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 ３月の半ば頃から、テレビ、ラジオの番組の最後は必ずと言ってよいほど、いやウンザ

リするほど桜の開花予想が続いた。ちらほら咲き始めの頃は、あ〜今年も春が近づいてい

ると気持ちがほんわりと和むものだが、来る日も来る日も、誰もが気象予報士のごとく、

どこそこの桜が何輪咲いていますっーとまるで花見を煽り立てるかのように感じられた。   

昨今は温暖化が進み、自然界もその温度に惑わされることがあるだろうが、冬の凍てつく土の上にも小さな

ビオラは逞しく頭をもたげて陽を追いかけるように咲く。桜もしかり、アジサイもしかり、フッと気づくと咲

いている、あぁ美しいなぁ・・・。これで良いような気がするのだが、それでは経済が回らないか？ 

さて、「新生紀」４月号に度々登場するセンター事務所前の老桜。今年は、もうこれが最後かもしれないと思

わせるくらい爛漫に咲いた。樹全体が「ムクムク」いや「もりもり」「ゆさゆさ」でもない何とも形容しがたい

ほどの爛漫ぶりだった。しかし、それには理由があった。数年前、フラッ〜と⼀⼈の⽼年の男性が現れ、⼤事

な桜の樹を誰にも断ることなくさわり始めた。毎日のようにやって来ては桜を見、触り、撫で、ある日突然、

大きな枝を切った。バサッ！一瞬“桜切るバカ、梅切らぬバカ”の言葉が頭の中を駆け抜け、表に飛び出していた。

大事な桜に何するの！と言う勢いだったが、そこはニッコリ「桜、切っても大丈夫ですかぁ？」男性は静かに

「私は、自称“樹木医”です」と宣われた。「自称？？？」に引っかかったが、彼の行動を見守ることにして１年。

桜は見事に咲いた。以来、彼とは友好関係を保っている。そしてこの春、桜が咲き始めた頃、夜間高校の卒業

式に出席した。センターで関わっている一人の日系ペルー人女性の卒業式だった。粛々と式が進み、答辞が始

まった。卒業生代表の彼は、齢を重ね初々しさこそ⾒えなかったが、ここでの時間が彼を成⻑させたのだと感

じられるくらいの落ち着きようで夜間高校での生活を振り返り、噛みしめる様に読み上げた。中学で問題行動

を起こし、私学の高校に進んだが 1 年も経たぬ間に辞めてしまった。そしてしばらく家に引きこもり、伝え聞

いた夜間高校を受験。難なく合格し、通い始めたが、またもや嫌気がさし退学。彼は同じ夜間高校を２度退学

し、３度目の入学、２５歳でようやく卒業証書を手にすることが出来たという。２度も退学し３度も入学する

ような生徒を受け入れてくれる、こんな学校があるのかと思ったとも。散々な学校生活だったが、この学校に

来て、はじめて同級生とそして先生とも笑い合うことが出来た。ここで学んだ人としての関わり方をこれから

の社会人としての生活に活かしたいと締めくくり、最後は⽗へ、⺟へ、弟へと⾒守ってくれた家族への感謝の

⾔葉で終わった。偶然だったが私の前の席に彼のお⺟さんが座っておられ、よろこびを噛みしめる様に涙をぬ

ぐっておられた。またその隣りに座るお⺟さんもわが⼦が挫折しそうになった時、先⽣が家まで迎えに来てく

れたこと、特に出席日数がわずかばかり不足した学年末、あと何日、あと何日と数えながら先生が毎夕誘いに

来てくれ、今日を迎えることが出来たと話されていた。急速なスピードでデジタル化した私たちの社会だが、

その社会の片隅に誰にも気づかれることなくアナログで関係を結んでいる熱い人たちがいることにしみじみと

した。人が生きるとはこういう事なのだと思った。 

震災から２４回目の春を迎えました。皆さまの変わらないご支援に深く感謝申し上げます。 



外国人支援グループ 
～日本語でこんにちは～ 

『改定入管法に思う』 

柴山 自子 

「日本語でこんにちは！」の活動に参加させていた

だいて早 9 年。色々な国の人と触れ合い、熱心な彼

らの手助けができ、上達を共に喜び合える、この教

室での 2 時間は、私にとってとても貴重な時間にな

ってきている。教室を訪れる学習者は、世相を反映

するのだろう。以前は中国の人が多かったが、最近

はベトナムの人が増えている。 

わたしは今まで、ベトナム人学習者を 4 人担当し

た。全員技能実習生だ。3 人の男性はいわゆる肉体

労働に従事。その中の 1 人はよく手や足にけがをし

て教室にやって来た。そんな彼が、ある日沈んだ顔

で座っている。目が腫れぼったい。前夜実習生仲間

と食事をし給料の話になった。自分のそれが彼らの

半分だったと知りくやしくて眠ることができなか

ったと、訥々と語る彼を慰める言葉がなかった。 

食品会社で働く女性 T さんは、扱う食品の関係で

暑い夏でも冷房のない部屋で立ち仕事。夕方出勤し

早朝帰宅の夜間勤務も多い。仕事中何度か倒れたこ

ともある。体重 40 ㎏にも満たない華奢な体の彼女

が、こんな生活によく耐えていられるものだと思う。

去年の夏、彼女は突然腹痛におそわれ病院へ行った。

2 つの病院の処方ではよくならず、3 つ目の病院で

やっと虫垂炎と分かり即入院、手術。腹痛を抱え、

たった 1 人で病院を回ったのだと言う。これにも言

葉を失ってしまった。 

彼らを通して実習生の生活について少しは知っ

ているつもりだったが、3 月 21 日、外国人救援ネ

ットの草加さんから聞く現実は、はるかに厳しい。

セクハラ、パワハラ、休日は 1 年間で 2 日だけ。

給料未払い・・・想像を絶する実態だった。 

東日本大震災後、東北の農家では熟したいちごを

目の前にしながら出荷できなかったそうだ。出荷の

仕事を担っていた実習生が帰国してしまったのだ。

店に並ぶあれもこれも、わたしたちの暮らしは、多

くの外国人労働者によって支えられ、彼らなしには

成り立たないと痛感させられる話だ。わたしは今ま

でそのことをどれだけ分かっていただろう。 

国際貢献をうたう技能実習制度が非人道的、人身

売買だと、この 20 年国際的に批判され続けている

ことも知った。4 月実施の改定入管法がそれを払拭

するものであってほしいが、体裁を替えても本質的

には変わっていないのがもどかしい。また「入国管

理局」が法務省の外局「出入国在留管理庁」となる

ことで、外国人への管理体制がより厳しくなるので

はと懸念する声もあった。 

そんな中、3 年の実習期間を終えた T さんは悩ん

だ末、特定 1号の資格を得て再び日本で働く道を選

んだ。全国で同じ決断をする人が多くいるだろう。

今回の受け入れが、彼らの決断を励まし、支えるも

のであってほしい。 

そして微力ながら、わたしたちもこの教室で、彼

らを励まし支えることができたら嬉しい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

↑お茶会（ティーセレモニー） 

生徒たちはお茶をたてる体験もでき大喜び！ 

 

＜クラス＞日曜日－13:30～15:30 

木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30 

     



野宿者支援グループ 

『三文の徳』            まこと 

 早起きは三文の徳と言う。私はてっきり三文の得

だと思っていた。私は毎日、朝早く起きて一時間ほ

ど歩くことが習慣になっている。もう何年もそうし

ている。確かに朝早く外に出ると、空にきれいなお

月さんが浮かんでいたり、細い三日月のすぐ下に星

がきらりと光っていたり、西の空に大きな丸い月が

海に沈もうとしていたりする。みんな寝ているのに、

俺だけがこんなきれいな月を見ている、なんだか得

した気分である。だから三文の得だと思っていた。

どうにも納得がいかないので、パソコンで「三文の

徳」を検索したら、徳は得とも書くとあった。徳と

得は、まったく別の意味を持つように私は思うのだ

が、どうやら一緒くたにされて使われているようだ。

だから私の場合は「早起きは三文の得」にしようと

心に決めた。どうでもいいことなんだがね。 

 四時四十分に起きて、布団を挙げ、パジャマを着

替え、コップ一杯の水を飲んで五時には家を出る。

海に向かって歩く。十五分もすると、漁港の西の端

にたどり着く。海を眺めながら漁港の東の端まで歩

く。一キロぐらいある。途中焚火をしている漁師た

ちに会う。別に挨拶をするわけではないが、何人か

の人は私を見るとエンジンをかけるために船の方に

歩きだす。やがて背中でエンジンが吠える。わたし

を時計代わりにしているようだ。どうでもいいこと

なんだがね。 

毎日同じ時間に同じ道を歩くので、大体同じとこ

ろで同じ人に会う。毎日出会うのにお互い挨拶しな

い人も何人かいる。別に嫌いなわけではない、どこ

の誰だか知らないのだからそれでいいと思ってい

る。かと思えば、五十メートルぐらい離れたところ

から、手を振りながら近づき、すれ違いざま「おは

ようございます」と意気揚々と挨拶する婆さんもい

る。爺さんだから、耳が聞こえないだろうと思って

いるのだろう。仕方がないから小さな声で「おはよ

うさん」と返す。どうでもいいことなんだけどね。 

 桜の花が咲いたつい最近、意外な別れをした。 

いつもすれ違いざま、お互いに顔を見ながら挨拶を

交わしていた品のいい白髪のおばさんが、あろうこ

とか私の方にそそくさと近寄ってきて立ち止まり、

腰をかがめて「長いことありがとうございました。

この度娘のいる静岡に行くことになりました。今日

でお別れすることになりました。お元気で」と言わ

れたのである。突然のことでなんと言って良いのか

わからなく、「ええーそれはそれは、環境が変わる

と大変と言いますからお体に気を付けて下さいね」

としか言えなくて、「さようなら」を言えなかった。

「おはようございます」毎日挨拶を交わしていただ

けなのに、「ありがとうございました」と彼女がな

ぜ言ったのだろうかと、その日一日気になっていま

したが、あくる日の朝、いつものようにその道を歩

いてきて、いつもの場所に来た時、何か物足りない

ものがあるように感じられた。すれ違っていただけ

なのに、「今日も元気だ、よかったね」とお互い励

ましあっていたのだなと気が付いた。人間て不思議

な生き物なんだな。「さよなら」と言えばよかった

な。どうでもいいことなんだけどね。 

 袖擦りあうも多少の縁と言いますが、水曜日の夜

回りはまさにその積み重ねである。声をかけても返

事すらしなかった橋の下のおじさんが、夜回りのた

びに声をかけていると、返事をするようになり、や

がて私たちの前に顔を見せて会話するようになり、

毛布が欲しいと具体的に援助を求めてくるまでにな

った。このおじさん、ひょんなことから警察を通じ

て神戸の冬を支える会の世話で部屋に入り野宿から

卒業した。夜回りをしている私たちにできることは

声をかけ続ける事しかない。そしてそれがおじさん

たちを救う、ただ一つの道だと思う。 

一時間ほど歩いて、家にたどり着くと、玄関の郵

便受けに朝刊が差し込んである。昨夜、ジャイアン

ツが勝ったので読むのが楽しみだ。相変わらず阪神

は弱い。どうでもいいことなんだけどね。 

＜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。



                         片柳神父講演会 in KOBE  
２０１9 年７月６日（土）14;00～ 

 

1 年ぶりに片柳神父さんをお迎えして講演会

を開催いたします。 

“片柳神父”とネットで検索すると飛び出してく

るのが SNS と呼ばれるインターネット上に掲載

されるツイッター（つぶやき）や「道の途中で」と

言うブログ（日記）ですが、実に多くの人がこのペ

ージを訪れ、その短い言葉の中にあふれる優し

さに共感し癒されています。 

第 1 弾はその人気ツイートがまとめられた

「こころの深呼吸」でしたが、今回はその彼

の発する言葉の依って立つところである聖書の

言葉をつづる続編が発刊されました。 

人が生きていくための知恵が、聖書の中には 

                  たくさんあると言われています。 

                     息苦しい現代社会に暮らす私たちですが、だか

らこそホッとひと息つける時をこの講演会の中

で味わってみてはいかがでしょうか？ 

                      

                       

 

 

ミホプロジェクト祈りのコンサート 

東日本大震災から 8 年目を迎えた今年、兵庫県下 

で福島の子ども達の招待プログラムを継続しているグ 

ループ支援のためにチャリティーコンサートが神戸聖 

愛教会において開催されました。 

主催者の信木美穂さんご自身も東京で“きらきら 

星ネット”という県外避難者を支援するグループで 

活動されている方です。 

私たち社会活動センターも 2012 年からカトリック 

神戸地区が主催する“ふっこうのかけ橋”プロジェクト 

で事務局担当として支援プログラムに関わら せていた 

だき 8 年目を迎えています。 

いつの時もそうですが、人々の思いも経年劣化する 

ようで、“まだ、やってんの？”とか“やめ時を失ってるん 

じゃないか？“等々の言葉が聞こえる今日この頃ですが、 

安全宣言が出され避難が解除されてもなお住民が地域 

に戻らない現実があります。何故？でしょう。 

 震災の日にこだわり、あえて 3.11 に開催された 

コンサート。週日だったため観客動員が心配されま 

したが、昼の部は満席、19 時からの夜の部にもか  

なりの方々が来られ、美しい楽器の音色と詩の朗読 

に耳を傾けておられました。 

“ふっこうのかけ橋”は今年も子ども達の招待に向けて動き始めています。 





神戸地区社会活動委員会より ～シナピス神戸～ 

『神戸地区静修会の報告』                                                      

 

2 月 16 日神戸地区の静修会が開催されました。今年度はアベイヤ補佐司教さ

まにご指導いただきました。司教さまの講話は『現代社会と信仰生活』社会活動

委員として私たちにできることをテーマにお話ししてくださいました。 

参加者は 73 名、地区を越えてのご参加の方もおられました。今年に入ってバ

チカンを訪問されフランシスコ教皇にお会いになった時のお話しをユーモアを

交えお話しくださり時折笑いが起こる中みなさん熱心にお話しをお聴きになっていました。 

社会活動委員として、キリストのまなざしで現実を見つめ、キリストの心で人々と関わる、正しい知識

を持ち知ろうとすること、その上で自分はどうするのかを決める。そして一番大切なことは信仰と生活は

別のところにあるのではないということ。今後の神戸地区での社会活動においても忘れてはいけないこと

と肝に銘じました。講話の内容は下記のとおりです。 

                  

 

１、 社会活動にかかわるキリスト者の基準 

教会はその歩みのはじめから、現代の「社会問題」

と言われている事柄に、関わってきました。初代教会

の人々は置かれた社会状況の中でイエスの弟子とし

て生きようとしてきた時に、イエスの教えと生き方を思

い起こして導きを求めました。信者達は集まった時に

預言者の言葉を聞いたり、心に深く残っていたイエス

が語られた言葉やイエスの生涯の色々な出来事を分

かち合ったりして、それを福音書として残しました。そ

の根底に流れていた愛と慈しみに目と心を留め、そこ

からイエスの弟子として生きる原動力を頂いていたに

違いありません。 

 社会活動の根底になければならないのは深い霊性

です。霊性がなければ福音は伝わりません。私たちを

動かすものは、イデオロギーではなく、グループの力を

しめすことでもなく、個々の名をあげることでもなく、イ

エスを動かしている「愛と慈しみ」の霊なのです。そし

てイエスとおなじく「見て」「共感し」「行動する」ことが大

切なのです。 

初代教会の信者の心に根付いた希望はペトロの手

紙の中に表明されています。 

 「しかしわたしたちは、義の宿る新しい天と新しい地と

を、神の約束に従って待ち望んでいるのです。」  

(ペトロ第二の手紙 3.13) 

 

  教会の歴史を振り返ると社会の色々な課題に関わ

る教会の姿が見えてきます。 

＊第二バチカン公会議の「現代世界憲章」 

  現代人の喜びと希望、悲しみ、苦しみ、特に貧しい 

 

 

人々すべての苦しみは、キリストの弟子たちの喜びと

希望、悲しみと苦しみでもある。真に人間的な事柄で、

キリストの弟子の心に反響を呼び起こさないものはない。 

 ＊教皇聖パウロ六世の言葉 

  「教会はこの苦しみ叫びの前に震えながら、皆さん

一人ひとりが、兄弟の訴えに愛をもって応じるよう

に求めています。」 

 

２.、現代社会から来るいくつかの問いかけと、キリスト

者の答え 

グローバル、多様性の中で、一人ひとりの偉大さと

尊厳を大切にし、思いやりと正義の実現のためにも対

話の姿勢をもって生きて行く。 

 

３、キリスト者の社会活動を支えるために 

深い霊性がないと福音は伝わりません。毎週の主

日のミサは人を生かすために、与え尽くされたキリスト

の命をいただくのです。生活の振り返り、他人への視

点、他人に対する開かれた心、共同体での分ち合い、

祈り、援助活動、互いに支え合うことはもっとも大事な

ことです。 

     

   講話の後の分かち合い 

    分かち合いのヒント 

    ＊信仰と社会活動の関係をどう感じているか？ 

    ＊教会の社会活動に取りくむ時の課題 

     10 グループに分かれて意見、感想などを持ち

寄りました。 

 （社会活動チーム 亀治中 好美） 



  

～ お知らせコーナー ～ 
 

“ふっこうのかけ橋” 

2019 

    福島おやこ支援プロジェクト 
 

  日時：８月１日（木）～５日（月） 
 

ボランティア募集中 

   こども達と一緒にいろいろな 

プログラムを楽しみます。 

 

  問合せ：カトリック社会活動神戸センター 

      078-271-3248 （やまの） 
  

 

    

  ★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★ 

 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： 

 

・夏物衣類（比較的新しい物） 

  ・トランクスパンツ、くつした 

      ＊いずれも男性用新品 

   

  ・タオル、石鹸、 

T 字型かみそり、シャンプー 

   トイレットペーパー 

ポケットティッシュ 

（入居セット用） 

・台所用洗剤 

・食品用ラップ、紙コップ  

（夜まわりのおにぎり、みそ汁用） 

・蚊取りせんこう（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） 

・インスタントコーヒー、スティックシュ 

ガー、お菓子など 

  （YOUYOU、なかやまてカフェ用） 

・小物、乾物など 

（脇の浜茶話会ミニバザー用品） 

・切手（使用可能なもの） 

 

＊特に毛布・寝袋、タオルケット 

台所用洗剤・シャンプーが不足しています。 

☆ 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 

    せんが、ご了承ください。  



　　 ★2018年度 年間活動報告（2018年4月～2019年3月）

　　　＜野宿者・高齢者支援活動＞
延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数

１．炊き出し利用者数 13.007 14,484 93 100 140
２．夜回り 1.000 1,075 27 28 37
３．生活支援(入居支援含む） 3.239 3,120 9 9 357
４．日中の支援
　　　シャワー 602 788 13 16 47
　　　さんぱつ 439 570 9 11 47
　　　物資（衣類の提供） 165 417 4 9 47
　　　医療相談 354 450 8 10 44
        せんたく 947 1,322 7 9 140
５．住宅、病院、施設訪問（訪問先人数） 399 288 2 2 170
６．同行支援（役所、病院等） 135 165 1 1 103
７．脇の浜茶話会（月１回） 318 352 29 29 11
８．なかやまてカフェ（月１回） 188 181 16 15 12

　　　＜外国人支援（日本語でこんにちは）＞
延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総クラス数

日本語でこんにちは（クラス） 750 721 7 6 115
国際交流会 etc 55 45 55 45 1

　　　＜中山手ミーティングYOUYOU＞
延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数

ミーティング参加者数 270 338 6 6 47

　　　＜COME&SEE（体験学習）＞
延べ人数 (前年度) 参加学校数 (前年度) 総回数

参加者数 129 133 7 6 37
*参加学校名：六甲学院　愛徳学園、甲南女子大、神戸大学、和光高校、看護大学院、神戸電子学院

　　　＜ボランティア参加者数＞
延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総回数

１．炊き出し活動 1652 1,553 12 11 140
２．夜まわり活動 300 309 8 8 37
３．日中の支援活動 1035 1,195 3 3 357
４．脇の浜茶話会 83 92 8 8 11
５．なかやまてカフェ 24 　　　　33 2 3 12
６．日本語でこんにちは 624 627 5 5 115

　　★2018年度　会計報告

　　　



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 

  （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～  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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 新生紀春号では、１年間の活動報告の統計が出ますが、数字には載らないたくさんの人たちが

センターを訪れます。新生紀が発送されると、「自分も精神的にしんどいけどもっとしんどい人のために」と毎回少な

い生活費から寄付を持って来てくださったり（それが励みになっているそうです）、毎号物資提供コーナーを見て必要

なものを持って来てくださったり、地域を軽トラで回っているリサイクル業のおじさんが、「こんなんあったで～」と長机

やイスを持って来てくださったりします。おじさんで何の郵便物がきたのか、役所で何を言われたのか、とにかく何で

もかんでもわからないことがあったらセンターに来て、それぞれに合わせた噛みくだいた説明を聞き安心して帰られ

ます。あるおじさんは一人が落ち着かないらしく、朝の対応が済んでいるのに、「また来ちゃいましたぁ」と日に何度

も来られます。小野浜の炊き出しで忘れ物があると快く自転車で届けてくれるおじさん、プロパンや洗剤などが無く

なりかけると心配になって声をかけてくれるおじさん、何かといろいろ助けてくれるおじさん、などなど。まだまだ書き

きれませんが、センターは支援者もおじさんも助けたり助けられたり生き生きまわっています。（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  （＊祝日は休み） 


