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山野 真実子
今を遡ること何十年だろう。私はそれなりに本の大好きな文学少女っぽい女子中学生だった。あれはたしか
中学２年生の担任で社会科の教師をしておられた K 先生から、本をたくさん読んで心を羽ばたかせることの出
来る人になりなさいと言われ、今では考えられないほど、素直に聞き従い、夜眠る時間も惜しんで本を読んだ。
懐中電灯の明かりが漏れて親に叱られないようにと布団を頭から被り読んだ文庫本。１冊読み終えるごとに幾
ばくかの小銭を握りしめて走った近所の書店。小さな「本や」と呼ばれる書店が多かった時代に当時としては
珍しく大きな書店だったと記憶するが、今はもうその名残さえ見当たらなくなってしまった。先生お勧めの本
から、今では古本屋も引き取りを嫌がる全集ものまで、よくも読んだものだが、ストーリーを覚えている本は
殆どない。ただ特に好きだったのは國木田独歩の作品だった。
「牛肉と馬鈴薯」や「運命論者」
、
「空知川のほと
り」など。まだ幼かった私にどれほどの理解が出来たかは分からないが、年齢を重ね、改めてもう一度読み直
してみたいと思う。中でもどの本だったか定かではないが、忘れることの出来ない一文があり、折にふれ自分
のよすがとしている言葉がある。それは“不思議を不思議と思える心を失わないように”と言った言葉だったよう
に思う。いつも思い出しているわけではなく、何かの拍子に出てくる。と言うことは、心の傾きがある状態に
なったときにバランスを取るように現れては消えて行くのだろうと推し量れる。
さて、小野浜公園での炊き出しも 24 年目を迎えるようになったが、夏の暑さを除ける屋根もなければ、冬の
六甲おろしを避ける壁もない⻘天井の「⼩野浜⾷堂」は、⼤きな⼤きな空天井の下、営々と続いている。そん
な小野浜での楽しみは、調理の合間に見上げる空。空を見上げるたびになんて不思議なんだろうと思う。こん
な空に私たちは守られている。そう考えただけで心が震えるのだが、この空の下、人間の営みは他者や自然を
支配しようと躍起になり、共生を忘れているように思えてならない。スマホの画面とにらめっこしていては、
何かを不思議だなぁと思える心は育たないように思うのだが・・・。
皆さん、一度ゆっくり空を見上げてみませんか？
自分のちっぽけさを笑えるようになりますから。

金子みすゞ 詩集より

野宿者支援グループ
『夜まわりのこと』

脇田

英二

神戸地区宣教司牧評議会での議長就任の挨
拶の中で夜まわりのことを述べましたが、文字
数の関係で説明が不十分だと思っていました。
社会活動センターからチャンスが与えられた
のでもう少し話したいと思います。
野宿をしている人が生活保護を受けること
によって人間としての最低水準ではあるが、生
活の保証を受けられるのは事実です。私も夜回
りで生活保護を受けるよう説得します。これが
間違っているとは思ってはいませんが、しかし
生活保護を受けたら幸せかと言えば？です。理
由は個人差が在るからと考えています。
社会の中に入ると社会のルールに縛られま

んが、生活保護を受けることによって、社会の
中で黙って生きて行かなければならないのが
堪らないみたいです。社会ルールを守って今よ
りもましな生活を送ることにやりきれなさを
感じているのでしょうか。
実際野宿者支援を続けていると、生活保護を
受けることによって生活の質が上がり、感謝を
持った生活に変化される人も居られますが、生
活保護を受けることによって、野宿者生活より
もお金の必要な生活になり、今よりも悪くなる
人も居られます。結局その人にとって何がよい
のかは誰にも分からないというのが答えのよ
うな気がします。
おにぎりを手渡そうとすると手を横に振り
ながら「いりまへん」ときっぱり言うＵさん。
真冬の寒いとき「何か在ったときは頼むわな」

す。基本この世を生きていく上で従わなければ

と弱気なことを言うＵさん。そんなぎりぎりな

いけない枠内と考えますが、様々な理由で従え

状態のＵさんをいとおしく思います。

ない人が居ますよね。最も多いのは精神的に疾
患のある人、疾患とまでは言わなくても性格か
らくる社会性が欠落している人です。その人の
側に立てば、今の日本は生きにくい社会です。
コミュニケーション能力がなければ、それだけ
で変人扱いになるのが今の世の中です。社会は
個人主義が跋扈して自分のしたいことを良し
とし、その枠の中でルールだけ守りながら仕事

キリスト者であろうとなかろうと、すべての
出来事を決定するのは主です。難しいことを言
っているのではありません。もちろん自分の意
思で生活保護を受けるのは可能ですが、それで
もそのように心を動かしているのは主です。主
がＵさんを今後どのように導かれるか私には
分かりませんが、最期まで見届けたいです。

として働く人によって管理されているからで
す。
生活保護を受けた後も炊き出しで手伝って
いる多くのおっちゃん達は、仕事ではなく接し
てくれる、ボランティアの人たちとの交わりを
求めて来られているのを感じます。最低限の保
証の中で生きてはいるけれど、魂がピュアな自
分たちを理解してくれる人との交わりを求め
ているのでしょう。
一方いらんいらんのおっちゃん(U さん)は頑
なに生活保護を拒否されます。U さんが今まで
どのような生活を送ってきたのかは知りませ

↑コース分けをしてから出発です

＜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４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

炊き出しメニュー紹介コーナー
活動センターでは、1995 年の震災以来、野宿状態にある人達のために炊き出しを続けてきました。
気づけば 24 年。転々と場所を変えながらであるにも関わらず、一度の食中毒もなく、集まったおじさん
達に食事提供できていることは奇跡的なことかもしれません。
息の長～い、この活動を支えてくださっているグループと人々の紹介コーナーを今回から連載させてい
ただきます。

“垂水カレー”

入れ炒めて、最後にじゃがいもを入れます。じゃが

野村

季里

いもを入れた時点でとても重くなり、かき混ぜるこ
とはできなくなりますので、水をいれます。夏場は

毎月第 4 木曜日、小野浜公園の炊き出しは垂水教
会の担当です。メニューはカレー。
一見、何の変哲もない普通のカレーです。具もお

水道の水でも水温が高く早く沸騰するのですが、冬
場は時間がかかりますので、あらかじめお湯を沸か
しておきます。そこにローリエの葉っぱを入れます

きまりの肉、じゃがいも、玉ねぎ、人参。でもこれ

が、これが枝ごと入れるという大胆な技を使います。

がなぜかおいしい。最近はやりのカフェカレーをい

取り出すときに楽です。煮込むとき、灰汁を取りた

かにお家で再現するかに拘っていた私にとっては

いですが取りません。煮込むこと 30～40 分、じ

目からウロコのことも多く、炊き出しに参加するよ

ゃがいもが柔らかくなったころ細かく刻んだカレ

うになってからの我が家のカレーは一周まわって

ールーの投入です。ブイヨンも入ります。少し火を

このシンプルカレーに収まっています。

弱めて、底からじっくりとかき混ぜます。これが根

カレーの調理は当日朝 9 時から始まります。私が

気のいる作業です。

教会のお台所に到着するころには、朝ミサに与って

手を抜くと、肉に化けたカレールーの塊が出没し

そのまま準備をしてくださっている方々がすでに

ます。火を止めてしばらくかき混ぜて滑らかになっ

作業にとりかかっていて野菜の皮むきは半分くら

たところで完成です。できたてのアツアツを車に乗

い進んでいます。30 分くらいで下準備が終わり、

せて運びます。

大鍋 3 つに分けての調理が始まります。11 時には

余談ですが、運ぶ時、鍋のふたとの間にラップを

小野浜公園へ向けて出発しますので、時間との勝負

するのですが、大きな鍋より少し小さいサイズのラ

です。

ップを伸ばしピタッと留める。これは熟練の技です。

最初に油、にんにくと生姜を入れてから火をつけ

私には無理です。

ます。鍋を温めてしまうと、にんにくと生姜はあっ

いくつかの技が受け継がれて、これからも楽しく

という間に黒焦げになります。私達が料理を習った

カレー作りをしてゆくことでしょう。今月もおいし

ころは必ず鍋やフライパンは温めてからというこ

く食べていただけたでしょうか？

とでしたが、最近は調理器具の素材もいろいろで、
火をつける前に具材を入れる方がいい場合も多い
ようです。とはいえ教会の鍋はいたって旧式のアル
ミ鍋なのですが。にんにく、生姜から香りがしたら
肉の投入です。少し炒めたら赤ワインを入れます。
さらに香りが増します。そして玉ねぎ、人参を順に

カ

ム

シ

『ふっこうのかけ橋 2019』

ー

「ＣＯＭＥ＆ＳＥＥ」

ふっこうのかけ橋実行委員会

— 来て、みなさい —
最高気温が年々上昇し、観測史上初めての高
温注意報が毎年のように更新される夏ですが、
今年も７月半ばから８月末まで、週３回の炊き
出し、週１回の夜回り、月１回の茶話会へ、ま
た宿泊を伴う“ふっこうのかけ橋”キャンプ（福
島支援）へと 100 名を超える中高生がセンタ
ー活動に参加し、私たちの暮らしている社会を
構成する様々なメンバーについて学ぶ機会を
持ちました。
毎回、「何故？この活動をしに来たのか」と
言う問いかけから始まるガイダンスを行い、始
まる活動をどの視点からとらえるのかという

神戸地区の青年有志によって始まったフ
クシマ支援のプログラム“ふっこうのかけ

や「帰りに三宮に寄って遊べる」等、必ずしも

橋”第８回目（8/1～/5）は無事終了し、
子ども達は元気よく福島へと戻って行きま
した。今年は、垂水教会と舞子にあるナザ
レの家（愛徳姉妹会）を 2 泊ずつさせて頂き、

活動を理解して参加しているわけでもありま

楽しいプログラムを展開しました。

気づきを促しますが、彼らの活動への選択根拠
は多種多様で、中には「一番早く終われるから」

せん。ともあれ、理由はさて置き、袖ふれ合う
も他生の縁で、せっかくここに来たのだから、
何かを感じて帰ってもらいたいと共に汗を流
しています。活動終了後、センター迄戻る車中
の彼らは一様にクタクタで、口をきく元気もど
こへやら、
「 あ ～し
ん ど 」と
い っ たと
こ ろ でし
ょうか。

福島からはこども（幼児～高校生）12 人、
お母さん 1 人の計 13 人が参加。仙台空港
から飛行機を利用しての旅でした。福島市
内から電車で仙台空港まで一人でやって来
た高校生は、緊張のあまりよく眠れず、1
日目の宿泊先での夕食後には、思わず食事
のテーブルで爆睡。ナザレの家では冷凍庫
いっぱいのアイスに、垂水教会あげてのウ
エルカム流しソーメン＆BBQ に大喜びの
毎日でした。
↓

茶話会で
手品を披露 ↓

垂水教会にてふれあいまつりとバーベキュー

『

平和とは

性を認め補い合う人間関係の築き方を大人が示

』

せば、他者を思いやる心が育つと思います。少子

長瀬

三千子

高齢化、児童虐待、引きこもり、いじめ、DV、
ヘイト、外国人移住労働者の増加、技能実習生の

8 月 15 日、カトリック教会では平和旬間の最
終日です。日本の暦では 74 回目の終戦記念日で
す。戦火で亡くなられた多くの方々の安息をお祈
りしたいと思います。
毎年 6 月には沖縄戦の記事が、8 月に入る頃
から広島、長崎の原爆関連の記事が増え、むごい

処遇など多くの問題を抱える今の社会。納得いか
ないこともいっぱいある社会ですが、皆が無関心
ではなく理解しようと自分にできる一歩を踏み
出し、行動すれば、何かが変わっていくのではな
いでしょうか。現実は甘くないでしょうが、希望
は持っていたいと思います。

戦争の記憶を風化させない様にと警鐘を鳴らし
ている様に思えます。ご高齢の戦争体験者が若い
方達に証言を伝える努力をされている記事や、学
徒動員、戦災孤児、蒙古開拓団の記事などが掲載
され、国に戦争に翻弄された弱い立場の人々の無

『

一筆

』
ねこ永田

念さや悔しさ、悲しさが伝わってきます。戦死、
病気、ケガ、餓死で命を落とした兵士の数は 230
万人。一般市民 80 万人にも及びます。多くの若
者の大切な命が無残に散らされ、どうしてこんな
に命が軽んじられる戦争に邁進したのか。動き出
したら止めようのない空気の流れに恐怖を覚え
ます。多くの尊い命の犠牲と反省の上につくられ
た平和憲法のおかげで今、私たちの国は平和です。
これからもこの崇高な憲法が守られ、一人一人の
いのちが大切にされる国であることを願います。
ところで平和な社会ってどういう社会を言う
のでしょうか？ 日本国憲法の第 3 章には国民
の権利と義務について書かれています。第 25 条

６月初めに、半世紀ぶりに緑内障の発作をお
こして、左目をかかえて、医者へとび込んだ。
左目を抱える？これは、なさけない駄じゃれで。
真は左目を冷やし、覆い、日曜日の開業医を探
し歩いた次第。その折、医師が患者に言ったこ
とは、ほとぼりがさめた頃に書くとする。
左目が、ほとんど、使いものにならなくなり、
目を使っての小むずかしい日常のことはほと
んどダメ。できない。
しかし、右目と耳が使える。耳は、右と左が
使える。

には「すべての国民は、健康で文化的な最低限度

右目を大切に保存し、耳からの音の世界へ移

の生活を営む権利を有する、国はすべての生活部

ることとした。幸いではないか。見えるが不自

面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の

由でも、きけるんだ。と、自分は、根っからの

向上及び増進に務めなければならない。」とあり

お調子ものであると、気がついたんだ。耳。左

ます。しかしながら、人は生まれたときから皆が

耳は４回で止っている突発性難聴のおかげで、

平等とは言えず、生育の環境や経済力ゆえに豊か

聴力が多少低下してたんだ。おまけにご高齢と

さの恩恵にあずかれない人もいます。せめて未来

きている。いや、いや、こりゃ、こりゃ・・・・。

を担う子供達がそれぞれに相応しい教育の機会

しかし、膝をうって、合点。わたし、左目、左

を享受でき、夢と希望をもって未来を切り開いて

耳が不自由です。右側へ寄って、伝えて下さい

行ける社会であってほしいと思います。そのため

ね。使える口で、自分の難儀を他へ伝えること

にも、格差社会の改善を試み、防衛ではなく教育

ができるそうだ。これでいこう。体の部分には

に予算を厚くし、子供たちが笑顔で健やかに成長

使えるものが、まだ、残っているじゃないか。

して行ける社会を目指してほしいと思います。企

ねこは、どこまで生きても、ご気楽である。

業利益のための効率重視や排除を改め、各々の個

え ん ざ い

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。
「冤罪」って一体・・・・・・・・・？

冤罪って
なに？
【冤罪とは】

【冤罪とは】

無実の罪のこと。日常用語として，ぬれぎぬと同じ意

一般に無実の罪をいうが、法律用語ではなく、法制度

味で軽く使われる場合もあるが，実際上問題なの

上その意義が確定されているわけではない。冤罪に

は，罪を犯していない者が国家機関による刑事手続

よって起訴された事件が、裁判で無罪判決により救

において，真実に反して罪人とされる場合である。刑

済されるとは限らず、その件数を統計的に確認するこ

事手続は，捜査→起訴→(有罪の)裁判→その確定

とは不可能だが、誤った有罪判決の存在を否定する

と進むが，手続の進行につれて，冤罪の問題は深刻

ことはできない。そのような誤判事件の救済は困難を

になる。とくに，有罪判決が確定し，刑の執行等が開
始されたときは，その悲劇性は最高度に達し，冤の

極め、社会的関心の高揚によって初めて救済への道
が開かれることも少なくない。

音と字義とが怨に通ずることが実感される
日本大百科全書（ニッポニカ）

世界大百科事典第２版

「冤罪」、あまり聞き慣れない言葉ですが、分り易く言うと、いわゆる「無実の罪」。もっと平
たく言うと「ぬれぎぬ」といわれていることのようです。
このように平易な言葉に置き換えると、案外、身の回りでも冗談めかして使われています。
でも実際には冗談ではすまないことが現実には起きています。もし、あなたの夫や妻が、親
やこどもが、この罪を問われたなら・・・・・・・。
「やってはいないっ！」と叫び声をあげても、今の日本の司法制度では再審には期待が持て
ません。
そこで、戦後の混乱時に起きた「福岡事件」に教誨師として無実を証明するため、全国行脚
された古川泰龍さんの足跡を追いながら、幼い頃から一家をあげて深く関わって来られた
古川龍樹さんにお話しを聞く会を開くことにしました。併せて獄中で描かれた冤罪死刑囚
西 武雄さんの遺品の墨絵や故 古川泰龍さんの書や著書の展示を行います。

“叫びたし寒満月の割れるほど”
～福岡事件から冤罪と死刑を考える～

と き：2019 年 10 月 19 日（土）ごご１じ～
ところ：神戸学生青年センター
参加費：無
料
主催：カトリック社会活動神戸センター

☎078-271-3248

～ お知らせコーナー ～
★物資倉庫より★

★クリスマス・チャリティ
コンサート 2019 のおしらせ★
活動センター野宿者支援のために、
今年も開催されます。

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）
・トランクスパンツ、くつした
＊いずれも男性用新品

日時：１２月７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。

・タオル、石鹸、
T 字型かみそり、シャンプー（詰替え用）
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）
・蚊取り線香、
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）
・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）

※毛布・寝袋、タオルケットは
通年にわたって必要です。
☆ 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。

★ バザー＆こどもまつり １０月１３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〈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）

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）

出来る限りのサポートをしています。

＊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

＜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）

★★★ ★★★ ★★★ ★★★

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）

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

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

（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～
）

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）

持つ方のための自助グループ
（火曜 19:00～20:30）

編集後記

むかしテレーズという３才の女の子がいました。テレーズはパパとママがたまらなく大好きで、
自分の愛情をさまざまな方法で示しました。テレーズは天国が本当にあると確信していたので、ある時、ママを撫で
ながら「ママ、早く死んでしまえばいいのに・・」とドキッとすることを言いました。テレーズは大好きなお母さんの幸せ
を望んでいたからです。お母さんはそのこころをよく知っていたので、テレーズを叱りながらも愛おしく思いました。
言葉は大切ですが、うまく表現できなかったり、伝えられない場合もあります。テレーズのお母さんのように、私た
ちもその人の言葉だけでなく、その奥にあるこころを大切に感じ取っていけたらと思います。（も）

