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山野

発行

真実子

カレンダーも残り１枚となり、軽くなった分少しさみしげに揺らめく光景をみて年末を感じてい
ます。この１年も私たちを取り巻く社会の変動は激しく、出来事がフラッシュのように目の前を通
り過ぎ、記憶に留めることが難しくなりつつあるのは私個人の頭の容量の問題かもしれませんが、
皆さんは如何でしょうか？自然災害の猛威、人為的な災害の脅威に関わらず、それらによって傷つ
いた人々の回復のために一体何が出来るのだろうと考えた時、自分の小ささを否応なく感じさせら
れます。平和のために働き続け銃弾に倒れた中村哲さんや紛争地に赴いた緒方貞子さんは世界的に
有名な方でその言葉も数々残され、まったくだと共感を覚えその死を悼みますが、街の片隅で小さ
な人々に寄り添い続ける人もまた美しく尊い姿に頭が下がります。
12 月に入って喪中の欠礼葉書が届きはじめ、中に心に残る１枚がありました。差出人は亡くなっ
た方の夫さんで、彼女のお姉さんが亡くなった時に出した挨拶状だと断り書きがありました。
“昔から知っているのに 時が来てほんとうに分かる言葉があります
私にはチャップリンの言葉がそうです
「人生を恐れてはいけない 人生に必要なものは勇気と想像力と少々のお金だ」
四月に姉が亡くなりました 私とは二つ違いの ただ一人の姉でした
彼女は朗らかに病気と闘い ほとんど泣きごとを言わず逝きました
私なら「そのとき」どうなるのか どうするのか それは分かりません
けれど もしいつ倒れることがあっても悔いがないと思えるほど
私はこの人生から豊かなものをいただいてきました 時代は明るくはない
今 私がここに生き できることをし続ける うんと想像力を働かせて そう思っています“

と綴られていました
妻も泣きごとを言わず病と向き合い

大好きだった剣岳のように凛とした佇まいで皆さまに愛さ

れ慕われ逝ってしまいました・・・。と
彼女は夜間中学の先生でした。学校に行けなかった野宿のおっちゃんや在日で学ぶ機会のなかっ
たオモニ、働き口を求めてベトナムからやって来た若い女の子、学校に行くことが辛かった若者た
ちに寄り添い、日々を真剣にかつ楽しみながら生きていた彼女。そのしなやかで“男前”な生き方
に拍手を送りたいと思いました。ここセンターでも日々小さな出来事を積み重ね、泣き笑いを共に
し、新しい年に希望を見出したいと願っています。皆さまから頂いた数々のご支援に感謝致します。
今年もありがとうございました。

炊き出しメニュー紹介コーナー ②
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。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第２弾を
掲載させていただきます。

“神戸中央の炊出し”
川辺

ミーコ

毎月第 1 木曜日が神戸中央の炊出し担当日で
す。神戸中央の炊出しメニューは流動的です。
理由はふたつ。ひとつはセンターにカンパされ
た食材を使わせて頂いていること。ふたつめは
神戸中央には釜カンパがあることです。釜カン
パというのは主聖堂の扉の端に置かれているお
釜の中にカンパされた食材のことです。
このふたつのバラエティに富んだカンパ食材
を見てから、通称「小野浜ランチ」のメニュー
は決まるという次第です。
たとえば、9 月は夏野菜カレーとコールスロ
ー、漬物（糠漬け）、オレンジ添え。10 月は麻
婆豆腐丼、漬物（糠漬け）、オレンジ添え。11
月はカレー丼、漬物（糠漬け）、柿添え。メニュ
ーを見ると美味しそうでしょ。ご一緒に毎月第
1 木曜日に小野浜ランチを作り、食べてみませ
んか。ボランティアさん募集中ですので、よろ
しくお願いしますね。
今のところ不肖・川辺がチーフを務めており
ますが実はお料理は大の得意というほどでは全
くありません。なもんで、炊出し前はちょっと
緊張しています。料理に使う順に洗ったり、刻
んだりを、みんなに説明しながらあたふた、あ
たふた。焦げてるよ！と、山野さんの一声で慌
てて鍋に走ったり。最後の味見はみんなにして
もらって火を止めます。
だけど、何かひと味足らないね。という時も
あります。11 月がそうでした。ブイヨンを買い
忘れていたのです。みんなで今ある調味料を使
って仕上げました。内心ほっと胸をなで下ろし
ていました。
炊出しってチーム力がなければ出来ません。

毎月そのチーム力に支えられています。
お代わりの列や、食器を返す時に、
「ごちそう
さま」って言われたりすると、小野浜ランチを
ご一緒出来てよかったと思います。晴れの日も
雨降る日も、暑い日、寒い日、ご一緒に小野浜
でランチできてよかったと思います。
震災以来続く炊出しエピソードを時折ですが、
耳にします。炊出し帰りの車中とかちょっとし
た会話から突如始まるエピソードですから、断
片的で、時系列は不明です。が、話してくださ
る先輩方とその場にいるような不思議な感じが
するときがあります。8 年くらい前から炊出し
に参加しているのですが、その間に同じ小野浜
と言う場所で一人ひとりの経験が共有経験とな
ったり、まるっきり違ったものを感じていたり
……小野浜の炊出しでボランティアさんも含め
て、この場に来て初めて出会った多くの人たち
がいます。10 月の炊出しでは一緒に調理するの
が最後の日となった方がおられました。K さん
です。K さんは野宿生活をしていましたが 3 年
前ご本人の意志とセンターの協力を得、居宅生
活をはじめられたのです。11 月に訃報をきいて
も脳裡をよぎるのは長ネギを刻んでいる姿や鶏
の胸肉を切っている姿など炊出しで働く K さん
でした。ご葬儀に参列された人たちの口から聞
いたのは正直で友情にみちた言葉でした。
さて 12 月の担当日が間近となりました。うんと
ほっこり温かな炊出しメニューを考えております。

～日本語でこんにちは～
買ったりＣＤを聞いたり、どんな質問にも

『

現在の学習者

答えれるようにと思っています。

』

ところが、本人たちは映画やパーティや
萩原

耕作

ら見物やら、とかで緊張感が伝わってきま

学習者は日本に来た目的も様々ながら、学習意欲、 せん。検定は一週間をきっています。
能力も違います。順番に学習者の担当を決められて、
ボランティアを始めるわけですが、一回きりで来な
い学習者がいれば数年に及ぶという学習者もいま
す。

でも、目的意欲能力がちがうんですね。
彼らはそれぞれにヒーローで、人生を送っ
ています。

私は今のところ日曜日と木曜日に教えています。
ここへ来るまでは長田の方で日本語ボランティア
を数年していて、東北の震災で多くの学習者が自国

←

へ帰ったため、日本語のボランティアは待機状態と

冬

なり、三宮へはその当時の仕事上の便利さもあり、

の

お世話になろうとやってきました。

国
際

現在、木曜クラスでボランティアさせてもらって

交

いる中国の方は、若いキャリアウーマンの奥さんが

流

いらして、男のお子さんがいて、幸せそうです。家

会

事全般を彼が引き受け、奥さんの仕事を重視して、
日本にやってきたそうです。勉強というよりはテキ
ストを見ながら、中国では「こうです。ああです。」
とか、教えてくれたりもしています。
日曜クラスの担当は現在、フィリピンの青年達

↓家族で参加

先生から紹介されています‼

（技能実習生）です。過酷な勤務時間に耐えながら、
唯一の休みの日曜日に来ています。自国の日本語の
テキストは文法や漢字などもしっかりしたもので
すが、本人たちはテキストは終えたことにして、同
じような日本のテキストでも日本人から教えても
らっているというテキストに目が行きます。
一年が過ぎ、検定を受けたいらしく会社から５級
の検定試験の問題集を買ってもらってきました。私
が渡している漢字練習帳などは手つかず、鉛筆も削
られていません。日曜クラスの学習時間は 2 時間で
すが、ティータイムや雑談などで正味 1 時間、休む
と月 1 回しかない時もありました。彼らより私のほ
うが焦る気持ちです。彼らの持っているテキストを

＜クラス＞日曜日－13:30～15:30
木曜日－10:30～12:30＆13:30～15:30

神戸地区社会活動委員会より

待っている間に炊き出し担当の方から、越年越冬
の様子を聞けたのは収穫でした。この冬の東遊園地

センター野宿者支援のための

でのカトリック担当日は 1/1 と 1/5 ですが、それ

クリスマスチャリティーコンサート 2019

にこだわらず自分の都合で行けるときに行けばい
いことや、越年越冬ではその日その日でいろいろと
料理に工夫があって面白いことなどを聞き、いつか
行ってみたいなあと思いました。
そうしているうちに開場時間の 12 時半となりま
した。12 時半を過ぎると受付や物品販売のコー
ナー前がいっぱいになるくらいのお客様！
物販コーナーの商品は女性向けの手芸作品がメ
インですから私のような無粋な男が立っていると

荒木 琢磨

説明もできず邪魔なことに気付き早々に退きまし

12 月 7 日土曜日、恒例のクリスマスチャリ

た。
「中はこうなってるんですよ」とか、
「これもか

ティーコンサートが神戸中央教会聖堂で行われま

わいいよ」などと上手に勧める販売担当の方々に舌

した。野宿者支援のためのこのチャリティーコン

を巻きました。

サートは今年で 14 回目を数えます。朝早くから会
場設営や炊出し準備のためにボランティアが集合
し出演者やお客様を迎える準備を行いました。
エントランスはシナピス工房や福島支援の手芸
作品を並べたコーナー、福島コーヒー、船員さん宛
のカードを買ってもらうコーナーを整えました。外
庭では駐車場整理や炊出しの準備、聖堂では音響機
器とステージのセッティングが行われました。地下
室から養生用のシートやスピーカーなどを持って
上ったり、マイクの配線をしてリハーサルに備えま
した。
私の担当
は受付でし
たので、聖
堂前エント
ランスに来
られる方に
パンフレッ
トを渡した
り、交代で
昼食に行き、
販 売 コ ー
ナーに立っ
たりして開
場の 12 時半を待ちました。

来場者はパンフレットを受け取ると横に配置し
てある募金箱にスライドしてたくさん献金をして
くださいます。すぐに開演時間がやってきました。
受付の賑わいも聖堂内に移り、交代でコンサートを
楽しませていただきました。

ライブ演奏は生き物です。生でしか起こらないリ

最後のパフォーマンスは昔少年合唱団の皆さん。

ズムの揺らぎ、ひたむきに歌い奏でるパフォーマン

「知床旅情」はアーティスティックな歌と絶妙な伴

スは素晴らしく、美しいハーモニーを作り出したプ

奏が楽しかったです。でもその後メンバーから今年

レイヤーを賞賛する気持ち、難しい合唱曲を歌う事

急病で仲間が一人亡くなったという報告がありま

への羨望などはこのコンサートならではの味わい

した。遺品に炊出し活動を記録したメモが残されて

だと思いました。出身教会からの出演者を応援する

いて彼が炊出しをライフワークとしてとても大切

のも楽しみの一つです。聖歌隊の時とは全く違う歌

にしていた事が告げられました。そして彼への追悼

を歌っても「やっぱしええ声、うまいなー！」と感

を込め会場のみんなで故人の愛唱歌「もみの木」を

動しました。

大合唱したのです。
クライマックスはこれも聖堂内の皆での「アーメ
ンハレルヤ」の合唱でした。

終演後の炊出しのけんちん汁が美味かった！あ
んまり美味いと私が言うので「普段うまいもん食べ
てないん？」とツッコまれました。温まったら聖堂
の後片付け。
振り返るとあっという間の 9 時間が過ぎていま
した。スタッフ、出演者の皆様、聴きに来て下さっ
たお客様、本当に楽しい一日を有難うございまし
た！

『 京都へ行った 』
ねこ永田

いう感じだがその橋を渡ってこないで下さ
いというような柵が置いてある。

寺や仏像、建築物を観に行き始めたのは、

10 代後半。だれの影響か判っていないが、
建物に関心、興味があって 10 代前半には
住宅の設計図まがいの絵図を描いていた。
ほんとに、なにが動機か、神戸に住むように
なって、あまり情報もない時代ではあった
が、京都へ通うようになった。
ひょっとすると広隆寺の弥勒菩薩の切手
に魅せられたかもしれない。あの指が忘れ
られなくて、幾度となく寺を訪ねているか
ら。

他人の店、家を許しもなく写真に撮るの
は、法で禁じているかどうかは知らないが、
常識では、好ましくないと考える。が文化の
違いという人もいるが、外国人は、日本らし
さを求めて意外に入り込んで写真に撮ると
きく。
表通り、裏通り、路地という路地、その近
所の人達が行く小さい市場、橋の下。京都は、
隅から隅まで、見物に来た人達が歩いてい
る。
廃村廃丁まで、薮をかき分け土道を登っ

有名な社寺、庭園、塔頭、こんな奥まった

ていく人達が押しかけているかもな。押し

所にも寺が？と、手あたり次第に訪ね歩い

かけた古い観光人の自分も、そのひとりで

た。今でこそ拝観料が必要だが、わたしが京

はあるが、と苦笑いをした。

都通いをした頃、観せてくださいと頼めば、
どうぞの挨拶だけで許されていた。
なん十年も仏像や寺々を訪ね歩いて、も
う十分満足かというと、今だに、京都通いを
している。

岡崎公園から永観堂まで行ったが、紅葉
だけ眺め、またマンホールの蓋を探しなが
ら三条大橋を渡り、思わないビルの地下１，
２階に丸善を見つけ寄り道をした。丸善は
閉店したときいていたので、存在している

数年前から、マンホールの蓋に凝ってい

ことに喜び、短時間店内を見、四条河原町か

るのであちこちの市へ行くと蓋に描かれた

ら電車に乗った。何せ、路地歩き、マンホー

絵に気持ちが入って、道ばかりを眺めて歩

ルの蓋探索なので往復歩き、脚は、大いに満

く。京都でも、マンホールの蓋と路地を探し

足し、気持ちは、京都はいたる所人間に占領

て、ひたすら歩く。

されていると感じてしまった。直近の京都

京都は日本人だけでなく、外国からの観
光客が多すぎる。確かに、いろんな国々から
の人、ひと、ひとが歩いたり、自転車で巡っ
ている。表通りだから人、ひと、ひとなのだ
と思い、二筋ばかり路地を入って歩こうと
するが、なぜか、日本人ばかりではない。外
国人も狭い路地を歩く。もっと込み入った
路地へ入るが、やはり地元の人でない人達
とであう。小さい流れがあって小橋がかか
っている。その先は料理屋風の門構え。粋と

歩きだった。

～ 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。

’19 年 12 月２８日（土）～’20 年１月 5 日（日）
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

＊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
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。

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、リュックサック
トランクスパンツ（Ｍサイズ）
、
くつした（男性用新品）
・タオル、石鹸、体重計
T 字型使い捨てかみそり、
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（詰替えＯＫ）
・食品用ラップ、紙コップ
（夜まわりのおにぎり、みそ汁用）
・使い捨てカイロ（夜まわり配布用）
・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、生活用品、消耗品など
（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。
＊特にお願い!!

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。

米、使い捨てカイロ、

T 字型かみそり、紙コップ、体重計
☆ 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！
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
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。

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

＜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）
★★★ ★★★ ★★★ ★★★

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～）

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

N.A 薬物依存症の方の自助グループミーティング
（木・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

（火曜 19:00～20:30 第1 火は16:30～18：00）

（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）

編集後記 11 月末に来日したフランシスコ教皇のメッセージは核廃絶の訴えを始め心打たれる大切なもの
ばかりでした。特に若者へのメッセージでは「世俗の姿勢はこの世での己の利益や利潤のみを追い求めます。利己
主義は個人の幸せを主張しますが、実は、巧妙にわたしたちを不幸にし、奴隷にします。そのうえ、真に調和のある
人間的な社会の発展をはばむのです。孤立し、閉ざされ、息ができずにいるわたしに抗しうるものは、分かち合い、
祝い合い、交わるわたしたち、これしかありません」と。
先日、台風で家が被害にあわれた方が「ボランティアが家の泥だしや片付けをしてくださり、人の善意に感謝の毎
日です。」とニュースで言われていました。その顔は感謝で輝いていました。何不自由ない生活ではみえにくい、助
け合いや分かち合い交わり、感謝の気持ち、それがみんなの本当の幸せにつながるのではないかと思いました。（も）

