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年末に近づくと小野浜公園の炊き出しや東遊園地で行われる越年越冬活動について、いくつかメ

ディアの取材を受ける機会があります。その中でよく受けるのは「この活動を始められたのはいつ

頃からですか」という質問、そして「その頃と比べて現状はどうですか」という質問です。 

最初の質問については、私たちの活動は阪神淡路大震災をきっかけに始まったこと、私自身は

2002 年からその活動に参加するようになったことをお答えしています。そして２番めの質問につ

いては、神戸市内で野宿を余儀なくされている人も炊き出しを利用しに来られる人もかなり減りま

した、と答えています。実際、私が活動に加わった 2002 年から 2004 年ごろにかけてが神戸市内で

野宿生活をしている人の数がピークに達しており、その頃には市内の主な公園、歩道橋の下などの

ちょっとしたスペースには必ずブルーシートの囲いやテント・小屋があるという状態で、たとえば

今は改装されたメリケンパークの芝生広場だけでも 100 名以上の人が集住していました。そのメリ

ケンパークの“テント村”は 2005 年震災 10 周年を控えた 2004 年夏に行政の強力な働きかけで無

くなり、神戸では東京や大阪のような乱暴な追い立てはありませんでしたが、次第にテントやブ

ルーシートの小屋は少なくなって、今は数えるほどとなりました。厚生労働省の調査でも 2003 年

調査で「ホームレス」の数は 323 人と報告されていましたが、最新の調査では 36 人という結果と

なっています。 

減少の要因は様々に考えられ、市内が野宿しにくい場所になったこと、野宿でなくても一晩を過

ごせる場所が当時に比べると増えたこと、なども挙げられますが、大きな要因はなんといっても生

活保護制度へのアクセサビリティが圧倒的に向上したことです。そもそも私たちの取り組みが始

まった際には市内で野宿をしている人は生活保護から弾かれていました。「住所不定者」に関して

生活保護を実施する権限がないという理屈で各区の福祉事務所で相談を拒否され、市立更生援護相

談所（更生センター）を紹介されるのが関の山という状況でした。そこから、様々な取り組みや工

夫を通じて生活保護を利用することによって野宿生活を脱却するルートをきりひらいてきました。

今日では、生活困窮者自立支援法という法律のメニューとして住居を失った人に対して一時的に宿

泊場所を提供する事業も開始され、「家がないのでしたら生活保護はできません」と告げられるだ

けだった時と比べると隔世の感ありといったところです。もちろん課題がないわけではありません。

なにより生活保護が憲法の要請する健康で文化的な最低限度の生活を保障する実質をそなえてい

るのかが問われています。特に 2013 年、保護基準を引き下げることのみを目的にしたと言わざる

を得ないような厚労省独自の計算によって保護費が引き下げられたことについては全国 29 都道府

県で裁判が起こされ、うち 4地裁で訴えが認められるという裁判が進行しています。生活保護がそ

の目的と理念に見合うかたちで個人の尊厳を大切にしながら運用されているのかもたえず問われ

なければならないでしょう。それでも家が無くなるほどの困窮状態におかれた人々が「最低限度の

生活」のための制度から排除されているという状態が改善されたことは、ここまでの取り組みのそ

れなりの成果ではないかと思っています。 



日本語でこんにちは 
                                森 智子 

 

『日本語でこんにちは』のクラスは、新型コロナ感染

予防のため、2020 年３月よりやむを得えず休止してい

ましたが、この 10 月から本格的に再開いたしました。

その間一部開催しては感染拡大によりまた休止と繰り

返していました。休止中、担当の先生（ボランティア）

が学習者と連絡を取り合い、困ったことがないかなど、

なるべく状況を把握するように務めていました。オンラ

インでレッスンを続けている先生と学習者もありました。 

再開してから新規学習者３名がクラスに入り、現在、

学習者 16名（中国５、ベトナム４、ペルー２、韓国、

パキスタン、イギリス、ブラジル、フィリピンの国々）、 

先生は 14名です。 

コロナ禍の間に、最初の頃から続けてくださった先生

方が数名、引退されました。その先生方は、言葉を教え

るだけでなく、知らない国で暮らす彼ら彼女たちに困っ

たことがないように、さまざまな相談を聞いたり（時に

は NGO 救援ネットの協力を得て）、お互いの国や文化を

理解しようとしたり、本当に親身で Welcome な精神に溢

れていました。この Welcome が『日本語でこんにちは』

の大事な部分でもあり、それを最初に築いてくださった

ことを感謝いたします。長い間ありがとうございました。 

↓引退あいさつメールの一文です。 

 

私は「日本語でこんにちは」に 10 年ぐらい参加し、

世界の国々、ブラジル、中国、韓国、ウガンダ、ネパー

ル、インドネシア、ベトナム等々の人達が「日本語の学

ぶ」を援助したことを、誇りに思っています。 

私は大学卒業後、日本 IBM 社の大阪営業所で５年間

働き、１９６３年にアメリカの大学に３年間留学し、シ

リコンバレーの IT 産業の誕生／発展時期に４５年間働

き、その間アメリカの人達が膨大な支援をしてください

ました。「日本語」を教える事で、その「恩返し」が少

しはできたと思っています。 

「日本語でこんにちは」が今後とも継続して、海外から

の「日本で働く海外の人達」を支援される事を願ってい

ます。 

Cheers, Yamamoto/／山本雄洋（たけひろ） 

 

 

 

「 始めたばかりです 」 

シスター田谷若菜 

私は、以前から社会活動に何かの形で関わり

たいと思っていました。とはいっても自分にで

きるボランティアは、炊き出しに参加してそこ

から何か広がっていくかな？・・・ぐらいの、

ぼんやりしたものでした。先日ちょうど日本語

を教えるボランティアがあるということを聞き、

10 月の終わりに思い切って見学に行きました。 

 クラスの様子はマンツーマンなので時間にな

ると、それぞれの机で授業が始まりました。生

徒さんは、仕事に必要な言葉や日常会話を中心

に学びたい人や、自由な会話を希望する人など、

各自のニーズに合わせて学んでいるそうです。

文化や習慣の違う日本で生活することは本当に

大変なことだと思います。職場や学校、そして

地域で言葉がよく分からないがために、状況が

理解できなかったり、相手に誤解されたりと、

つらいこともあるでしょう。でも、生徒さんが

真剣に、そして和やかに学習している姿を見な

がら、この方たちは日本で良き相談相手をみつ

けられたのだろうと思いました。 



 

よく分からずに授業を見学させていただいた後、カト

リック社会活動神戸センターが「弱い立場に置かれた

人々を支援する」という理念のもとで活動していること

を知りました。活動のおおまかな様子も聞きながら、最

初に私がやろうとしていた「日本語を教えるボランティ

ア」という表現は違うなと感じました。「教える」とい

うとらえ方ではなく、日本語学習を通して互いに知り合

い、兄弟姉妹になっていくという感じでしょうか？何か

もっと親しみをこめて、皆さんと関わりたいという気持

ちが強まりました。困った時には、専門的なことも相談

できる「NGO 神戸外国人救援ネット」とも連携している

ことも心強いと思いました。 

まだ、3 回だけの参加で、日本語の文法や構文の質問

には答えられませんが、ここで一緒に言葉が通じ合える

喜びや、悩みを分かち合うことができたらいいなあと思

っています。でも、「日本語を学びたい」という思いで

来られる皆さんの少しでもお役に立てるように、今、図

書館から日本語学習についての本を借りて読んでいる

ところです！ 

新しいことを始めるには少し勇気が必要ですが、一歩

を踏み出せて嬉しいです。一つひとつの出会いを大切に

しながら、少しずつ歩んでいきたいと思っています。 

 

＜クラス＞ 

   木曜日－10:30～12:00＆13:30～15:00 

日曜日－13:30～15:00 

   

＊現在レッスン時間を 30 分短縮しています。 

＊木曜午後クラス、学習者募集中です‼ 

 

NGO 神戸外国人救援ネットは、

これまで任意団体として活動し

てまいりましたが、今年８月に

法人化し、「特定非営利活動法人 NGO 神戸外国

人救援ネット」になりました。 

私たち、NGO 神戸外国人救援ネットは、阪

神・淡路大震災発生後に結成された「阪神大震

災地元ＮＧＯ救援連絡会議」の外国人支援の分

科会がスタートです。第１回「外国人救援ネッ

ト」会議は１９９５年２月１６日に開催してい

ます。 

 同連絡会の代表・草地賢一さんが、NGO＝

nongovernmental organization、非政府組織と名乗

ることにこだわっておられました。それは、政

府から言われなくてもすることはする、言われ

てもしないことはしない、というマインドで活

動する大切さを表しているからです。 

 阪神・淡路大震災からまもなく２８年。設立

当時は、被災した外国人の義援金、治療費、弔

意金の問題に取り組みました。現在は、在留資

格、DV 被害、難民申請、特定技能などの相談

が寄せられています。時代とともに相談の内容

が変わっても、公的な支援が受けられず、困難

な状況から脱することのできない相談者がまだ

居ます。誰一人取り残されない、多文化共生社

会の実現に向けて、私たちは相談活動を続けて

いきます。 

特定非営利活動法人 NGO 神戸外国人救援ネ

ットを今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

事務局 村西優季 

 

 



『 夜回りより 』 
神戸市外国語大学 英米学科 3 年   

平野 笑吏 

高校生の時に舞子駅の近くで野宿をしている方を見たの

が、ホームレス問題に関心を持ったきっかけである。その

時はどうするべきかわからずスルーしていたが、何かその

人のためになる行動があるのではないかと思い、ホームレ

スについて学びたいと思った。大学に入ったらホームレス

支援活動に参加しようと思っていたが、新型コロナウイル

スの影響で外出規制になり、２年間は対面のボランティア

活動に参加できなかった。しかし、今年度、ゼミでフィー

ルドワークをすることになったのをきっかけに、カトリック

社会活動神戸センターのことを知り、参加することに決めた。 

夜回りに参加するにあたって、野宿者の方々はもちろん、

一緒に活動をする人たちについても何もわからなかったた

め、始めはどんな人がいるのか、どのようにふるまえばい

いのかと思い、不安でいっぱいだった。しかし、実際に今

年の 7月から参加して、印象が大きく変わった。阪神淡路

大震災が起きて活動が始まった当初から活動に参加してい

る方や、長年継続していらっしゃる方がほとんどだが、新

顔の私にも過去の神戸のホームレス状況や細かい現状を会話のつ

いでに教えてくださったため、すぐ環境に慣れることができた。 

また、活動当初は怖気づいて野宿者の方に話しかけるこ

とができなかったが、一緒に夜回りで回っていた活動者の

方に背中を押してもらい、話す機会を得ることができた。

野宿者の方々は想像していたよりまったく怖くなく、優し

く、話しやすい方々ばかりで正直驚いた。やはり、実際に

関わってみないと、世の中の「ホームレスの人」というイ

メージだけでは人のことについて知ることはできないと学

んだ。一度野宿者の方からプレゼントをいただいたことが

ある。いつも何かを与えられる立場にいると申し訳なさを

感じるため、逆に何かを与える立場に立つことは心の救い

になるという。私は、野宿者の方々が社会貢献の実感を得ら

れるような機会があってもいいのではないかとその時思った。 

  活動に参加すると、毎度毎度新たな発見がある。ベンチ

には寝られないように仕切りがつけられており、ある区画

には入られないように立ち入り禁止のコーンが置かれてい

る。繁華街や図書館で日中過ごし、地下街で寝ている人が

いる。普段何気なく目にする光景の中に気付いていないこ

とや知らないことがたくさんある。私はまだ活動に参加し

始めて半年弱の新人であるため、これからも活動に参加し

て学びを深めたい。私がそうであったように、若者が社会

の現状に向き合う機会が一回でもいいからあったほうがい

いと思う。より多くの人が現状を知り、すべての人がより

生きやすくなる社会をともに創り出したい。 

『 雀 』             ながた 

団地の 1 階に住んでいる。ねこを飼っていたが、ど

のねこも外の空気が好きで、わたしの腕を蹴ってベラ

ンダから外へ逃げだしたりしたのもいた。ベランダの

戸と玄関と少しだけ開けたまゝにしておくと、帰って

床に寝そべって体をなめたり、かおを洗ったりして、

澄ましていた。一匹だけ鼻が利かないのか、方向音痴

なのか、見当ちがいの場所で、ニャァーニャァーと啼

きわめくのもいて救助を待っていたねこもいた。 

 今年 10 月 29 日に「はな」が死んで、うちには、

人間以外の生きものがいなくなった。ただいまと玄関

を開けると、おかえりという人の声とニヤア…という

「はな」の声がうれしかった。「はな」がいなくなっ

ても「ただいま」と声をかけるが、おかえりと返され

る日は少ない。 

 11 月に入った。もう月半ばだ。10 日過ぎの朝、

6 時 1，2 分すぎに部屋の窓の下から雀がアサダヨ！

お日さまがでるよ、ほらほら、明るくなってくるよと

告げるように、数羽あるいは十数羽がしきりに啼くの

で目が覚めた。チュンチュンチュンの大合唱だ。枕元

の目覚し時計が鳴る前に、チュンチュン合唱が始まる

ので、時計は、今、不用。そして雀は、明るくなる時

刻を知っているので、いっとき、アサダ、アサダと巣

の中で鳴いてくれる。 

 暫く啼くと、みんな目が覚めるのか、チュンチュン

コーラスが止む。朝ごはんに空を飛んでいくのだろう。

窓の下は静かになる。 

 ６時半すぎに、人間の朝食が始まる。紅茶を飲みな

がら、なに気なくベランダに目がいった。えっ？雀だ。

４，5 羽がベランダと外のすき間に止まっている。入

れ替わり、立ち替わり飛んで行ったり、又戻ったりす

る。仲間なのか、別々のがくるのか見分けはつかない

が、３，４羽だったり、４，５羽が止まっていたり、

飛んでいったりしている。小さい虫でもいるのか、つ

いばんだりしている。庭にもみじ、梅、名前を知らな

い木が植えてある。枝葉の少い、殆んど小枝の木に、

雀たちは止まっている。枝と枝の間からベランダへ下

りてきたり、外へ飛んでいく。居心地のいい枝なんだ

ろう。どこかへでかけていた雀も、夕方、その枝へ止

まって休んでいる。 

 死んだ「はな」の餌を砕いてベランダへ捲いてみる

と、つまんでたべる。ひと休みの枝に掴まって、夕飯

を待っている時もある。餌をたべる雀と、目覚し役に

なってくれている雀が、窓の下に棲んでいる雀と同じ

雀かどうか、わからない。だが、雀のあたまはかわいい。 



“ふっこうのかけ橋”2022  

 『 浜通り巡礼記 』  

－ 保養プログラムのこれから － 

  

               山野 真実子 

カトリック神戸地区と活動センターが協力し合

って 2012 年 8 月に第 1 回目の保養キャンプであ

る“ふっこうのかけ橋”プロジェクトを開始して

から今年で 11 回目を迎えるはずだった。が、新

型コロナウィルスによって人の交流が制限され、

保養キャンプも 2019 年を最後にかけ橋の行き来

が出来なくなってしまった。 

参加していた子供たちも成長し大学進学や就職ま

た中高生になった子供たちは部活への参加など生

活が大きく変化し、福島の放射線量も徐々に下が

って来ている今、これからのプロジェクトの在り

方を模索するための旅をすることになった。 

11 月 22 日早朝、神戸空港から空路仙台へ。

2011 年 9 月に初めて福島県の浜通りを訪問して

以来 11 年ぶりの再訪だった。5 人の小さなグル

ープであったが、初日と 3 日目のプランを練って

くれたひとりの旅慣れた参加者がドライバー役も引

き受けてくれたお陰で要所要所を回ることができた。 

初日は仙台空港から北上し名取市の閖上へ。名

取川に面した閖上地区も川を遡る津波の影響を大

きく受け、至るところが更地になっていた。早め

の昼食を済ませて震災遺構の「荒浜小学校」と

「中浜小学校」へ。どちらの小学校も命を失うこ

となく全員救助されたが、救助されるまでの刻一

刻と変化する状況がありありと目に浮かび、助かっ

てよかったぁ・・と今更ながらに胸を撫でおろした。 

2 日目は一日中雨と強風に見舞われたが、「カ

リタス南相馬」の所長、南原さんの運転で丸一日、

走行距離 142ｋｍを走破した。昼食をとる寸暇も

惜しみ、全員コンビニ弁当で車内昼食を済ませ出

発。ここからは津波被害というよりも原発の爆発

による放射線被害と被災の質が一変した。原町→

小高→浪江→双葉→大熊→富岡のルートで各施設

（震災遺構や伝承館等）の見学や慰霊の丘で祈り

を捧げ、夕暮れが迫る少し前に館内資料の解説を

依頼していた「東京電力・廃炉資料館」に着いた。

シーン別に分けられ

たスペースを丁寧に

回り、燃料棒の展示

物などの前で行われ

る淡々とした装飾の

ない事実だけを伝え

る説明を聴いた。テ

レビの映像だけでは

理解できなかったこ 

 

とも成るほど、

こういうことだ

ったのかと理解

が進んだ。しか

し、東電も廃炉

に向けて現場で

は日夜研究努力

がなされている

とは思うものの、

今のところは対症療法にすぎず、デブリの 1ｇさ

えも取り除けていない現状や汚染水の処理方法も

含め根本的な解決には全く至っていないと言って

も過言ではない。私たちの質問にも真摯に答えて

くれたと思うが、聞き終わった後、今の人間の能

力ではどうすることもできないモンスターを次世

代へと先送りするしかないという後味の悪さが残

った。そこで暮らす人々や暮らしたくても安心し

て暮らせず生き方の転換を迫られた人々には後味

では済ますことのできない負担しか残らないだろ

う。南相馬市は次世代に二度とこのような負担を

強いるようなことをしないためにと 2015 年に

「脱原発都市宣言」をし、至る所にソーラーパネ

ルが設置され、風車も回っていた。しかしこのパ

ネルも 30 年後に迎える耐用年数をどのようにク

リアするのか・・・。 

 最終日は一路石巻へ。児童と先生 84 人が亡く

なった大川小学校の遺構をユックリ自分の足で歩

き回り、胸が苦しくなった。避難経路の選択を誤

ったとみられるこの惨事は、東電の“想定外”の

発想に通じるように感じた。福島県は日本で第 3

番目に県の総面積が広く、会津、中通り、浜通り

と分かれ気候も気質も異なると聞いた。そのせい

で津波被害も放射線被害も被災の仕方が全くと言

ってよいほど異なっている。 

今回は中通りに住む“ふっこう”の参加者の一

人のお母さんが学習したいと私たちのツアーに急

遽参加され、中通りと浜通りの余りにも異なる状

況に愕然とされていた。そして「私にできること

は何だろう？」と考え「この状況を伝えなければ」

という思いに至ったと言う。同じように私たちも、

この福島で起きたことは福島だけの問題ではなく、

その恩恵を被っていた地域、そしてまたこれから

も起きるであろう各地での自然災害による同様の

被災を想定し、自分たちの「生き方の転換」を迫

られていると思った。雲の上から見えた日本アル

プスの峻険な山並みと成層圏の美しさの下で右往

左往する人間の小ささを思った。 



 

神戸地区社会活動委員会より 

『シナピス移動学習会』 
                                   

野村 季里  

12 月 4 日 3 年ぶりに移動学習会が開催されました。

コロナ禍で対面での開催ということで、おもに社会活

動委員を中心に PR も控えめの開催でしたが、21 名の

方々がご参加くださいました。 

講師はビスカルド篤子さん、「難民との共生を目指

して」というテーマでお話をしていただきました。難

民支援は大阪教区の取り組みであるということで、今

回はそれを報告するという形でのお話になりました。

国連で定められた４つの定義をまずは頭に入れてお

話をお聴きしました。私たちにとって難民というと遠

い国で困難にあっている人のお話のように感じてし

まっていましたが、2 月に起こったロシアのウクライ

ナ侵攻で私たちも戦争が難民を生むことを身近に感

じることとなりました。 

大阪教区と難民とのかかわりは 1999 年アフガニ

スタン人が大阪にこられたことから始まります。当時

のアフガニスタンでは、少数民族ハザラ人 40％の成

人男性が殺害されていたということです。30 人中

100％の方が身近な人を亡くしているという状況

だったそうです。日本は難民認定が難しい国であると

いうことは知っていましたが、難民申請者に対するあ

まりにもひどい対応にはお話を聴いていて日本人とし

て恥ずかしくなりました。 

日本に保護を求める難民認定申請者は 2021 年は

2413件そのうち認定を受けた人は74人難民認定率

は実に 3％ということです。合法入国で短期滞在が認

められても働くことはできず、支援金を申請しても支 

 

給するのは 2 か月後であったり、ましてや非合法入国 

者の場合は難民申請するには多額の保証金と身元保

証人が必要で仮放免許可を受けられたとしても支援

者が生活を丸抱えすることになり大変な負担となり

ます。それでも定住ができるよう裁判や市民活動を大

阪教区全体では支援しているということでした。 

昨年 8 月にはアフガニスタンでタリバンが復権し

再び多くの難民を生むことになりました。そんな中関

東に住むアフガニスタン人のお姉さんで前政権で軍

医をしていたロキアさん一家の救出を願う連絡が教

区にきました。救出は困難を極め、あらゆる可能性を

探り何とか日本に呼び寄せることができたというお

話には鬼気迫るものがありました。 

働くことが許されない難民の方を支援するため教

区シナピスではいろいろな取り組みをされています。

シナピス工房ではクリスマスグッズやロザリオなど

を手作りしています。献金は彼らの生活を支えるため

に使われています。コロナ禍では医療用ガウンを作り

周辺の病院に喜んでいただけたそうです。また、難民

の方で運営しているお年寄り食堂は地域の方と顔見

知りになって地域に溶け込むことを目的に活動を続

けられています。 

多くの難民の方を助けることは不可能でも、一人

を助けることで次につながってゆくことを信じ日々

忙しく動いておられるビスカルドさんやスタッフの

みなさんのご苦労を知り私たちにできることを社会

活動委員会では模索し続けたいと思いました。 

 

社会活動委員会担当司祭のご紹介 

社会活動委員会は 4 年近く

担当司祭の不在が続いていま

したが、今年度から英隆一朗神

父さまが担当してくださること

になりました。 

英神父さまは、釜ヶ崎での

活動や東京での炊き出しや夜

回りのご経験も豊富で、手話

もお得意だそうです。たくさんの社会活動に関わって

こられた神父さまのお話を定例会でお聴きできるの

が楽しみです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 



～ お知らせコーナー ～ 

★神戸・越年越冬のお知らせ★ 

 第 28 回越年越冬活動は下記の 

日程で行われます。 

’22 年 12 月２８日（水）～’23 年１月 4 日（水） 

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。 

  

 

  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。 

★物資倉庫より★ 

 

 

 

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、ボクサーパンツ（L サイズ）、 

くつした、タオル、石鹸、 

・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 

・食器用洗剤（詰替えＯＫ） 

・サランラップ、クレラップ、紙コップ、

（夜まわりのおにぎり、みそ汁用） 

・使い捨て貼るカイロ 

・カップ麺、レトルト、缶詰類、乾物など     

（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!!  

米、毛布、寝袋、敷きパッド、 

防寒着（ジャンバーL サイズ） 

カレンダー（大小）、手帳 

消毒用アルコール（液体）、 

使い捨て貼る
は  

カイロ、紙コップ、 

☆ 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。 



活動紹介  

 

 

★高齢者、障がい者支援 

主に高齢者の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＞  

  第 3 月曜日－13:00～ ＊休止中 

      HAT神戸脇の浜にて『脇の浜茶話会』 

＊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。  

※特定非営利活動法人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－10:30～12:00＆13:30～15:00 

日曜日－13:30～15:00  

 

☆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） 

 

   

＊再開しているグループです。 

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 

（水曜日 19:00～ 

土曜日 19:00～） 

 

N.A 薬物依存症の方の自助グループミーティング 

（金曜日 19:00～ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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 

     洗濯/シャワー 

  土曜日－10:00～16:00  

生活相談 

＊医療相談、さんぱつ、は休止中 

 

☆中山手ミーティング YOU YOU＊休止中 

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） 

 

 

 

 

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） 

.  

 ＊その他のグループは休止中です。 

 

 

 

 

 

 

 

  ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ バックアップしています ★★★ ★★★ ★★★ ★★★  

≪再開状況≫ 

10 月から『日本語でこんにちは』が再開しました。洗濯やシャワーも一部再開しま

した。11 月からは AA、NA などの自助グループミーティングが一部再開しています。 

少しづついろいろな活動が戻ってきています。 

 

まずお問い合わせください。078-271-3248（＊祝日は休み） 

 


