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早くもまた一年が終わろうとしている。振り返ればあれもこれも出来なかったと反省しきりだが、
根っからの犬的性格は出来なかったことを数えて悔やむよりは、数少ない出来たことを喜ぶ方が得
意で、くよくよすることはあまりない。良く言えば前向きで執着せず、一緒に喜ぶことが好きなポ
ジティブシンキングである。反面、猫のような慎重さに欠け、他人様からみれば軽率だとたしなめ
られることがあるかもしれない。ともあれ、どんな性格であっても、また時間の質はさまざまであっ
ても一年は等しくみんなに与えられ、時が刻まれる。コロナに明けコロナで暮れるこの一年は初め
てづくしの一年でもあったが、ほんとうに多くの人々に支えられ何とか暮れようとしている。
そもそも、阪神淡路⼤震災の⼀年後に現在の名称である「カトリック社会活動神⼾センター」と
改称し 24 年。電話が掛かると大抵の場合「ハイ、社会活動センターです」と答えているが、⻑い
名称は相手には聞き取りにくく、答えるこちらも舌を噛みそうになりながら早口で言い切っている
ような感じがし、所属していながらあまり親切には思えなかった。1996 年 1 月、現地救援本部と
呼ばれた時代から恒常的に活動を継続することになり、公募されたわけではないが幾つかの名称が
候補として上がった。折しもボランティア元年と呼ばれ、人が優しく他者を思いやることが出来た
時代だった。もうチョッと優しい、柔らかい名称にならないものかと残念に思った記憶が残っている。
あの時、「社会活動」と聞いただけで私の小さな頭の中では髪を振り乱し、旗を持って先頭をき
るような感じがあった。しかし、多くのボランティアに出会い、そのような部分も無くはなかった
が、他人事に何故こんなに熱くなれるんだろうということが正直なところであった。小さな自分の
世界しか知らず、それで充分だとも思っていた。しかし、この中で多くのことを学ばせてもらった。
人が人らしく生きることはそんなに容易いことではないことを。阪神淡路大震災は自分の知らな
かった世界への入り口だった。
そして今、ここでの活動は仏教的な言い回しではあるが“袖振り合うも多生の縁”的な、出会いか
ら生まれた人と人のつながりを大切にすることではないかと思っている。ただ、肝心なことは、誰
と振り合うかということで、得手不得手はあっても選り好みはしないこと。知らん顔しないことだ
とも。谷間に置かれた人々を支えるために置かれたセンターではあったが、どっこい一番支えられ
ているのが私たちだということに気づかされた一年でもあった。
皆さまからいただいた支えに心から感謝申し上げます。有難うございました。

炊き出しメニュー紹介コーナー ③
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 25 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３弾を
掲載させていただきます。

“住吉教会の炊き出し あれこれ”
小島 千鶴
炊き出しが今の様に週 3 回実施されるようになり、
毎月第 1 土曜日の担当になって以来ずーっと住吉教
会のメニューは“具だくさん豚汁とご飯、漬物”。
寒い季節は体も温まりますが、暑い季節（特に今年
のような異常高温の 7 月～9 月）に作りたての豚汁
は・・・！具だくさんで栄養価は高いかも知れませ
んが,おじさんたちの汗は 3 倍にも 4 倍にも・・・！！

細々したことはすべてやって下さるからこそうま

小野浜ですべて調理しご飯も炊きたてを配食して

く回っています。何より嬉しいのは、炊き出しの翌

います。雨の日だけはセンターで調理させてもらい

日（主日）炊き出しのレポートを掲示して下さり、

具だくさん中華丼に変身。食材は白菜（キャベツ）
、

お手伝い参加者もそれを読んでホッとし、未参加の

大根、人参、玉葱、じゃが芋、牛蒡、椎茸（シメジ）、

方々への啓蒙にもなっていることです。

もやし、ネギ、こんにゃく、薄揚げ、ちくわ、豚肉、
センターから頂く季節の野菜。隠し味はおろし生姜
とニンニク！漬物の主流は沢庵（夏は梅干し。キム
チはお椀に色が付いて落ちにくいので止めました）、
ゆで卵。炊き出し隊メンバーは包丁の腕と調理に対
する知識が豊富。すこしでも食材の栄養や味を損な
わない皮のむき方刻み方に配慮されていて学ぶこ
とが多いです！

10 月

炊き出し 報告

さわやかな秋の朝 W 号を先導に、今日初参加
の Wａさんの自動車とに分乗し教会を出発
しました。80 人分の食材を準備。
センターより小さめのキャベツ、じゃが芋、
そして 30cm はあるピーナツかぼちゃ 4 本を
分けてもらい、さらに「もらったから…」
と、デザートに種なし巨峰を 2～3 粒ずつお

小野浜で調理をすることの楽しみの一つはおっ

弁当ケースに入れ、豚汁・ご飯と一緒に配り

ちゃん達と一緒に皮をむいたり切ったり調理する

ました。 おっちゃん 76 名、センター5 名、

ことでした。調理に対する知識が豊富で自信たっぷ

住吉 9＋1 名でした。

りにいろいろ教えて下さり賑やかに豚汁がつくれ
ていました。

今年は新型コロナ禍で 3 月の炊き出しは中止。で

ところが新型コロナウイルス感染拡大によって,6

もセンターでは弁当を作って支援を続けておられ

月からの炊き出し再開後は“密”を避けるためにお

たので、炊き出しの予算をセンターに届けることが

っちゃん達の手伝いがダメになってしまい淋しい

でき、4 月には弁当作りが始まっていたので第 1 土

限り。コロナ禍が早く収束することを祈るばかりで

曜の弁当材料費も教会から出していただけたりと、

す。

教会全体での応援に支えられての炊き出しです。
（11 月 5 日付原稿）

お手伝いの呼びかけは二週間前のミサ後のお知
らせで。新しく転入された方が意欲的に参加して下
さるのも嬉しい限り。私は食材購入や車の手配など
を担当していますが、食材の分量などを計算して下
さるのはチーフのＦさん。お金の準備、会計報告等

＊12 月 1 日から感染対策のため再度弁当対応
に変更しています。

『おとうさん

だいじょうぶ』
まこと

初めて広島の平和公園に行った。今まで何度も広

の群れが時々、びっくりしたような声を出しながら、

島に行くチャンスはあったけど、何故か私の心の中

風のように通り過ぎていく。少しでもいいから、平

に、行くのをためらう何かがいつもあった。それが

和のありがたさを感じてくれたらなと思う。展示さ

何かはわからないけど、多分、みんなが「広島！、

れているものには、映像や写真などで何度も眼にし

広島！」と叫ぶあの八月の暑さが、あまのじゃくの

ているので、今さらの驚きもなかったが、人間て随

私には気に入らなかったのかもしれない。あるいは、 分ひどいことをするものだなとおもう。（キリスト
の平和が、私たちの心の隅々にまで、しみわたりま
おどろおどろしい過去の負の遺産から、目を背けた
かったのかもしれない。

すように。）私はこの歌をいつの間にか繰り返し口
ずさんでいました。「お父さん、大丈夫」娘が、私

私には二人の娘がいる。娘と言っても、二人とも

の袖をひっぱった。

五十に近いおばさんだ。私がもうすぐ八十になろう
としているので、当たり前だが、突然、広島に行こ

安芸の宮島の紅葉がきれい。もみじ谷を鹿と戯れ

うと言ってきた。もうすでに新幹線から宿の手配も

ながら歩いた。頭上に木漏れ日に照らされた赤や黄

できているとのこと。だから否応なしに、私は広島

色のもみじのきれいなこと。思わず、感嘆のこえが

に行くことになった。老い先短い父親に、ここで親

でる。もみじ谷を下ると、牡蠣を焼くにおいが、あ

孝行をしておかなくちゃとでも思ったのかもしれ

たりを包み込んでいる。牡蠣ともみじ饅頭のにおい

ない。ここは素直に、有難くお言葉に甘えることに

の中をたくさんの人が歩いている。娘たちが、「牡

した。

蠣を食べよう」と言って店の中に入っていく。あま

広島駅から、路面電車に乗った。遠い昔、神戸の

り牡蠣は好きじゃないが、仕方がない、カキフライ

街を走っていた市電と同じ色をしていた。ゴトゴト

なら食べれるので、娘たちに従うことにする。満席

と揺れながら、九州の片田舎から出てきたばかりの

の店内に、みんなマスクをして牡蠣が運ばれてくる

十五の私を思い出していた。板宿から市電に乗って、 のを待っている。異様な風景だ。やがて運ばれてき
た四人分の焼ガキとビールを娘たちはうれしそう
爺さんと再び筋にあった教会に行った。帰りに神戸
駅の近くにあった三越のあたりで、爺さんとぜんざ

な顔をして食べ始めた。私もカキフライを口に運び

いを食べた。うまかったな。爺さんは、朝ご飯を食

ながら、娘たちの食べっぷりに感心していたら「姉

べた後、教会なんか行ったこともない私に、「まこ

ちゃん、やっぱりワインやな」運ばれてきたワイン

と、教会へ行こう」とだけ言った。市電に乗る時も、

をうまそうに口にした。カキフライがのどに詰まり

教会への道を行くときも、帰りの市電の中でも、何

そうになった。そばで黙々とうどんをすすっている

も語らなかった。でも何か暖かいものが、そこにあ

婆さんに、「こいつら金持ちやな」と言ったらそれ

った。「お父さん、大丈夫！」娘の声がわたしを現

を聞いた上の娘が、
「お父さん、心配せんでいいよ、

実に戻した。

Ｇｏｔｏイートや、まだお金余っとるで、生牡蠣言
うたろか」生牡蠣は食べないのを知ってるくせに、

平和公園は平日なのに、人出が多く、特に修学旅
行と思われる子供たちが、黒い制服を着て公園の中
を歩いている様は、黒い子羊の群れの中に、私が紛
れ込んだように感じた。原爆資料館のなかも、子羊

「俺もワインが飲みたい」と言ったら、下の娘が「お
父さん、大丈夫」と言って、グラスをくれた。
（11 月 19 日付原稿）

『 閉 店 』
ねこ永田

その中で、光っ
ていた、若者達の

半年ぐらい前から、生田神社南向いの TOKYU
HANDS に閉店を知らせるビラが貼られた。
多種多様の生活用品、文具、ちょっとした大工
道具、備品。開店当時、ここはナニヤなのかとい
ぶかしがりながら、独特の階段の右へ左へと、た
がいちがいに歩いて上下し店内を散策した。全館
をまわると、目も足もつかれた。
このビルと陳列された品々に関心を持ったの

憧れのホールが、
TOKYU HANDS
が開業する前の神
戸では、一番人気
のホールだった。
学生時代に 1 回、職場の先輩達と 4 回、その
ダンスホールへ入った。舞台では、バンドが生演
奏 LIVE を聴かせ、床は滑らかだった。

は当然だが、このビルが建つ以前に在ったダンス

という青くさく、セピア色になった思い出があ

ホールがなにに変化していくかにわたしは興味

るダンスホール閉館後に開業したのが TOKYU

があった。

HANDS だ。そのビルの閉館が今年、2020 年

わたしが神戸に住み始めたのは、1950 年。
10 年間程、県外での生活を経験したが、再び神
戸へ戻った。以来神戸市内に住んでいる。
学校を卒業して就職したのも神戸。

12 月末だ。
明治と大正時代に身を置いていたような気分
を味わっている。
TOKYU HANDS へは、阪急三宮駅から近く、
足繁く訪れてはいた。が、そこで買ったものは、

いまの若者やとしよりが、手軽くカラオケへ行
く。当時そのように、余暇は余暇として使い果た
し、ヒマを作りだしてでも、若者達は、喫茶へ行
ったり、ダンスホールへ通ったりした。それが戦
後の人達の一つのトレンドだった。
市内あちこちにダンスホールがあり、喫茶店が

ボールペン 1 本まで数えても、10 本の指が余る
程にさみしい。
ねこのくびわ、ねこを乗せる為に買った小型犬
用ウバグルマ。雨傘。11 月初めにトートバッグ
を記念に買った。そのトートバッグを持ち帰る為
と閉店への感傷を入れるつもりで紙袋を購入し

あった。客が 10 人ばかり入れば満員の喫茶店で、 ようと思った。袋代 30 円を出そうとしたら、レ
ジャズライブが行われて、人達はエンジョイした。 ジで、その金額を受けとらなかった。
日本でダンスをたのしめたのは、一段別の人達

閉店までの約一か月に、何かのついでに建物の

だったし、戦後、ニワカに出来たダンスホールは、

横を通るだろうが、わたしは、TOKYU HANDS

庶民が利用する元倉庫のホールだった。

の店内へ、ついふらふらと入って行く気持ちにな
らないだろう。多分、そんな「未練がましい」行

ステップが、巧い、巧くないという前に、床が
よろしくなかった。床板のお粗末さに足が、ひっ
かかるという・・なんともソセイランゾウ（古語）
な床だった。

動にはでないだろう。と、変な気持ちの整理をし
ている。長く生きすぎた故の感傷だろうか。閉館
を二回も味わう時間への思い入れなのか。ことば
にはできない寂寥感を持っている。

神戸地区社会活動委員会より
一日だけの募金活

『東日本大震災被災者支援 難民移動
移住者支援募金へのご協力に感謝』

動でしたが、東日本
大震災被災者支援、
難民移動移住者支援

川辺

早百合

の募金箱には 6０、
000 円、シナピス工

11 月 1 日の日曜日、神戸中央教会では東日本大

房へは 55,600 円

震災被災者支援と難民移動移住者支援のために募

のご寄付を頂き、み

金活動をしました。コロナのため分散ミサとなって

なさんの善意のお気

いるので、８：００、９：３０、１１：１５のミサ

持ちに感謝の気持ち

後に募金をお願いしました。また、シナピス工房の

で一杯です。ありが

作品も展示しました。

とうございました。

今回の募金活動は神戸中央教会が主催しており
ますが、この活動はシナピス神戸も以前から取り組
んできた活動でもあります。クリスマスチャリ
ティーコンサート、学習会で会場受付の一部をお借
りして活動してきました。
神戸中央教会での募金活動の模様をお伝えします。
シナピス工房の沢山の手作り作品をご紹介しまし
た。材料はほとんどご寄付によって賄われている作
品です。ロザリオ、ブレスレット型のロザリオ、眼
鏡チェーン、どんぐりネックレス、ラウダートたわ

この募金活動とは別に、一冊の本を募金会場でご
紹介、販売いたしました。『日中戦争への旅

加害

の歴史・被害の歴史』宮内陽子著 合同出版刊。

し、刺繍布巾などなど紙面の都合で書ききれないの
が残念です。いつも作品を拝見して感じることは、

著者の宮内さんはシナピス工房の作品をまとめ

色彩感覚がとっても豊かなことです。これらの作品

てくだる担当者でもあられます。本書は 1997 年

は商品ではありません。教区シナピスの一隅で難民

から毎年訪中して日中戦争の加害の跡、幸存者、現

認定されぬ不安を抱えた方々が集まって手仕事を

地の声を記録した 9 回分をまとめた一部です。著書

しておられます。ご承知のとおり手を動かすことは

の販売にあたりオマケをつけてくださいました。南

目前の強い不安を拭う効果があります。出来上がっ

京特産の雨花石（うかせき）をストラップにしたも

た作品はご寄付頂いた方々にお礼の気持ちとして

ので買われた方に差し上げてくださいとのこと。美

差し上げています。シナピス工房支援のためならと

しい石なのでストラップをつけていると「それ何？」

美しい刺し目のそろった刺繍が施された布巾を届

と聞かれれば、「南京のお土産」と答えて、『「南京

けてくださった善意の方もおられました。

事件って知って
る？」と繋いでくだ
さい。大丈夫、後は
この本に書いたか
ら』。そんな宮内さ
んの声が聞こえて
くるようです。
《＊毎年行われていたクリスマスチャリティーコンサート
は新型コロナ感染予防対策のため中止になりました。
》

『より多くの相談者に届くように…』
ＮＧＯ神戸外国人救援ネット

事務局 村西優季

この度、有園博子基金の助成を受けて、ＮＧＯ神戸外国人救援
ネットの団体リーフレットを数年ぶりにリニューアルしました。
カラー印刷で、以前のものより見やすくなっているかと思いま
す。現在、外国人の相談を受け付けているような、社会福祉協議
会、役所、国際交流協会、外国人コミュニティ、日本語教室、民
間支援団体等々に発送する作業を行っています。
救援ネットはカトリック社会活動神戸センターのお隣に事務
所を置かせて頂いています。
毎週金曜日 13 時～20 時に英語、スペイン語、ポルトガル語、タ
ガログ語による多言語生活ホットラインを実施しています。
（中
国語、ベトナム語、ロシア語は事前予約があれば通訳対応が可能
です。）
また、2019 年 4 月からは「ひょうご多文化共生総合相談センター」の週末相談を担当。毎週土曜日・
日曜日の 9 時～17 時まで電話、来所による相談を受け付けています。こちらは、通訳会社による 3 者通
話なので、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、韓国語、タガログ語、インドネシア
語、タイ語、ネパール語での対応が可能です。
今年の春は、コロナの影響で、日本から母国に帰れない、又は母国から日本に戻れない、という相談が
多く寄せられました。取っていた飛行機のチケットがどんどん延期になっていき、その間宿泊できる場
所を提供しました。
また 5 月に入ってからは、特別定額給付金の申込書の書き方が分からないので教えて欲しいという相
談も多かったです。インターネット上で、多言語に寄る解説が載せられているものの、各自治体によって
用紙が微妙に異なるので、書き間違いのため１０万円が貰えなくなるのを恐れていたからです。
最近では、仕事が無くなったという相談が少しずつ増えてきました。
そして、以前から寄せられていた国際結婚・離婚、職場でのパワハラ、多文化ルーツを持つ子の学校教育、
在留資格などの相談も引き続き対応しています。
もし近くに困っている外国人がおられれば、今回、
お送りさせて頂いたリーフレットで救援ネットをご案
内ください。
最後になりますが、救援ネットの活動は皆さんから
の会費・カンパによって支えられています。今後とも
ご支援とご協力をどうぞよろしくお願い致します。

～ 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★

今年の越年越冬は縮小して行われます。
ボランティア募集はしていません。

’20 年 12 月２８日（月）～’21 年１月 4 日（月）
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、リュックサック
トランクスパンツ（Ｍサイズ）
、
くつした、タオル、石鹸、
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

＊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。

・泡ハンドソープ（詰替え用）
・食器用洗剤（詰替えＯＫ）
・食品用ラップ、紙コップ、割りばし
（夜まわりのおにぎり、みそ汁用）
・使い捨て貼るカイロ
・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
・切手（使用可能なもの）

＊特にお願い!!

マスク、消毒用アルコール、
泡ハンドソープ（詰替え用）
は

使い捨て貼るカイロ
神戸地区社会活動委員会

T 字型使い捨てかみそり、紙コップ、

★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。

使い捨てスプーン、割り箸（コンビニなどのもの）
☆ 必要でない物：
・女性用と子供用・背広の上着、コートなど

活動紹介
新型コロナウィルスの影響で、休止や変更とな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～ ＊休止中
HAT 神戸脇の浜にて『脇の浜茶話会』

★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』 ＊11 月より再開
＜活動日＞
木曜日－10:30～12:00＆13:30～15:00
日曜日－13:30～15:00

☆なかやまてカフェ ＊休止中

＜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
木曜日－10:00～16:00
生活相談
金曜日－10:00～16:00
土曜日－10:00～16:00
生活相談
月・水・金－物資の整理・日中まわり
病院訪問（必要に応じて）
＊さんぱつ、シャワー、洗濯は休止中

☆中山手ミーティング YOU YOU＊休止中

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
（火曜 19:00～20:30）

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～ ）（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。
（第 2、4 土曜 10:30～12:00）

編集後記

毎年秋ごろにセンター主催で片柳神父書籍発行の記念講演がありますが、今年は感染予防
のため中止になりました。希望が湧いてくる言葉、励まされる言葉も多く、その一文をご紹介させていただきます。

『誰もが最高傑作』 誰もが、世界でたった一人、自分だけにしかない良さを持った神さまの最高傑作。
もし「わたしなんかつまらない人間だ」と思っているなら、それは自分のよさにまだ気づいていないだけ。
自分が自分であることに、誇りを持って生きられますように。(「やさしさの贈り物」より--教文館)
自分も周りの人も「誰もが最高傑作」と言うことを生きている間に気が付けば、すばらしい人生に変わるの
ではないでしょうか？（もり）

