Se r vant Le a d e r s h i p

き だい

日本が生んだ

稀代のサーバントリーダー

西日本最大のスラム街に移り住み、
極貧にあえぐ人たちを

二十世紀の三大聖人を
知っていますか？

一人はガンジー︒もう一人はシ

ュバイツァー︒二人ともだれもが

知る歴史上の偉大なサーバントリ

ーダーです︒そして︑もう一人は︑

なんと日本人なのです︒

その名は賀川豊彦︵一八八八〜

一九六〇︶
︒実はノーベル平和賞

三回︑ノーベル文学賞二回︑計五

回もノーベル賞にノミネート︵推

奨︶されています︒社会改良家で

あり︑生活協同組合を作った人で

賀川豊彦の取り組みは、

捨て身で助けようとした
人の心を動かし、

もあります︒

私は賀川こそが︑日本が生んだ

多くの協力者を呼び寄せる
ことになったのです。

代表的なサーバントリーダーだと

思っています︒北欧で︑特に戦前

から戦後にかけて高く評価され︑
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シュバイツァー︑ガンジーととも
たた

徳島の豊かな自然でした︒賀川は

においてほとんど知られていない

なぜ︑これほどすごい人が現代

に引き取られます︒家族の温もり

親を失い︑五歳の時に徳島の本家

市に生まれた賀川は︑幼くして両

一八八八︵明治二一︶年に神戸

と出会います︒この二人の師との

メリカ人宣教師ローガンとマヤス

賀川は︑徳島中学時代に二人のア

不遇の少年時代を過ごしていた

宙の目的﹄という本を書きます︒

自然に深い関心を寄せ︑後年﹃宇

のでしょうか︒それは︑賀川があ

のない孤独な幼少時代を過ごしま

出会いが︑その後の賀川の人生を

賀川豊彦の歩み

まりに多岐にわたって活躍したた

す︒また︑不幸な生い立ちが原因

方向づけました︒

に﹁二十世紀の三大聖人﹂と称え

め︑多くの人にとっては理解を超

で︑子どもや仲間からもいじめら

られたのです︒

える存在だったからだと思います︒

し︑一九〇五年︑明治学院高等部

賀川は伝道者になることを決意

れたのです︒
そんな豊彦少年を慰めたのは︑

また︑賀川は社会的問題の解決に
とら

取り組むときに︑目の前の現象に
捉われるのではなく︑社会の仕組
みそのものを変えようとしました︒
現象の解決に従事している人に
とっては︑賀川の行動は理解を超
えたものだったと思われます︒賀
川豊彦の人生を紹介することで︑
サーバントリーダーについて皆さ
んと一緒に考えたいと思います︒
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賭博︑買売春︑もらい子殺し⁝⁝︒

前の困っている人に親切にする︑

見てもわかるように︑賀川は目の

と ばく

神学科に入学し︑その後︑神戸神
賀川はあまりの現実に打ちのめさ

とが多いのですが︑そうではあり

学校に転校します︒ところが肺結

病人の介護︑無料宿泊︑無料葬

ません︒サーバントリーダーはあ

ただの優しい人ではないのです︒

式︑簡易食堂︑生活資金援助︑職

くまでリーダーなのです︒

れながらも︑貧しい人を助けるこ

業紹介︑生活相談︑日曜学校︑路

核で吐血し︑四か月の入院︑臨死

一九〇九年︑賀川は神戸の新川

傍伝道などの活動に精力的に取り

サーバントリーダーも﹁人に親切

に移り住みます︒当時の新川は西

組みました︒もちろん︑富も名声

とを使命とし︑自分の残りの人生

日本最大といわれるスラム︵貧民

もない一青年にできることは限ら

体験で︑二︑三年の余命を宣告さ

窟︶でした︒狭い土地に約二〇〇

れています︒しかし︑賀川の捨て

にする優しい人﹂と誤解されるこ

〇戸︑七五〇〇人余りの貧民がひ

身の取り組みが人の心を動かし︑

一つは
﹁本来はこうあるべきだ﹂

をかけようとしました︒

しめきあって住んでいました︒二

多くの協力者を呼び寄せることに

﹁もっとこんな社会を作りたい﹂

れます︒賀川は﹁残された人生を

畳の長屋に五︑六人もが密集して

なったのです︒余命宣告を受けて

という大義のある理想やビジョン

すべて神と隣人のために捧げよ

住んでおり︑トイレは二〇軒に一

いた賀川は結果的に生かされ︑こ

を描くことです︒賀川はスラムの

くつ

う﹂と決心します︒

つしかないという有り様でした︒

の取り組みは十三年半も続きまし

いることはおかしい﹂﹁もっと人は

分けて二つの要素があります︒

サーバントリーダーには大きく

サーバントリーダーの
二つの要素

当時の社会の最底辺の貧民たち

状況に︑
﹁人がこんな生活をして
ここまでの 賀川の人生の前半を

た︒

の生活はすさまじいものでした︒
けん か

極度の貧困︑病気︑犯罪︑喧嘩︑
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てあげたい﹂という理想を描いた

幸せに生きるべきだ﹂﹁なんとかし

す︒賀川はこの留学中に︑その後

強するために米国に留学していま

学およびプリンストン神学校で勉

の考え方に大きな影響を与える二

のだと思います︒
二つ目は︑それを実現するため

一つは︑ニューヨークで見た数

つの出来事に遭遇しています︒

躍できるように奉仕することです︒

万人の労働者のデモ行進です︒労

に人を巻き込み︑その人たちが活

多くの場合︑理想やビジョンは一

働者が自らの意思を表現する姿を

もう一つは︑ユタ州で日本人会

人では実現できないからです︒賀

し遂げることはできなかったはず

の書記をした時に︑日本人の農業

見て衝撃を受けます︒

です︒多くの協力者を得ることが

賃労働者の組合を作り︑賃上げ交

川の場合も︑自分一人では何も成

できたのは︑賀川の人間性でしょ

渉に成功したことです︒

しん し

の活動は慈善から防貧に移行して

これらの出来事を通じて︑賀川

う︒人に奉仕する姿︑真摯な姿が
周りの人の心を打ったのだと思い
ます︒

いきます︒慈善とは︑困った人に

それまでは貧しい人や困った人を

手を差し伸べる行動です︒賀川も
十三年半に及ぶスラムでの活動

救う慈善活動をしてきたのですが︑

慈善から防貧へ

の二年間︑賀川はプリンストン大
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減らすかというのが防貧の思想な

そういう境遇になる人をいかに

の豊かな自然の中で︑それを感じ

からです︒賀川は少年時代に徳島

生かされていることを感じている

全体とつながっており︑その中で

活動に投じていくのです︒二三年

億円です︒賀川はこれを全て防貧

れは現在の価値なら︑なんと約十

印税は十万円にもなりました︒こ

限界を感じたのでしょう︒

のです︒目の前の困っている人を

に関東大震災が起きると︑救援活

賀川のような偉大なサーバント

ます︒

動のために活動拠点を東京に移し

ていたのだと思います︒
まざまな活動を始めます︒一九一

帰国後︑賀川は防貧のためのさ

ただ助けるだけでは︑物事は解決
しないことを新川の活動を通じて
賀川は学んだのです︒

七年︑スラムに無料診療所を作り

サーバントリーダーは︑ビジョ

になります︒労働運動の関西一円

関西労働同盟会を結成し︑理事長

労働組合運動を始めます︒友愛会

プについて考えるきっ かけにして

自らのサーバント・リーダーシッ

非︑多くの人に知っていただき︑

いるのは大変残念なことです︒是

ます︒一八年︑防貧の手段として︑ リーダーが歴史の中で忘れられて

ンを実現するために︑物事を全体

の指導者となりました︒一九年︑

偉大な
サーバントリーダー

として捉えます︒なぜなら︑物事

いただければと願っております︒

二〇年には自伝的小説﹃死線を

消費組合運動を起こし︑大阪に購

全体として捉えるから︑自分もそ

越えて﹄を出版します︒これは百

は全体として存在し︑さまざまな

の中に存在し生かされていること

万部以上の大ベストセラーとなり

さなだ しげと
株式会社レアリゼ代表取締役社長︒
NPO法人日本サーバント・リーダー
シップ協会理事長︒サーバント・リー
ダーシップの普及を通じ︑日本を再生
し︑グローバルに通用するリーダーの
育成に力を入れている︒

買組合共益社を設立します︒

を理解できるのです︒サーバント

ます︒二十三か国語に翻訳され︑

現象を引き起こしているからです︒

であることができるのは︑自分が
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