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コロナウィルスの感染に⻭⽌めがきかない⽇々を過ごして
1 年以上が経過し、今は 2 度目の桜の季節が終わった。今年
ほど花見の自粛が叫ばれた年はなかったように思うが、それ
でも人は桜に誘われ街や公園に集まった。東京のどこだった
か、川沿いに咲く桜を見る人たちに向かって“立ち止まらず、
前に進んでくださ〜い！”とメガホンで呼びかける様⼦は、上
野にパンダが来た時と同じ光景
だった。人々が桜を求めて右往左
往する中、センターでは毎年のようにこの桜の樹の下でボランティアさ
んが花見をし、日本語学習する滞日外国人にお茶会を開き、散る花びら
を愛でながら抹茶と和菓子をいただいた。野宿から居宅へと移った人た
ちのための特別メニューでカフェを開いたりしていたことを懐かしく
思い出した。たった数年前のことなのに、遠〜い昔の出来事のように感じられる。⼈が集うことを
分断した極小ウィルスの強大な感染力に世界中がそれぞれの立場で立ち向かっているのだが、分断
された社会の傷あとは大きい。この先、どのようにして人と人の関係を修復していくのだろう。小
学校の給食もお喋りせず、前を向いてもくもくと食べなければならない。大学生はリモートで画面
に映る先生との関係だけで人の気配が感じられない。私たち活動センターが開催する高齢者支援の
茶話会も訪問も、また外国人支援の「日本語教室」も室内で、しかも対面でお互いの顔が見える環
境下で行われるため、今もまだ再開が困難な状況だ。辛うじて続けられているのが野外で行われる
弁当配食の野宿者・生活困窮者への支援だけ。しかしこれもいつ中止になるか分からない不安定さ
をはらんでいる。10 年前の原発事故による放射能の拡散といい、今回のコロナウィルスの感染と
いい、不可視の脅威に人はさらされ痛手を負わされているが、自然の営みは何事もなかったかのよ
うに繰り返している。これに比べると人とはなんと弱いものだろうかと痛感する。
1995 年から始まった私のここでの活動も四半世紀を迎え、
2006 年 9 月から書き始めた巻頭言も 15 年目となった。
センター
事務所前に立つ老桜に励まされた月日だった。一昨年、太い幹
をバッサリと切り落とされた老桜だが、接ぎ木の若枝が次代を
担うべく育っている。この接ぎ木と同じように人を励まし、寄
り添うことが出来るセンターの若木が育つことを願いこの一年
を過ごしたいと思う。
皆さまから頂きました数々のご支援に心から感謝申し上げます。

『 小野浜食堂 』
きのう 今日 あす
2019 年 12 月に武漢で発生したと言われてい
る新型コロナウィルスによる肺炎はアッと言う間
に世界中に飛び火し今に至っています。日本でも
2020 年２月、横浜港に入港したクルーズ船「ダ
イアモンド

プリンセス号」での発症から約 2 ヶ

月でかつて経験したことのない「緊急事態宣言」
が出されました。年が明けて間もなく 2 回目の宣
言そして解除。目まぐるしく展開されるコロナ関
連の出来事に小野浜での取り組みもご多分に漏れ
ず右往左往せざるを得ない状況が続いています。
タイトルに「小野浜食堂」と書きましたが、ここ

また当初、利用する人たちへの連絡手段が整わ
ず、小野浜まで歩いて来てポスターを見なければ
現状が分からないと言う不便がありましたが、今
は「みんなの掲示板」を利用し周知を図っていま
す。お弁当を始めたことで、炊き出しではあまり

は神戸市から炊き出しのために提供された球技場

話すチャンスの

公園の一隅で、屋根もない壁もない青天井の解放

なかった人たち

空間ですが、炊き出しをすることで多くの人たち

ともこの掲示板

が集まり、絶対密にはならないとは言い切れませ

のことや使い捨

ん。マスクの着用や手指消毒の徹底、ソーシャル

て容器のごみの

ディスタンスのための椅子並べなども試み、注意

ことなどを通し

喚起のためのチラシ配布など繰り返し行ってきま

て話の輪が少し

したが、そこは親しい者同士ついつい話に花が咲

ずつ広がっています。

くことも・・・。と言うことで第 1 回目の緊急事
態宣言解除後からは個食を勧めるためのお弁当配
食を続けています。お陰で食在庫に眠っていた普
段には使いにくい食材もボランティアさんの工夫
でいろいろな
おかずに変身
し、炊き出しで
は食べること
のなかった総
菜が提供され
るのですが、コストを重視すると時代の流れと逆

私たちの暮らす兵庫県はコロナ地図では赤色表
示される感染数の増大、病床数がひっ迫する毎日
です。小野浜からコロナを出さないために配食を
止めることは簡単な手段ではありますが、コロナ
によって生活がひっ迫している人のことを思うと
こんな時だからこそ必要なことなのではないかと
いう思いもあり、悩ましいかぎりです。
＊緊急事態宣言中はすべての取り組みを中止しま
したが、野宿する人たちへのお弁当配食は夜回
りグループの有志で週 2 回継続していました。

行するプラスティックの使い捨て容器を多用する
ことになり頭を悩ませています。

＜食事＞ 毎週火・木・土曜日－小野浜で弁当配食
＜医療相談＞ 毎週金曜日－13：30 ごろ
＜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１水曜日は勉強会で夜回りは休みです。

↓ 神戸新聞記事より

『 タ ッ チ “ Touch ” 』
ねこ永田
神戸市バスの乗降方法がこの３月 16 日より変

文字で書いても、音声できいても、
“タッチ”と
いうことばは浮く。乗降時にカードをさわらせる
のだから、タッチは、どうも具合が悪くないか！

わった。16 日までは、降車の時に IC カードの人

遂に辞書をめくった。なじみ深い「タッチ」は

は、バスドライバーの左側にある機械にカードを

「打つ」。次に「さわる」
。
「手指などで接触する」

触れて降りていた。１回のタッチ方式。
16 日から市バスの車内。椅子の向き、行先案
内表示も変わった。
初めなので、車内のポスター、説明書きも、く
どいほど、ベタベタ貼ってある。どのポスターに
も１タッチ→２タッチの表示。動画も音声抜きで
流される。

今日、乗車する時、なんと「ふれてください」
のアナウンスだ。えっ？そうだ！ふれてください、
だ。ついでに新車両の座席
に満足。日本語もすっきり。
あゝ満足だ。

第２６回神戸越年越冬活動より
この年末年始の越年越冬は新型コロナウィルス感染
拡大防止のためボランティアの方々にご参加していた
だけませんでしたが、たくさんのご支援や心を寄せて
いただき、ありがとうございました。
以下、皆さまへ越年の様子をお届けいたします。

や、神戸新聞の報道を見て相談に来られる方もお
られました。1 時半頃にはほぼ配布を終え、2 時
には撤収し解散となります。

『活動に参加して』

長瀬

三千子

第 26 回越年越冬活動が 2020 年 12 月 28 日から
2021 年 1 月 4 日まで、東遊園地において実施されまし
た。この活動は野宿や生活困窮する人たちが年末年始に
ほっとできる場と生活を立て直すための相談ができる場
を提供する活動です。期間中は晴天に恵まれ無事に終える
ことができました。
越冬越年実行委員会は神戸 YMCA 夜回り準備会・日本
基督教団兵庫教区・バプテストホームレス支援ネット・神
戸公務員ボランティア・カトリック社会活動神戸センター
などで構成され、食事は各グループが交代で担当致します。
例年は温かい炊き出しやコーヒーを飲みながら楽しいイ
ベントを交え、
皆でゆっくりと楽しいひと時を過ごします
が、今回は新型コロナ感染拡大防止対応として、大勢の人
が集まり密になる炊き出し・お愉しみイベントは縮小・中
止となりました。野宿や生活困窮する人たちの為の生活相
談・法律相談・医療相談などは大切な取り組みなので従来
通りに実施しました。
現在、
東遊園地では「こども図書館」
の建設工事が始まっ
ており、使用できる場所が半減したこともあって、今回は
炊き出しに替えて食料品の配布を行いました。ボランティ
アの募集は行わず、
実行委員会のスタッフと各グループの
ボランティア 10 名までと限定し、密にならない少人数で
の実施となりました。
一日のスケジュールは 10 時から会場の設営、配布する
食料品の袋詰めが始まり、準備ができ次第スタートです。
利用者はまず入り口で検温、手指の消毒を済ませてから食
料品を受け取り、その場では食べないで持ち帰って頂きま
した。
相談のある方は各ブースで専門の方にじっくりと話
を聞いていただき解決の道を探ります。NHK のニュース

炊き出しに代わる配布食料品はお弁当・カップ
麺・お握り・味噌汁・パン・バナナ・リンゴ・お
菓子などです。今回、コープ神戸から 6000 個の
おせち料理具材の提供を頂き期間を通して配布致
しました。数の子・エビ・棒鱈・ぶり・かまぼこ・
伊達巻・煮しめ等々お正月らしい嬉しいおみやげ
付きでした。

利用者数は、日を追うごとに増え、170 人を超
え慌ててお握りを買いに走るという日もありまし
た。平均して 150 人前後の方が利用されました。
野宿の方は減ってきていますが、生活困窮してい
る方が増えてきていると感じました。
「楽しいイベントがなくてちょっと寂しいね」
というおじさんのコメントがニュースで流れてい
ましたが、次回の越年越冬活動の頃、コロナは終
息しているでしょうか？社会状況はどのようなに
なっているでしょうか？東遊園地は炊き出しがで
きる状態でしょうか？年に一度のささやかな楽し
みの時と場所がなくならないことを願っています。
（六甲教会報より抜粋）
【利用者延べ人数 1062 人、ボランティア延べ
人数 211 人、生活・法律相談数 45 人でした。】

～ お知らせコーナー ～
“

ふっこうのかけ橋 ”

～福島こども支援プロジェクト～
新型コロナウィルス感染防止のため
昨年に引き続き今年のキャンプも
中止となりました。
今年はプロジェクト開始から 10 周年を
迎えるため、記念誌の発行を考えています。
（昨年はクリスマスプレゼントとカード交換
などの交流をしました。
）

問合せ：カトリック社会活動神戸センター
078-271-3248

★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。

★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）
・くつした（男性用新品）
・タオル、せっけん、
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）
・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）
・蚊とり線香（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
・切手（使用可能なもの）

※毛布・寝袋、タオルケットは
通年にわたって募集しています。

＊特にお願い!!
マスク、手指消毒用アルコール（液体）
泡ハンドソープ（詰替え用）
、紙コップ
使い捨てスプーン、割り箸（コンビニなどのもの）

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。

トランクスパンツ（Ｌサイズ）
☆ 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。

★2020年度 年間活動報告（2020年4月～2021年3月＊感染拡大防止のため一部の活動は休止）
＜野宿者・高齢者支援活動＞
延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度)
１．炊き出し利用者数（弁当配食含む）
7416 13,256
77
91
２．夜まわり
513
888
18
24
（緊急事態宣言中の弁当配食）
120
9
３．生活支援(入居支援含む）
2,250
2,920
7
8
４．日中の支援
シャワー
158
504
8
11
さんぱつ
150
446
8
10
物資（衣類の提供）
77
177
4
4
医療相談
152
296
6
7
せんたく
207
757
4
6
５．住宅、病院、施設訪問、同行（訪問、同行人数） 269
386
2
2
６．脇の浜茶話会（月１回）
27
345
27
31
７．なかやまてカフェ（月１回）
0
173
0
16

総回数
96
28
13
324
20
20
20
26
20
166
1
0

＜外国人支援（日本語でこんにちは）＞
日本語でこんにちは（クラス）
国際交流会 etc

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度) 総クラス数
47
705
4
6
13
0
58
0
58
0

＜中山手ミーティングYOUYOU＞
ミーティング参加者数

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度)
0
331
0
8

総回数

延べ人数 (前年度) 参加学校数 (前年度)
22
123
2
6

総回数

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度)
885
1,551
9
11
179
281
6
8
49
4
1256
1,291
4
4
2
72
2
7
0
22
0
2
45
630
3
6

総回数
96
28
13
324
1
0
13

0

＜COME&SEE（体験学習）＞
参加者数
*参加学校名：和光高校、灘中学校
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＜ボランティア参加者数＞
１．炊き出し活動
２．夜まわり活動
（緊急事態宣言中の弁当配食）
３．日中の支援活動
４．脇の浜茶話会
５．なかやまてカフェ
６．日本語でこんにちは

★2020年度 会計報告（2020年4月～2021年3月）
収入の部
科目
寄付金
指定寄付金
会費収入
行事収入
雑収入
合計

支出の部
金額（円）
備考
5,419,303
1,119,469 炊出し
73,000
55,210
17,460
6,684,442

科目
援助費
旅費交通費
通信費
自動車諸費
管理費
その他
合計
繰越金

金額（円）
備考
3,888,805
76,910
392,465
98,476
963,334
5,419,990
1,264,452

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』 ＊休止中
＜活動日＞
木曜日－10:30～12:00＆13:30～15:00
日曜日－13:30～15:00

＜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
医療相談
土曜日－10:00～16:00
生活相談
＊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
☆なかやまてカフェ ＊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 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

＊全グループ休止中です。
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～ ）
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

新型コロナ感染予防でいくつかの活動が休止。居宅に移ったおじさんたちが楽しみにして
いたなかやまてカフェも閉店しています。春にはスパゲティやスープ、デザートをみんなでワイワイ言いな
がら作って、桜の下でランチして楽しいほっこりした時間を過ごしました。それができない今年は「せめて
写真の桜を見て楽しんでください」と、お便りを出しました。その内の１通が宛所不明で戻ってきたので大
家さんに訊ねたら、そのおじさんは昨年がんで亡くなったとのことでした。カフェでいつもニコッとしてい
た顔が思い出され寂し～い気持ちになりました。カフェに限らずみんなで一緒に過ごせていた時間がどれほ
ど貴重だったことなのか、改めて感じるこの頃です。（も）

