
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜ヶ崎キリスト教協友会 及び ストロームさん関係者 

日本福音ルーテル教会 
 

福音ルーテル ブラウンシュヴァイク州教会 日本活動サークル 

福音ルーテル ブラウンシュヴァイク州教会 
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２０２２年２月 Strohmさん １００歳 

西成ベビーセンター（1970年頃 
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福音ルーテル ブラウンシュヴァイク州教会 
 

 

敬愛するストロームさん 

この冊子をあなたに贈呈いたします。 

このような形で、ブラウンシュヴァイク州教会は貴女の１００才

のお誕生日をお祝い申し上げます。この誉れある日を、身辺の

世話をなさる方々と共に、元気でお過ごしください。 

 

この冊子制作の世話を担当された、私たちの州教会の「日本

活動サークル」に感謝申し上げます。さらにまた、たくさんの

実りのつまった思い出の数々で果物籠を満たすように、言葉を

送り、感謝の気持ちを表現してくださった皆様に感謝申し上げ

ます。 

 

州教会もこの感謝と祝福の言葉の列に加わらせていただき

ます。このかかわりの中で、「過去の思い出だけが大切だという

のではない」ということを実感できるのはすばらしいことで

す。あなたは自ら「活動する人」であると同時に「種をまく人」としても存在しておられました。 

あなたは、とてもユニークな、キリスト者としての生き方を示されました。多くの人々にとってお手本とな

りました。しかし、それは、皆があなたと同じことをするということではなく、それぞれの人があなたがな

されたように、キリスト者として自分の道を探り、その道を進んで行くということです。 

 

あなたは、その活動の間に、自分で蒔いた種が成長するのを見ることができたでしょう。しかし、幾つか

の種は、やっと後になって成長し熟します。種まきの譬え（マルコ福音書４章他）が語るように、天の父は全

てのことを温かく強い手で導いてくださったし、これからも導いてくださるでしょう。神は我々の知恵、計

画、働きを超えて全てを最良に導いてくださいます。神さまの創造の力と、世界を前進させる働きが衰える

ことがないように、私たちは毎日、感謝するとともに祈り続けましょう。 

 

どうぞ、これからも、神さまに祝福され、愛に満ちた働きに包まれ守られてお過ごしください。 

 

ブラウンシュヴァイク州教会を代表して 

上級参事官 トーマス・ホーファー 

はじめに ― ご 挨 拶 ― おめでとう 
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＊ 大 柴 譲 治 Oshiba Joji                 日本福音ルーテル教会 議 長 

 

ディアコニアのこころ 〜 ストローム先生に感謝！ 

 

ストローム先生の 100 歳のお誕生日を記念して、ここにお祝いの言葉を述べさせていただきます。 

最初に個人的なことからお話しすることをお許しください。私は 1980年に二人のドイツ人宣教師と出会

いました。私が日本ルーテル神学大学に編入した年のことです。神学生仲間たちと共に、8 月にはディアコ

ニッセのヨハンナ・ヘンシェル先生の主宰する軽井沢での一週間のディアコニアキャンプに参加。１２月末に

はお正月を挟んでの 1 週間、エリザベート・ストローム先生のいる釜ヶ崎の喜望の家に泊まり込んで自主的

な「越冬セミナー」を体験したのでした。いずれの体験も今の私にとって、キリストご自身が人々に示され

た「深いあわれみ」/「ディアコニアのこころ」を知る原点となっています。 

加えて、以下の三点で私は先生に感謝をお伝えしたいと思います。 

第一は、先生が私たちに「喜望」というすばらしい言葉を残して下さったことです。「希望」でなく「喜

望」、「喜びと望み」です。とても含蓄があり、これこそ「ディアコニアのこころ」を一言で表現している言

葉だと思います。またそれは福音全体の基調音を表す語でもありましょう。「喜望」と「喜望の家」。すばら

しい言葉と実践を分かち合ってくださいました。キリストご自身が働いておられるところにこそ私たちの

「喜望」があり、そこに私たちのための「家（ホーム）」がある。聖書はそれを「ベテル（神の家）」と呼ん

でいます。 

先生の教えてくださった大事なことの二つ目は、「釜ヶ崎キリスト教協友会」です。先生は一貫して、 

相互に連帯してエキュメニカルに事柄に関わるということの大事さを身をもって示してくださいました。

私たちは孤立して存在するのでなく、共に生きるようにイエスによって協働の働きに召し出されているの

です。そこに私たちは大きな「喜望」を見出すことができます。 

三つ目は、先生の働きが私たち JELC（日本福音ルーテル教会）とブラウンシュヴァイク州立教会とのパ

ートナーシップを確立してくださった点です。アルコールセラピストとしてボード・ワルター先生が派遣さ

れ、また秋山仁牧師がドイツでアルコールセラピストとして訓練を受けるというかたちで喜望の家の働き

は展開されてゆきました。 

５０年の歳月を超えて、先生が釜ヶ崎に蒔いてくださった福音の種が、今後とも豊かな祝福のうちに成長

し、開花してゆきますようにお祈りいたします。 

「神のなさることは皆、その時に適って美しい」のです（伝道の書 3:11）。 

ストローム先生、１００歳、おめでとうございます。また、日本のためにありがとうございました。 

神に感謝！ 

 

２０２２年８月 

  

― ご 挨 拶 ― おめでとう ― 
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田 村  幸 恵 Tamura  Yukie   山王こどもセンター 

 

ストロームさん、 

１００歳のお誕生日おめでとうございます！ 

山王こどもセンターの “たむっち”です。 

１９６４年、ストロームさんが山王の地でこども達を預かり育てたことか

ら、５８年の月日が経とうとしています。 私はストロームさんにお会いし

たことはありませんが、小栁さん、西山さん、マミさんとたくさんの人か

らストロームさんのお話を聞かせていただいています。 今もこども達で

ストロームさんのお名前を知らない子はいません。 ストロームさんが始

められたことが今も受け継がれています。 

 

いろんな人が立ち寄り、楽しい

こと、悲しいこと、うれしいこと、怒

りなどいろんな出来事を共に過ご

し、 こどももおとなも共に成長し

あえる場所としてこれからも続けていきたいと思います。 

ストロームさん、 これからもお元気でお過ごしください。 いつか、お会い

したいです。 

 
← 

現在の山王こどもセンター 

                                                  

山王おとなセンター → 

 

 

 

 

 

 

 

                          ← 

こども達と縁側にて。お面を作りました。 

 

 

実は成長して、豊かに熟する ― 思い出 そして 今は 
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小栁さんの 「社会を知ろう」で、 山王の地域のこと、  

こどもセンターの歴史を勉強しました。 

ほのかちゃんが描いたストロームさん。保育室に飾っています。 

                                                          → 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            

                            

                            

↑ 夏のキャンプ こども達が一番すきな行事です。 

 

 

 

                       路地の様子 → 

キャッチボール、自転車の練習、ママゴトなど 

路地でたくさん遊んでいます。 

 

 

 

 

小 柳  伸 顕  Koyanagi  Nobuaki                      2021年 12月 14日  

 

水間電鉄と旧・喜望の家 

 

昨年(２０２０年)１２月、新しい社会医療センター病院ができ、そこに結核病床ができました。 先生、憶えておら

れますか。 水間電鉄にゆられ、ご一緒に月１回ほど結核の労働者を病院に訪ねたこと。 結核の労働者もやっ

と地元の病院に入院できるようになりました。 ５０年かかりました。 

喜望の家を立ち上げるために、地域の人々の要請で 1 年間、ネズミとイタチが走り廻る旧・喜望の家に先生が

夜だけ泊られたことを思い出します。 そして今に続くＳＣＭ(学生キリスト者運動)第 1回釜ヶ崎セミナー 

(１９７９年)に会場として喜望の家を提供してくださり、学生たちを励ましてくださったことを。 

１００歳を迎える先生にこんな思い出をお伝えできるのは喜ばしい限りです。  

これからもお元気でお過ごしください。 
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西 山  善 樹   Nishiyama  Yoshiki                       2021年 12月 27日      

 

ストローム女史１００歳 お祝 

１００歳おめでとうございます。 

センターでの会議の席にて、時折様子をうかがっていたのですが、１００歳を迎えられること、 

おめでとうございます。 

１９７０年ころ、現センターの縁側にて初めてお目にかかった情景が今でも鮮明に思い出すことができます。

大阪ＹＭＣA 在職中、故鈴木璋三氏に連れられて、その時の凛としたお姿が忘れられません。 

私の中にもその時、小さな種がまかれたかもしれせん。サブタイトルがいいですね。「種をまかれたストロー

ム先生」。 どのような種をまかれたのか。 今、手元にある母の会だより 11号(１９８１年１０月２０日発行 ＶOL．

11 号、法人化特集号です。 

１９６７年大阪市認可小型託児所、１９７３年西成ベビーセンター、 これらの事業を継続される中で、 たくさ

んの種がまかれたと今になって実感させられます。 様々紆余曲折はありましたが、１９８６年３月小型児童館

として、社会福祉法人の創設に関わったものとして、山王地域での継続的な活動が法人設立の礎になった

と実感してぃます。 現こどもセンターが継続出来ているのも過言ではなく、継続的に全国から支援いただ

いている全国の支援者の方々からの寄付金です。 ここ十年余りコンスタントに支援いただいています。 こ

れもストローム先生が在職中に全国を精力的に講演してまかれた種であると個人的には考えています。 

偶然ですが、「すべてに時がある」で知られる「コヘレトの言葉」（新共同訳、口語訳聖書では「伝道の書」）

を読んでいます。 旧約聖書(コヘレトの言葉)、 小友 聡、 日本キリスト教団２０２１年９月。 

「朝、種を蒔け、夜にも手を休めるな。 実を結ぶのはあれかこれか・・・わからないのだから。」（第 11章 6節） 

今なすべきことは何か。 ２０１１年から幼児教育に携わり、大きな壁にぶち当たっていましたが。 この書に

出会い、元気をいただきました。 

 

 

 

小 野  達 也   Ono  Tatsuya     社会福祉法人 ストローム福祉会                          

 

ストローム先生の 100 歳をお祝いいたします。 

「社会福祉法人ストローム福祉会」の理事長をしている小野達也です。 

名称にある通りこの法人は、ストローム先生に蒔いていただいた種によって生まれました。 

社会福祉法人になったのは１９９６年です。 

現在では「山王子どもセンター」のほかに、障害を持つ人への支援や小規模な生活の場（グループホーム）の提

供もしています。 

大きな規模ではありませんが、地域にとって必要な活動に着実に取り組んでいます。 

私が山王の地域でボランティア活動をしたのはストローム先生が日本を離れた後の１９８３年でした。 

当時の「山王子どもセンター」に関わっていた人たちから、本当によくストローム先生のお話を聞きました。 

世代が変わっても先生の思いは引き継がれています。 

まさにストローム先生は種まき人です。 
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前 島  麻 実  Maejima  Mami                        2021年 12月 27日 

 

ストロームさん❣ 

１００歳のお誕生日             本当におめでとうございます。 

そして、お祝いのメッセージをお伝えできることを心より嬉しく思います。 

コロナによる海外渡航の規制がなければ、直接お祝いをするためにキッチンゲンに向かっています❣ 

ストロームさんにずっと会いたいと思っています。 

ストロームさんの話を聞いて、おしゃべりすることは私にとって元気の素！ 栄養剤と同じなのです。 

 私も「山王こどもセンター」で３６年働き、２０１９年 3 月末に６５歳で定年退職しました。 

そして今は２０１１年４月に作った「山王おとなセンター」で障がい者の就労支援事業を続けています。 

 ドイツ行きが可能になれば、必ずストロームさんに会いに行きます。 だから元気で待っていてくださいね。 

今年も笑顔と愛に溢れる良い 1 年になりますように    

 

 

 

 

伊 地 知 和 枝  I j ichi  Kazue                      2021年 12月 27日 

 

先生、１００歳のお誕生日おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 

先生の９０歳の誕生日祝賀会に、初めてのドイツへの旅もかねて参加しましたことが、この前の事のようにも

思えます。 マイナス１８度という寒さも初めての経験でしたが、泊めていただいた小さな古城の風景や、先生の

お住まいなど、今も鮮やかに蘇ります。 春の季節はもっと美しいのよ、暖かい季節にぜひ、と勧められて、麻美

さんたちと二年後の春に再び、先生に会いに行きました。 本当に懐かしい思い出です。 

どんなときも先生の毅然とされた態度や考え方を見習いたいと思いながらも、日々反省することばかりです。 

私は、夫を亡くして 5 年後に舌癌が見つかり、手術して今二年が過ぎたところです。 

今のところ異常はなく、順調に暮らせていますが、定期的に病院へ行って検査を受けています。 元気ですよ。 

少し話するときに舌の動きが気になることや不快感はありますが、話すことができる、食べられる、とまだまだ

健康にできることに感謝しています。 

趣味の絵画制作や俳句に励んでいます。 介護老人保健施設で月に一度ですが、俳句のクラブで入院患者や

通所の患者さんと言葉遊びの時間を楽しんでいます。 

患者の方々の心に少しでも添えることが出来れば、私にとっても励みになり喜びでもあります。 

「日々の生活の中でしっかりと自分を見つめていきなさい。」  職場を離れるときの先生の言葉やお姿を思いな

がら過ごしています。 

コロナ禍がなければ、またドイツに先生に会いに行こうよ、と麻美さんとはなしていたのですよ。 

どうぞいつまでもお元気でいらしてください。 またお会いしましょう！ 

私も癌に負けませんから！ 感謝を込めて.  
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安 藤  順 子  Andou  Junko  

 

50年ぐらい前に「釜ヶ崎家庭保育の家」で働いていました。 “シマネエチャン” ですよ。 

長屋で２階がストロームさんの部屋、下が保育の場で６畳と３畳、朝から夕方まで子どもたちとにぎやかに過ごし

ました。 

子どもたちの世話だけでなく、洗濯、昼食作り、買物、お礼の手紙を書いたり、給料も自分たちで計算しました。 

7年間は楽しい日々でした。 

留守の時、短い報告を英語で書くと朝必ず返事が書いてありうれしかったです。 

いろんなことがいっぱいあった青春の日々をよく思い出します。 ストロームさんのことも…。 

私も 8年前に乳がんになりましたが元気にしています。 孫も 3人います。 みんなで仲良くしています。 

大阪で、ストロームさんの平安な日々を祈っています。 

 

 

森  京 子    Mori  Kyoko       元ベビーセンター保育士             

 

ストローム先生  お元気で百歳を迎えられること おめでとうございます。 

以前送って頂いたお写真を眺めて、いつも先生のご無事をお祈りしています。 若い日に釜ケ崎で先生のもと

で働かせて頂いたこと、私の人生にとって貴重な経験でした。 今でも、先生の笑顔やお言葉を折に触れ思いだ

しています 

 ドイツのシュトーレンというケーキをクリスマスにやいてくださったこと、クリスマスのくるたび思い出されます。

私も未熟なままで７３才の老人になりました。 和歌山の自然が気に入り、寂しいですが独り暮らしをしています。 

子どもたちは三人とも大阪で働いています。 百歳の先生にお会いできないのがとても残念です。 

 

 

＊ 田 頭  夏 子   Tagashira  Natsuko       元ベビーセンター保育士             

 

ストローム先生 

100 歳のお誕生日おめでとうございます。 

９０歳のお祝いの会に、ドイツへご招待していただき、温かい雰囲気の中で釜ヶ崎での先生の働きの交流会に 

参加させていただきました。 

それから、もう、１０年が経ち、先生がお元気な様子をお聞きし、心から嬉しく思っています。 

先生との出会いは、私の人生にとって忘れることはありません。 

何もわからない無知な私に女性（人間）の自立の大切さを教えていただいたり、 先生がいつも勉強し、行動

し、真理を追求される姿に尊敬していました。 私は有り難く大きく影響うけました。 偉大なストロームさんのドイ

ツでの活躍を知り、遠く日本から今後のご活躍とご健康を心より祈っています。  

ストロームさんとの出会いに感謝をしています。 
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ワルター ボードー・クリスティーネ      Walther  Bodo・Christine 

 

エリザベート・ストロームさんとの出会いの思い出 

 
ストロームさん 

私がストロームさんと出会ったきっかけは、あなたが釜ヶ崎での働

きについて記したレポートを、１９８０年に上級参事官・ベッカーさんから

頂いて読んだことでした。 彼は、ブラウンシュヴァイク州教会の世界

宣教担当者として、あなたの直属の関係者でした。 

日本福音ルーテル教会とのパートナー関係は既に５０年以上続いて

います。 

 

記憶が正しければ、釜ヶ崎におられたあなたから個人的に最初の手紙を頂いたのは１９８１年初頭でした。 

というのは、ベッカーさんが、私と話しをしていることをあなたに知らせていたからです。 「喜望の家」でのアル

コール依存症の人たちの取組みの活動に、ディアコーンとして、又、社会臨床士として協力してほしいと考えて

いる、とありました。 同年秋、重野牧師が数日、州教会を訪問された時、2日間、ヘルムシュテットにある依存症救

援施設・ルカ作業所の社会心理相談所に滞在されました。 １９７８年の設立時から私はこの施設の責任者でした。

背景には、日本福音ルーテル教会が、ストロームさんの後継者にドイツのパートナー教会から経験のある専門家

を迎えたいと願っていた、ということがあります。 

 

１９８２年初旬、私は２か月、「喜望の家」を訪問することができました。 当時はまだ古い建物でしたが、１９８５年、

同じ所により大きな新しい「喜望の家」ができ、活動環境が整えられました。 この２ヶ月の間、ストロームさんは私

とたくさん会話し、地域にある「釜ヶ崎キリスト教協友会」の施設に連れて行って紹介してくださいました。 依存

症の人たちが入所している幾つもの療養施設にも寄りました。 関西地方（大阪、神戸、京都）にある日本福音ル

ーテル教会の教会も訪問しました。 旅行では広島へ。 さらに西部教区の総会に参加するために下関に。 また、

一緒に東京のルーテル教会市ヶ谷センターへ。 そこで、当時のルーテル教会代表の方々とつっこんだ話をしま

した。 

 

 私は、この最初の日本訪問で、助言を求める人たち（大抵は釜ヶ崎の日雇労働者）と共にある「喜望の家」で

のあなたの活動がよくわかりました。 ここに滞在して、私はあなたの後継者として「喜望の家」に来て、専門の

担当者として依存症の人たちに協力する思いがはっきりしました。 クリスティーネは２ヶ月の終わり近く、まだ１４

日間旅行中でした。 ストロームさんは、精力的に私たちに釜ヶ崎を案内しながら、ご自身が日本へ、またこの地

域に導かれることになった歩みを話してくださいした。 その他、大阪、奈良、神戸、姫路等の観光地にも連れて

行ってくださいした。 あなたはまた、私に依存症患者のことをたずね、さらに私が「喜望の家」での働きにどの

ような活動の見通しを持つかたずねました。 当時、私には何の計画案もありませんでした。 何か新しいことを

取り入れることが必要だと考えました。 

 

この旅の後、短時間の内に慣れ親しんだヘルムシュテットを去って日本に行く決断をすることは、私たちには

容易なことではありませんでした。 しかし、ストロームさんと何度も手紙を交換するうちに、釜ヶ崎に向かう準備

が熟してきました。 
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↑ 1985年 新しい「喜望の家」 

二人の子供、トーマスとブリギッテ（当時７才と４才）には、私

たち家族が、遠く離れた日本に住むことになろうとは想像

もできませんでした。 しかし、様子が変わりました。 

１９８２年６月、州教会大会の日に、ブラウンシュヴァイクのドー

ム広場の人だかりの中で、トーマスがあなたを発見したの

です。 彼はそれを興奮して我々両親に話し、我々をあなた

のところに連れて行きました。 このようにして彼は、自分が

一人の女性を正確に認識し、ただしく振舞ったという自信

を得ました。 トーマスは写真であなたを知っていただけ 

でした。 

 １９８３年１０月、私たち家族５人は、ヘルムシュテットのトーマス教会での華やかな派遣礼拝で、ベッカー高等参

事官とあなたから日本での働きに向けて特別な祝福の言葉をいただきました。 パートナー教会である日本福

音ルーテル教会からの客人として、当時の森総会議長、ルーテル神学校の徳善教授、また、当時州教会で青年活

動担当の渡辺純幸交換牧師の３人がおられました。 

 

 これら、ストロームさんと出会い、知りあいになった経緯がいつも繰り返して頭の中をめぐっています。 あな

たは、当時、私がそれまでと全く違った文化や働きの環境の中で依存症の人たちにかかわる特別な仕事に就く

こと、日本語を習得すること（なかなか期待には答えられませんでしたが）などに勇気を与えてくれました。 

本当に気持ちの引き締まった９年でした。 特に初めの２年、妻と私は言葉を学び、定期的に釜ヶ崎に通いました。 

一方、子どもたちは、神戸のドイツ学校に通いました。 その後東京に移り、リーベンツェラー・ミッションの生徒寮

に移りました。 

  

当時、「喜望の家」での学びで私を助けてくれたのは、谷口

さん（元患者さん）と若いスタッフの園田己也さんでした。 

残念ながら重野牧師との協働はありませんでした。 １９８６年 

４月、村松由紀夫牧師が「喜望の家」の主任として来られました

が、彼が依存症の人たちとの関りで働くのは初めてでした。 

私たちは一緒に学び、試行しました。 また、時々言い争いなが

らも共に解決を目指しました。 朝から晩まで、多くの患者さん

たちが助言を求めてこの「家」に来ました。 また、その人々は、

自分たちで管理するように提供されていた図書室を利用しま

した。 関西地域にある幾つかのルーテル教会からはボランテ

ィアの協力者が定期的に来て、色々な活動に協力してくれました。 

（バザーの時に家の前で衣料販売。 患者・協力者・職員たちのための料理。 色々な教会で販売してもらうため

に妻と組んでのお菓子作り。 また患者さんと一緒の陶芸活動等。） 

 

当時私の役目は、３人の職員（その内一人が女性）及び有志の女性協力者が患者さんたちとどのように向き

合い、どのように助言の働きをするかを振り返り、色々提案や刺激を与えることでした。 なぜなら、患者さんに

向きあうためには、一人一人に寄り添い、それを実行することが大切だからです。 ９年の間にそれがうまくでき

↑ 最初の「喜望の家」 
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たかどうかは、日本のそれぞれの方々に判断してもらわなければなりません。 

出会いの思い出はまだまだありますが、長すぎないようにします。 

ストロームさん、あなたが果たされた釜ヶ崎とそこの人々に対する忍耐強い取組み、また篤い信仰に基づく取

り組みに感謝いたします。 さらに、私が日本にいる間、何度も手紙をいただきました。 また、その後に釜ヶ崎を

訪問してくださった時にも、語り合いを通してお支えいただきました。 感謝いたします。 

 

私自身が「喜望の家」で役目を果たせるのか、また実際に果たせたのかは、当時不確かでしたが、いま私の結

論は――日本に行く決心をしたことに後悔はないということです。 私と家族は神様に守られ支えられていまし

た。 その後、１９９２年に家族と共にドイツに帰国した後も、「日本活動サークル」で定期的にお会いするようにな

ると、いつもその事を思い起こしています。 あなたは１９９２年から、２００３年にブラウンシュヴァイクから南ドイツ

のシュヴァンベルクに転居されるまで、この会をリードされました。 さらにその後、マインブリックの高齢者施設に

移られましたが、そこにも私たちは何度も訪問することができました。 

 

特別な１００才のお誕生日をお祝い申し上げます。 マインブリックでの生活の上に、神さまの恵みと祝福をお

祈りいたします。 ストロームさんと知り合えたことに感謝しています。 

神さまが近くにいて、日々新しい祝福を与え、あなたを守り、支えてくださいますように。 

 

 

 

秋 山   仁   Akiyama  Hitoshi    「喜望の家」代表 日本福音ルーテル教会牧師 

 

喜望の家の活動紹介と現状報告 

―ストロームさん百歳の誕生日に際して― 

 

ストロームさん、百歳の誕生日おめでとうございます。 

ストロームさんの上に、神様の豊かな祝福と恵み、平安とがありますよう、ここ日本からお祈りいたします。 

 

喜望の家は、今年で設立４６年目を迎えました。 

始まりは、１９７５年に大阪市西成区にある日雇い労働者が多く住んでいる地域、通称「釜ヶ崎」で、宣教師のストロ

ームさんによって、アルコール依存症当事者の自助グループ「むすび会」が活動を始めたことです。 翌年１９７６

年に、ストロームさんは、古い倉庫兼住居を買い取って、喜望の家

を開設しました。 それ以降、喜望の家は、日本福音ルーテル教会

の施設として、アルコール依存症およびギャンブル依存症の問題

を持った方々が回復していくための活動を続けてきました。 

ブラウンシュヴァイク福音ルーテル領邦教会は、日本福音ルー

テル教会とのパートナーシップを締結してから今日まで、喜望の

家の活動を支えてくださっています。 

１９８３年にストロームさんが帰国された後も、喜望の家の活動を

指導し、充実させるために、Ｂ・ワルター宣教師が派遣されました。 

（１９９２年帰国) 
↑ 玄関前でのバザー 
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↑ 越冬夜回り 

私たちの活動としては、毎週火曜日から土曜日まで、午前９時半から午後５時半まで、 

(1)依存症の問題を抱えている方々の居場所提供、 

(2)カウンセリングや作業療法など、依存症からの回復のためのプログラムの提供、 

(3)生活保護受給並びに受給後の生活相談、 

(4)厳寒期の越冬夜回りの担当など、釜ヶ崎キリスト教協友会のメンバーとして、共同での地域活動、 

5)依存症や教会のディアコニア運動に関する啓発活動、 

などを行っています。 

 

現在は、金銭管理も含めると７名の方が、恒常的に喜望の家を利用されて

います。 すでに依存症からの回復プログラムに参加し、その後も喜望の家を

利用されている方々がほとんどですが、新規での相談とカウンセリングも行

っています。 

今後の活動としては、地域で活動している他施設や他団体と協力して、ア

ルコール依存症の相談や啓発活動も考えています。 

 

２０２０年から感染拡大しているＣＯＶＩＤ-１９については、２０２０年４月の最初の

緊急事態宣言の際には、週５日の活動日を週４日にするなどして対応しまし

た。 ただ利用者の方から「休館日が退屈で仕方がない」という話が出てから

は、マスク着用、手指の消毒、室内では三密にならないようにする、部屋の 

換気を心がけるなど、感染予防対策をしっかり行ったうえで通常通りの活動を 

しています。 とはいえ、食事会や外出レクリエーションなどのプログラムは、ＣＯＶＩＤ-１９の流行が収まるまでは

休止していました。 また、「宣言」が発令されればボランティアの方々の出入りも休止していただきました。 

２０２１年１０月以降、緊急事態宣言が解除されたため、レクリエーションや食事会なども、少しずつ再開を始めまし

た。 ただ、２０２１年１２月からオミクロン株の感染が徐々に広がり始めています。 国による緊急事態宣言などの措

置は、まだ行われていませんが、２０２２年度もまだまだ油断できない状況になると予想されます。 

幸いなことに、利用者の方々のワクチン接種も進んでいて、皆さんお元気に毎日を過ごしています。 

２０２２年１月から２月末まで、釜ヶ崎キリスト教協友会による越冬夜回りが、始まりました。 喜望の家は、金曜日

の夜に地域内と山王地区を担当して、近隣の教会の協力も得ながら、夜回りを行っています。 

 

現役の日雇い労働者が、全盛期の２５,０００人から５,０００人ほどに減少し、代わりに高齢化した労働者たちが生

活保護に移行しているなど、釜ヶ崎の地域も少しずつ変化しています。 しかし、アルコール依存症やギャンブル

依存症の問題は、薬物依存症の問題も含めて、まだまだ取り組みが必要です。 

私たちも、ストロームさんが始めた頃の初心を忘れずに、活動を続けていきます。 

 

 

 

 

 

 

誕生日（２０２２年２月２日）の聖句 （「日々の聖句」・Losungen） 

「どのような時も、わたしは主をたたえ、わたしの口は絶えることなく賛美を歌う。」（詩編 ３４：２） 

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。」 

（テサロニケ Ⅰ ５：16～18） 
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＊ 永 吉  秀 人   Nagayoshi  Hideto         日本福音ルーテル教会 副議長 

 

ストローム 原体験 

 

エリザベート・ストローム宣教師は、来日後の苦節 10 年を経て、釜ヶ崎を宣教の地として選ばれました。

私は大阪育ちでありましたから、高校時代にストロームさんが長屋のベビー・センターの低い天井の暗がり

で両腕に幼児を抱きかかえておられる姿、現在の鉄筋コンクリート建てとなる前の木造の倉庫と思しき喜

望の家とその二階の小さな和室で行われていた断酒会を目撃しています。生きるということの圧倒的な重

みを感じてたたずんでおりますと、「立ってるだけなら帰りなさい」と叱られた記憶は鮮明です。 

 その後、神学校での学業のために大阪を離れてからストロームさんと再会した折、「喜望の家のために頑

張って献金を集めます！」と申し上げたところ、「心配してくれなくてもよい。いい仕事をしていれば献金

は集まる！」と、これまた怒られたことは忘れません。これらは私自身のディアコニアへの目覚めとなりま

した。ストロームさんが日本のルーテル教会の宣教の場を拡げてくださったことに感謝致します。 

 

 

 

＊ 吉 岡   基   Yoshioka  Motoi         釜ヶ崎キリスト教協友会 共同代表                  

 

ストロームさんへ 

 

 ちょうど１０年前、ストロームさんの９０歳のお祝いと日本での働きに感謝するドイツでの集まりに、釜ヶ崎キリス

ト教協友会の代表として参加することができました。 そして翌年の２０１３年にも、「こどもの里」のスタディー 

ツアーでドイツを訪れ、ハインリッヒ神父とストロームさんに再会することもできました。 昔と変わらない元気な

姿と完璧な日本語にびっくりしたのを覚えています。 

 あらためてストロームさん、１００歳のお誕生日おめでとうございます。 以前と変わりなく元気にお過ごしのこ

とと思います。 

 ストロームさんたちが種を蒔いた協友会の活動は今年で５２年目になります。 それぞれの施設やグループは

事業を大きくしたり活動を縮小したりと様々ですが、毎月行う例会の場で情報交換や相談をしながら、みんなで

釜ヶ崎に必要とされる活動や行事を今でも続けています。 釜ヶ崎を取り巻く状況やまちの風景も変わりつつあ

ります。 協友会のメンバーの顔ぶれや世代も変わっていきます。 そんな中でも地域で必要とされるのであれ

ば、これからも協友会としての活動は続けていくのだろうと思います。 

 釜ヶ崎からの良き知らせが届けられるように、これからも元気にお過ごしください。  

日本から健康をお祈りしています。 
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 ↑ マンハイムで  ハインリッヒ神父と 

原 野 和 雄・直 美      Harano  Kazuo・Naomi                  

 

ストロームさん 

 

日本の神戸から「１００才の誕生日おめでとう!」 のご挨拶をお送りいたします。 

いつも、ドイツで共に過ごしたすばらしい日々のことを思い起こしています。 

 

１．「喜望の町」(1988年) 出版の準備 

 ストロームさんは、日本からドイツに帰国されて間もなく、 

日本キリスト教団出版局から「日本での体験を本にまとめて

ほしい」と依頼されました。 ストロームさんはこの提案を了承

されました。 しかし、直接に日本語で書くのは難しいし、 

ドイツ語で書いて、誰かに日本語訳をたのむこともしたくない

という問題がありました。 

 私たちは、ドイツでのある協議会であなたと初めてお会い 

し、本の出版とその問題を知りました。 そこで、「ストロームさん 

がまず日本語で自由に語り、 それを録音してはいかがですか？ 

後でだれかがそれを日本語でまとめることができます。」 と 

尋ねました。 ストロームさんはこのアイデアを積極的に受け止め、 

計画が前進しました。 

 当時、私たちはマンハイムに住んでいました。 和雄は１９８３年～ 

１９８９年、マンハイム・ネッカーアウにあるマタイ教会の牧師でした。 

１９８４年４月、ストロームさんはブラウンシュヴァイクから、小柳さんは 

話し相手として日本からマンハイムに来られ、約一週間、私たちの 

牧師館で一緒に過ごしました。 

午前、午後、時に夜まで一緒にカセットレコーダーの前に座り、 

話されました。 休憩の時には私たちの娘３人も一緒に遊び、 

あなたは子どもたちとケーキを焼いてくださいました。 

 当時、偶然ハインリッヒさん（カトリック神父・協友会のメンバー）が 

休暇で故郷に戻っておられました。 ある日、ドルトムントから私たちの 

ところに来られました。 二人のドイツ人が、マンハイムで、日本語で 

一生懸命対話されました。 これもあの本に取り入れられました。 

 ストロームさんはその後２回マンハイムに来られ、特に直美とこの本を 

仕上げました。 この本「喜望の町」が出版された時、ストロームさんはその 

一冊に、日本語で 「われわれの本」 とサインをして直美にプレゼントして 

くださいました。 

 私たちにとって、ストロームさんと単にお知り合いになっただけでなく、 

出版に向けて何度も一緒に作業できたことは、大きな喜びであり、光栄です。 
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２． ドルトムントで 釜ヶ崎の子どもたち 及び ハインリッヒさんとの出会い（2013 年） 

「こどもの里」は釜ヶ崎に住む子どもたちのための、カトリック系の施設です。 この施設の開始直後、ハインリ

ッヒ神父はこの施設の活動を支援されました。 こどもの里は、一方で子どもたちの生活支援をし、他方、子ども

たちの意識を高める活動をしています。 例えば、子どもたちは冬の夜に釜ヶ崎の町を歩き、野宿する労働者に

毛布や食べ物を持って行きます。 

 何年もかけた準備の後、こどもの里の子どもたちは２０１３年夏、ドイツとポーランドへの研修旅行を実施しまし

た。 主な訪問先は、 ドイツでは、ハインリッヒ神父の住むドルトムントをはじめ、ケルン、ベルリンへ。 続いてポー

ランドの ワルシャワ、 トレブリンカ、 アウシュ

ヴィッツです。  

和雄は、小柳さんから、ドイツで通訳をするよ

うに参加しないかと誘いを受けました。                                                 

小柳さんはこの旅の内容的なリーダーでし

た。 私たちは二人で準備会に参加しました。 

私たち二人は別便でフランクフルトで降りて、  

キッチンゲンに寄り、次の日、ストロームさん 

を乗せて、レンタカーでグループが滞在して

いるドルトムントに向かいました。  

そこでストロームさんは、隠退していた 

 

ハインリッヒさんと、久しぶりに再会しました。 また同時に、釜ヶ崎の子どもたちにも出会いました。 

 釜ヶ崎の子どもたちにとって、ドルトムントでのこの出会いはとても印象深く、重要な出来事でした。 子どもた

ちは、これまでにも「ストロームさん」、「ハインリッヒさん」という名前を聞いたことはあったでしょう。 しかし、そ

の時そこで、この二人の人物と直接お会いしたのです。 彼らにとって「過去の出来事」だったものが、「具体的

な現実」となりました。 この出来事は、何人かの人にとって、釜ヶ崎について、あるいは自分自身について 一層

深く考え、取組む良いきっかけになることでしょう。 

 ブラウンシュヴァイク「日本活動サークル」のヘードリッヒさんは、翌日ご自分の車で、ストロームさんをまた 

キッチンゲンまで送ってくださいました。 

 ストロームさん、またいつかお会いして、お話ができる日を楽しみにしています。 それまで、さようなら。  

神様の祝福をお祈りいたします。 

 

 

＊ フーヴェ 久 栄      Huwe  Hisae          2022 年８月    

 

今から１００年前に 

 

今から１００年前に、神様の愛を伝える伝道師の長女として生まれたストローム先生は、日々の讚美と祈りと共

に成長されました。 ご両親と９人の妹弟と共に、毎日朝夕讚美されたそうです。 そこには、貧しくても喜びと望

みがありました。 その大変な家計の中でも、彼女はお母様と共に近所に住むお年寄りや病気の人々に炊き出し

2013年 7月 ドルトムントにて 
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をお届けしたそうです。 彼女には、神様の愛を配る事が幼少時代

から身に付いていたのですね。  

その主の愛を持って、遠路はるばる釜ヶ崎にて、彼女は神様の

愛、喜び、望みを全身で伝えられました。 宗派が異なると、見捨て

られた石が礎の石となったイエス様とストローム先生が重なるの

は私だけでしょうか? 

幼い頃から讚美された  ♪いざゆけ、野山に 楽しき時来ぬ～♪  

 (讃美歌 第２編 143番)。 

先月 7月にコロナ感染を克服された先生と、先週再び共に讚美 

しました。 今年に入って、視力が衰えた彼女は、幼い頃から愛唱 

された数々の讚美歌を今も暗唱されます。  

この釜ヶ崎の「お母ちゃん」と、今も共に神様を讚美する特権を、 

只々、主に感謝です。 

♪ み神のみ恵み 心に迫れば 我らも共に 高らかに歌わん 

歌えや 誉め歌 力の限り ♪     (同讃美歌 3節) 

 

～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ 

《  日本語版編集後記  》 

 昨年（２０２１年）秋、ドイツの 福音ルーテル ブラウンシュヴァイク州教会 日本活動サークルで、エリザベート・

ストロームさん１００歳の誕生（２０２２年 2 月 2 日）を記念してお祝いのメッセージ集を作成することが決まりまし

た。 準備はドイツで進められ、日本の関係団体やストロームさんの知り合いに、「一文を」という連絡が来ました。 

２０２２年１月末に完成し、この冊子は２月８日にフーヴェ夫妻によってストロームさんの手元に届けられました。 

 ２月中旬、ブラウンシュヴァイクの日本活動サークルは、「日本からのメッセージが多く含まれているので、 

日本の人々も読めるように、「日本語版」を作ろうということを決めました。 

６月半ばに、「ドイツでの日本語版の編集は難しいので、原野に協力願いたい」との依頼がありました。 

ドイツ側と連絡をとりつつ、日本での実務を原野が担当する、という形でお引受けすることになりました。 

その後、２回、パソコンを利用した ZOOM による対面協議も行いました。 

 その際、日本語版はドイツ語版をそのまま翻訳するだけではなく、新しい独自の内容が加わっても良いという

ことが了解されました。 その後、ストロームさんとの関係が近い方々や、協友会関係の方々とも相談して、新し

いメッセージが加わりました。 名前の前に ＊印 が付いています。 

また、「ストロームさん１００歳」に関する朝日新聞の記事（大阪本社版 2022年 1月 29日夕刊）のコピーも、大阪 

本社社会部・小若理恵記者の了解をいただき、掲載することができました。 小若記者にお礼を申し上げます。  

さらに、ドルトムントでの集合写真は、旅の主催者である「特定ＮＰＯ法人こどもの里」からご提供いただきました。 

合わせてお礼を申し上げます。 

最終ページに、「エリザベート・ストロームさんの歩み」として略年表を加えました。 ストロームさんを直接ご存

知でない方々が多くなる時に、少しでもその「歩み」に触れていただければと願う次第です。 

この日本語版冊子は、日本で編集を行い、ブラウンシュヴァイクの教会関係の印刷所で印刷されました。  

日本語版出版を提案し、また仕上げを担当いただいたドイツの関係の皆様にお礼を申し上げます。 

ストロームさんにお会いして、直接お渡しできないのは残念ですが、この冊子が、ストロームさんに益々元気を

生み出すエネルギーの一端になればうれしい限りです。        ２０２２年９月８日   原 野 和 雄 

最近のストロームさん 
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                                       編集：原 野 和 雄 

 

１９２２年２月２日  ヴュルテンベルク州（南ドイツ）フラインハイムで誕生。 

以後、幼少期    父親の仕事に合わせ、ドイツ各地を何度も転居。 

１９３６年       １０人の兄弟姉妹の最年長姉に。 

１９４０年       ブレスラウ（現在：ポーランド南西部ブロツワフ）へ。 

１９４５年１月    ブレスラウからの逃避行。 通りへ。 列になって。 西に向かって。 

１９４５年３月    南ドイツ、エスリンゲンの近くのアルトバッハに到着。  

１９４７年 秋      リーベンツェル聖書学校入学。 

１９４９年１１月～  フランクフルト（a.M.）、ミュンヘンなどでミッドナイト・ミッションの活動に参加。 

１９５２年夏～１２月 ハノーファーのマルヘ・ヴェスト聖書学校へ。12月、卒業試験合格。 

１９５３年９月    ブレーマーハーフェンから、日本の船で、５人のディアコニッセたちが日本に向かって出発。 

１９５３年１１月 15 日 横浜に上陸。 

１９５３年～５９年  東京・浜松などで、主にミッドナイト・ミッションの活動に取組む。 

１９６０年       約１年間帰国休暇 （ハンブルク、 ドルトムントで）。 

１９６０年１２月    再び日本に。 甲府に。 

１９６３年       日本福音ルーテル教会に受け入れられる。 日本の各地を見学。 

１９６４年 春     大阪に。 住居が確定するまでは 大阪キリスト教社会館で生活。 

１９６４年１０月    山王町に最初の家取得。 西成警察相談室の依頼でベビーセンターの活動開始。 

１９６８年       ドイツ・福音ルーテル ブラウンシュヴァイク州教会の所属に。 

１９６９/７０年    釜ヶ崎で、エキュメニカル(超教派)の活動が開始。 後の「釜ヶ崎キリスト教協友会」。 

１９７２年       山王町(最初の家の向かい)に 2番目の家を取得。 

                「釜ヶ崎はワタシの故郷」 出版 （教文館） 

１９７３年       アルコールの問題に取り組む活動を開始。 

１９７５年       ３番目の家（「喜望の家」と名付けられた）取得。 

１９８１年１２月 31 日（大晦日） すべての借入金を完済。 

１９８２年         「神様が笑った」(福井達雨氏との対談) 出版 （柏樹社） 

１９８３年       ドイツに帰国。 ブラウンシュヴァイクに居住。 ここで、指圧療法士の資格を取得。 

１９８８年       「喜望の町」 出版 (日本基督教団出版局) 

２００３年       シュヴァンベルクに。 指圧療法を生かして活動。 しかし、病気で継続できず。 

２００５年       キッチンゲンの高齢者ホームに。 現在に至る。 

２０１２年２月   「９０歳 祝賀シンポジウム」開催。（シュヴァンベルクにて） 

２０２２年１月   「１００歳 誕生祝賀冊子」（ドイツ語版）発行。 

２０２２年９月      「１００歳 誕生祝賀冊子」(日本語版)発行。 

  

エリザベート・ストローム さん の 歩 み 
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日 本 語 版 編 集 要 綱 

編 集 実 務  ： Walther, Bodo,  Huwe, Joachim,  原野 和雄  

構成 及び 翻訳(日本語へ)； 原野 和雄 

利 用 写 真  ： ドイツ語版より転用 

関係団体及び個人所蔵写真 

         朝日新聞：小若理恵記者の了解 

日本語版連絡先： 〒653-0851 神戸市長田区五位ノ池町１-４-７ 原野和雄  ℡. 078-643-0549 


