな一緒に心
温まっていってほしいという想いなんです。
・私たちはまだ自然の怖さの多くを知りません。この場
にきて、彼らの存在を知り、支援活動に関心を抱きまし
た。支援について「自分に今できる事は何か」
「ここに集
まる思いをどう伝えるか」を考えることです。一人でも
多くの人に広がることを願っています。
・
“おいしかったよ！”という一言とおじさんたちの笑顔
に支えられて毎月一回、暑い日、寒い日、雨の日もおに
ぎりと具だくさんのみそ汁を届けています。
・今年も寒くなってまいりましたが、人間とは不思議な

堂々としたメッセージ！

もので、寒さが強くなるほどに心が孤独を感じて震えだ
すようにできていると思います。更に孤独を感じれば感
じる程、そこから新たな寒さが心を襲います。この悪循
環を解決できるのは、外から注がれる暖かさではないで
しょうか？どんな状況にあっても「自分はひとりではな
い」と確かめられる時、人は生きようとする力を得るこ
とができます。今日のこの集いを通してかけがえのない

いつも歌の指導をしてくださっている
十河先生（前）です。

気持ちよくソロで・・・
味がありました。

暖かさとつながりを分かち合ってまいりましょう。

～ お知らせコーナー ～
★神戸・越年越冬のお知らせ★

★物資倉庫より★

今年も越年越冬にご参加ください。

’1８年 12 月２８日（金）～’１９年１月 4 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

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
防寒着、ジャンバー
トランクスパンツ、くつした
＊いずれも男性用新品

＊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

・台所用洗剤・シャンプー
・タオル、石鹸、T 字型かみそり
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
おにぎり、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、レトルト、
缶詰類など（現物支給用）
・お菓子、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
（YOUYOU、なかやまてカフェ用）
・切手（使用可能なもの）

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。

＊特に毛布・寝袋、使い捨てカイロ、
台所用洗剤・シャンプーが不足しています。
＊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
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！
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）

★高齢者、障がい者支援

★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

＜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～

出来る限りのサポートをしています。

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

＜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
☆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）
★★★ ★★★ ★★★ ★★★

（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
（金曜日 19:00～ 木曜日は休止中）
ナラノン 薬物依存症の人の家族のミーティング
（第 2、4 月曜日第 14:30～

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。

）

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 第1 火は16:30～18：00）
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 あっという間に１年が過ぎ、また寒い季節となりました。今年も 12 月 28 日から越年越冬活動が始
まります。そこでは生活相談も行われます。ひとりでも多くの方がどこかに入居できたら、と思います。
また、入居していても「1 年に 1 回の里帰りや」と言って嬉しそうに来られるおじさんも少なくありません。お正月をひと
りで過ごすおじさんにとって、集まれる場所があって良かったです。私にとってもおじさんたちと一緒に過ごすお正月
は、なぜかいつもあったかい気持ちになります。（も）

