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就任ご挨拶

木谷 公士郎

「新生紀」読者のみなさま。この 4 月より前任の山野に代わりまして当センターの施設⾧を拝命
いたしました木谷と申します。浅学非才の身ではございますが精一杯つとめる所存でございますの
で、みなさまのご指導ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
自己紹介がわりにこのセンターに関わるようになったきっかけについて記したいと思います。私
がこの中山手、活動センターの敷地に足を踏み入れたのはちょうど 20 年前、2002 年の春のことで
した。その年の 1 月にこの中山手での野宿者支援活動を取り上げたドキュメンタリー「パンダと異
人館とホームレス」という一風変わったタイトルの番組が放送されたのですが、それを見て、夜回
りやその当時は教会の敷地で行われていた炊き出し、相談活動等の様子に興味を持ったのと同時に、
そこで当時教会の主任司祭として、そしてセンター⾧として働いておられた諏訪神父（現・高松教
区⾧司教）の姿を見出したことが大きなきっかけになりました。というのも、諏訪司教様は私の高
校生時代（80 年代なかば）に「現代社会」という授業を持っておられたのですが、その授業がとて
も心に残るものだったからです。それは教科書を離れ、時に釜ヶ崎の労働者たちの様子を取り上げ
たり、「解放の神学」全盛時に銃を手にする神父の写真を紹介したりというものでした。もちろん
それは社会矛盾に対して武装闘争を呼びかけるというような物騒な内容であろうはずはなく、ただ
社会なり時代なりと真摯に向き合った時に人のとる行動、思い、その選択肢というのはとおり一遍
のものではないということを教えてくださったのだと思っています。そしてある日の課題でそれが
どんなお題であったのかは忘れてしまったのですが作文提出があり、そこで当時生意気ざかりの私
は、読んだ本の受け売りで「世界に広がる飢餓には要因があるのにその要因を問うことなく食料品
を配布したところでそれは砂漠化が進行している中で 1 本づつ木を植えるようなものだ」と書いて
しまったのです。それに対して諏訪「先生」はただその文中の「1 本ずつ木を植える」というとこ
ろにだけ赤線を引いて私に返してくださいました。これは今に至るまで忘れることのできないほど
心に刻まれた出来事で、なのでその「先生」の姿を見てそのことが思い起こされ、その活動に是非
加わってみたいと思ったのでした。
以来 20 年、野宿者支援を中心にポジショニングを変えながらこのセンターの活動に携わってき
たのですが、私たちを取り巻く状況は自他ともに少なからず変わってきているのを実感します。活
動の内容もそれに応じて変えていかねばならず、もしくは変わることを余儀なくされるのかもしれ
ません。しかしとくに「谷間におかれた人々」のための、さまざまなニーズに対していわば「1 本
ずつ木を植える」という活動の本質は変わらないのかなあと思っているところです。かわらぬご支
援のほど、そしてお心をおよせくださいますようあらためてお願い申し上げます。

～夜回りより～
食料品や電気やガスの値上げが言われています。生

『

活動大丈夫や 』

まこと

活困窮者にとって、ますます暮らしにくい社会にな
るような気がします。戦争は一番弱い人を苦しめる

センターの前庭に今年も桜が咲きました。かなり
のご老体だが見事な姿を見ることができます。夜回
りに参加するようになって何回目の桜かなと、ふと
振り返ってみるが、記憶が定かでない。シスター嘉

のです。遠い国の出来事ではない。国際社会がグロ
ーバル化した今、ウクライナに打ち込まれたミサイ
ルが起こす衝撃波の影響は、時を移さず私達の生活
を直撃するだろう。

松と夜回りをした記憶があるが、彼女を知る人も少

私が夜回りに初めて参加したころは、たくさんの

なくなっている。2000 年の大聖年の時、私は明石で

人が路上で夜を過ごしていた。みんなそれぞれに一

『ホームレス自立支援チーム』を立ち上げたので、

癖あって、豪傑もいた。水曜日の夜、彼らに会うの

そのころには夜回りに来ていたのだろう。

が待ち遠しかったものだ。つらいと思ったことは一

当時は、三宮ＡＢ、元町、生田川、湊川、メリケ
ン、と六つのコースがありました。それぞれのコー
スで２０人から３０人のおじさんたちに出会って

度もない。でも、彼らはいつの間にか私の前から消
えていった。あの頃の彼らの笑顔を懐かしく思い出
している。

いる。救急車を呼んだり更生センターに車で運んだ

私もいつの間にか８０の坂を超えた。皆がそろっ

りと、終わりのミーテイングが１０時半になるのは

た正月の祝いの席で、子供や孫達から車の運転をや

普通だった。

めるようにと言われた。「大丈夫だよ」と声に出そ

夜回りは安否確認が主目的です。極端に言えば生
きてるか、死んでるかを確認するのです。寝ている
人には顔を近づけて呼吸しているか確認して、起き
ている人には「こんばんわ」と声を掛けます。食事
ができているか、体調はどうかお話ししながら確認
します。
最近は出会う人の数が極端に少なくなってきま
した。回るコースも四つになりましたが、みんなで
１４～５人ぐらいの方にしか会えません。野宿する
人が少なくなっていることは良いことなのでしょ
うが、他方ではネットカフェなどで夜を過ごす人も
多いと聞きます。年老いた親の年金で生きている

うと思ったが、わたしを見ている孫の目がまぶしく、
黙ってコップのビールを喉の奥に流し込んだ。追い
打ちをかけるように、「年なんやから、大丈夫と思
っていても体がついてこんのやで」とのきついお言
葉、ビールがやけに苦かった。
あれもやりたい、これもやりたいと思いは募るが、
どうやら私の心の中のスクリーンに、旅の終わりを
告げるエンドマークがちらつきだしたようだ。
残り少ない時間、出来る事なら体が動かなくなる
まで、路上で眠る人達のそばにいたいと思う。
神のご加護を祈りながら。
「大丈夫やで―！

車がだめでも足があるわい。
」

（パラサイトシングル）方もいるとか。炊き出しに
来る人も、若い人が多くなりました。不安定な社会
環境の中で彼らが路上で夜を過ごす日が来るので
はないかとの思いが、私の心をよぎります。
ウクライナにおける、プーチンさんのごりおしが、
資源を外国に頼る日本に影響がないとは言えない。

＜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。

『 小野浜食堂 』

山野 真実子

コロナに明け暮れたこの２年。初めて耳にした「緊急事態宣
言」。こんな言葉チャンと法律があったのですねぇ。平和に慣れ
てしまっていた私たちの日常生活の中で使われるとは！
ダイアモンドプリンセス号から始まった日本でのコロナまん
延によって小野浜での炊き出しも大きく影響を受け右往左往し
ました。どのチャンネルもコロナ一色で兎にも角にもシャット
アウトしかないとクローズした小野浜活動。そして変異するウ
ィルスに翻弄され、食事以外のサンパツやシャワー、洗濯などはまだ再開されていません。
もう少しのガマンかなと先が見えたような、見えないような微妙な現状ではありますが、集まれない
なら出前をと弁当つくりに励んだ日々もあり、素人ではあるけれど弁当やが出来るのではないかと思え
るくらいになりました。しかし弁当を手渡すと同時に掛ける声は心こめて「はよ帰って食べてね」でした。
今、まん延防止からも解放され、ようやく炊き出しを利用する人たちの姿が公園に戻って来ました。野
菜たっぷりの味噌汁のおかわりもできるようになりました。もうすぐマスクが辛くなる暑い夏、青空天
井の小野浜にオレンジやグリーンのテントの花が咲き始めます。

♬ 思えば遠くに来たもんだ ♬
ボランティアに戻りつつある今日このごろ・・・。
その昔、海援隊の武田鉄矢が歌ったこの曲、の～

なく育ったのね」とよく言われたものですが、見

んびりとしたメロディーは南こうせつの「神田川」

た目とは違い、これでもけっこう不自由な暮らし

に通じるものがありますが、田舎から出てきた青

を経験しましたが、その分両親の愛情はたっぷり

年が自分の来し方を振り返って懐かしみ、同時に

で O 型街道まっしぐらでした。

思うようには生きられなかったけれど、これも人
生というような感じの曲です。
私の記憶のどこかに残っていたのでしょうか。
活動センターでの 27 年間（正確には 26 年と半年）
を振り返ってみると自然に“思えば遠くに来たも
んだ”という言葉が浮かび出て、あぁホントにそう
だなぁというのが正直な感想です。今思えば、社
会の出来事にまったく疎かったひとりの主婦が、
震災をきっかけに歩み出した道のりは、それまで
の暮らしから一転し、見えていなかった社会の現

不自由であったこと、その痛みが震災後のセン
ターでの活動に大きく関わったと今では感謝して
います。何が出来たかと問われると、何も出来な
かったとしか答えられません。形に残るものは何
もなく、ただ一緒に重たいなぁと感じる荷物にチ
ョコッと手を貸して歩いただけでしたが、これも
家族が私の生き方を許してくれたからと家族にも
感謝です。そして何よりも一緒に歩み続けてくれ
た友（ボランティアさん）の存在と手を貸すこと
を嫌がらずに受け入れてくれた人たちにも感謝です。

実に目を白黒させながらの歩みでした。とりわけ

時代が移り変わり社会はより混迷を深める今、

て人生模様を描いていたわけではありませんでし

見えていた不自由の解決だけではなく、見えない

たが、私の予定にはその欠片もありませんでした。

不自由さからの解放を目指しセンターの真価が問

震災はそれほどに大きな大きな人生の転換点でし

われるのはこれからかもしれません。バトンを渡

た。あまり物事に拘ることなく呆気らかんとして

せた安堵感に埋没しつつこれからもセンターと共

いる O 型独特の性格から「あなたは、なに不自由

に歩みたいと思う今日このごろです。
（やまの）

《雑記帳》

ねこ永田

『モーニングコーヒー』

今、店長いる？久しぶりやから、知った人がおら
んかったら、つまらんし。店長いるよ、行ってみた
らとわたし。

朝、駅のすぐ近くで 15 分の間合いにコーヒーを

店長はまだおるんやな、行ってみよ、ちょっと喋

のむ。早い時間なので、店内に客は少く、BGM の

ってこよ。あんたも気ィつけて、早うワクチンうつ

音量も抑えている。時折古いジャズが囁くように流

んやで。じゃあ、またな。

れる。朝、少い客、静かな雰囲気。心持が穏やかに

気忙しい人だ。だが愛想不足のわたしの知り人。

なる。この 15 分は自分ひとりの時間で、大切にし

名前も知らず、居所も知らず、コーヒーショップで

ている。ぼんやり店にとけ込んでいる時もある。

朝顔を合わせるだけの知り人だ。

顔見知りとは、離れた席でおはようの会釈。彼ら
も自分の時間をゆっくりしたいのだろう。会釈か手
をあげて、その手がゲンキを伝えている。

『二宮先生』

頃合かと感じる時、15 分だ。朝のこの大切な時

大学二回生だったと思う。英文購読の授業で、二

を、いつまでも・・・・。少々ぜいたくな望みかも。

宮先生という英文学の先生に会った。
教科書は D,H,

だから、ゆったりとしたい。

ロレンス（チャタレ夫人の・・・と言えば、年輩の
人 達 に は 、 ア ゝ 、 ア ノ ！ と 判 る 作 家 ） の THE

『知り人』

BRIDGE という短編の購読だった。
二宮先生は初講義に、学生達を前にボクは二宮尊

コロナ、オミクロン、ワクチン３回目接種だ、

徳の子孫ですと自己紹介を始めた。いつの頃からか

いやまだだと落ちつかない今年。たかだか 15 分で

は知らないが、全国の多くの学校々庭に薪を背負っ

も、ゆったりしたいとコーヒーをのんで店を出た。

て手に書物を持った少年二宮金次郎の像があった。

信号がみどりに変わった。向うから「よう」とか
「おお…」とか声をだし手を振ってくる中年男性が
目立った。だれだ！目立つ男性！と思ったら、知っ
ている顔だった。久しぶりだなあと、わたしの腕を
掴んで歩道を引き帰そうとする。逆らうのも半端な
ので、逆戻って、お久しぶりの話につき合った。
と言っても、彼の話すことは、まだリモートワー
クをしており、月に三回程度出社する。会社で同僚
に会う機会は少い。コロナ騒ぎがしずまっても、今
さら、ラッシュ時間に出社する気はないし、必要が
ないかも。現状のまゝでいいんじゃないか、経済は
回っていく。ときどき出社するのは、気分転換では
ないか。すると世の中、大分変わるよ。ビルも少く
てすむんちゃうかなあ。
彼は一息入れると、あんたどう？体は？ワクチン
は？コーヒーショップのねこのナントカさん、まだ
いる？と訊く。ナントカさん、あんたと気が合うん
だよな。
やっと私が話す番。ねこのミコさんも店長も、地
味に働く男の人も、元気よ。この春若いアルバイト
さん数人は卆業して就職したけどね。

歩きながらも学問をし、その結果偉くなった人と、
子供らには教えられた。「…ながら」で失敗したわ
たしは、その話に感動しなかった。
教壇に立って自分は二宮尊徳の子孫だと自己紹
介する教師にも、他の学生ほど警嘆もしなかった。
先生、お名前は？と訊くと、二宮先生は黒板へ二宮
尊道と書き、たかみちと仮名をふった。
学生達の幾人かは二宮先生と尊徳に関心があっ
たのか、単純に興味からなのか、講義の前段で、先
生への質問が飛んだ。
二宮先生は六甲山に住んでいると言った。ケーブ
ルカーを利用して通勤。六甲山に、冬雪が降る。そ
の時は？という質問。先生は豪雨の時、授業は休み
とする。雪の朝は、ケーブルの端の工事用、非常用
の径を下りてくるそうだ。
二宮先生の THE BRIDGE の講義は興味深かった。
予習だ、復習だと言う勉強に関心がうすかったこと
で有名人のわたしが、数行の予習をしたりした。が
THE BRIDGE を渡る途中で、先生の姿が消えた。そ
の事情は一切わからないまゝ現在に至っておる。
現 在 で は 古 文 と 化 し た か も し れ な い THE
BRIDGE を読み返したいと思う時がある。

～ お知らせコーナー ～
カリタスジャパン「ウクライナ危機人道
支援」募金活動
募金受付口座は次のとおりです：
郵便振替：００１７０－５－９５９７９
加入者名：
宗教法人カトリック中央協議会 カリタスジャパン
＊記入欄に「ウクライナ危機支援」と明記
なお、「ゆうちょダイレクト」ならびに他行からお振
込みいただく場合は、ご依頼人番号、お名前の
後に「6273」（ウクライナ危機人道支援の意向番
号）を記入いただきますようお願い致します。

★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。

★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（新品）
・タオル、せっけん、
T 字型使い捨てかみそり、
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。

◎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」

＊特にお願い!!
手指消毒用アルコール（液体）

※ 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）
、紙コップ
使い捨てスプーン、割り箸（コンビニなどのもの）

トランクスパンツ（Ｌサイズ）
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。

＊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。
☆ 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

★2021年度 年間活動報告（2021年4月～2022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）
8.618
7.416
74
77
２．夜まわり
522
513
16
18
（緊急事態宣言中の弁当配食）
154
120
11
9
３．生活支援(入居支援含む）
2.640
2.250
7
7
４．日中の支援
シャワー
0
158
0
8
さんぱつ
0
150
0
8
物資（衣類の提供）
97
77
3
4
医療相談
0
152
0
6
せんたく
0
207
0
4
５．住宅、病院、施設訪問、同行（訪問、同行人数） 370
269
2
2
６．脇の浜茶話会（月１回）
20
27
20
27
７．なかやまてカフェ（月１回）
0
0
0
0

総回数
116
33
14
356
0
0
30
0
0
170
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
0
47
0
4
0
0
0
0
0
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
0
0
0

総回数

延べ人数 (前年度) 参加学校数 (前年度)
45
22
2
2

総回数
11

延べ人数 (前年度) １回平均 (前年度)
720
885
6
9
227
179
6
6
45
49
3
4
1.288
1.256
3
4
4
2
4
2
0
0
0
0
0
45
0
3

総回数
116
33
14
356
1
0
0

0

＜COME&SEE（体験学習）＞
参加者数
*参加学校名：和光高校、六甲学院

＜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

★2021年度 会計報告（2021年4月～2022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
4,062,336
1,125,769 炊出し
108,200
103,718
10,955
5,410,978

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
3,856,368
69,920
455,650
241,609
1,127,485
5,751,032
-340,099

活動紹介
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
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～ ＊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

★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
木曜日－10:00～16:00
生活相談/物資提供
金曜日－10:00～16:00
土曜日－10:00～16:00
生活相談

＊医療相談、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。
Ｆ.A

ご家族や友人にアルコール、薬物、ギャンブル、

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～）

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～ ）

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）

＊まん延防止等重点措置が 3/21 に解除され小野浜での食事は弁当配食から通常の炊き
出しに戻りました。センター事務所は重点措置中も月～土曜日いつも開いていて、日々
必要な生活支援や相談を変わらず行っています。

