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                松 本 成 子  

         一般財団法人日本禁酒同盟 監事 
       公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会評議員 
           元常任理事   酒・たばこの害防止部幹事・部長   
     社会福祉法人慈愛会理事 
     ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ問題を考える会元代表 
 
 
 
    武蔵野市西久保コミュニケーションセンター 



Japan Woman’s Christian Temperance Union 
直訳：日本キリスト教女性禁酒会 
          ↓ 

    日本キリスト教婦人矯風会 
 
ポイント１ 女性 woman 単数 
ポイント２ 禁酒 temperance を矯風 に 
 
 

 名称 



• 現在の名称は… 
KYOFUKAIーJapan  Christian Women’s  Organization，est.1886 
 
世界組織から２０００年に脱退、英語名称を変更した。 

 

２０１２年４月１日 公益財団法人へ移行 

 キリスト教精神に基づき、女性の視点で、女性と子どもの人権、
福祉の向上に資することを目的としている。 

「女性の人権」 には、ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ問題に苦しむ人々（男女問わ
ず）のケア、啓発、相談事業も含まれている。 

「女性の福祉」 では、二つの宿泊施設を運営 

    女性・母子の緊急避難センター「女性の家HELP」 

    単身女性の中長期滞在施設 「矯風会ｽﾃｯﾌﾟﾊｳｽ」 



１８７４年米国 オハイオ州ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞにて発祥     
１８８３年 世界組織誕生  
   アジア各地で遊説 
１８８６年12月6日 日本橋教会にて発足 
  会員 56人 
  名称について激論 
 
 

誕生 



 最初期の活動 

• 一夫一婦制の請願 
• 女性の人身売買の禁止 廃娼運動 



初代会頭 矢島楫子 
 1833(天保4)~ 1925(大正14)           

  一万人の署名を携え、１９２１年香取丸に乗って守屋東とワシントン海軍軍縮会議へ。ホワ
イハウスで署名を渡す直前の矢島楫子（当時89歳）。「天国は日本からでも、アメリカから
でも距離は同じでしょう」。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
女性基督者禁酒同盟の特派員レビット夫人の来日に刺激を受けた40数名で日本基督教婦人矯風会が創立され、同年東京日本橋教会において潮田千勢子や佐々木豊寿ら５６名の会員をもって「東京婦人矯風会」が発足、初代会頭に矢島梶子が選ばれました（当時53歳）。「禁酒会」ではなく「矯風会」としたのは、禁酒ばかりではなく、社会の悪風を矯正する会ということをわかりやすく表現するためでした。矢島梶子は熊本県出身です。酒乱の夫、封建的で男尊女卑の婚家で、心身衰弱で半分目が見えなくなるほどまで我慢しましたが、結婚10年で離婚（日本初の妻からの離婚決行者、と百年史にあります）、周囲の非難を背に1872年、明治5年に上京し、教員伝習所に学び、小学校教員をへて新栄女学校教員、桜井女学校校長となりました。１８７２年にキリスト教徒となって受洗。のちに女子学院の初代院長に就任しています。 １８９３年に日本基督教婦人矯風会会頭として廃娼運動に奔走、女性基督者禁酒同盟世界大会や国際軍縮会議にも参加。生涯をキリスト教に基づいた女子教育・婦人運動に尽くしました。 



矢嶋楫子 酒乱の夫から逃れて 

• 熊本出身 25歳で林七郎の後妻となる 
• 徳富蘇峰、徳富蘆花は甥 
• 離婚  兄の看護で単身上京 教員となる  
• 女子学院の院長 矯風会初代会頭(53歳) 
• 一夫一婦制の建白書提出 
• たばこでボヤ→禁煙 
激動の人生をモデルとした小説 
  三浦綾子著『われ弱ければ』（小学館発行） 

 



その他の名物会頭 

• 第３代 潮田千勢子 
 女子授産所設立（現在の職業訓練所） 
 足尾鉱毒事件で田中正造に協力 
 現地の女性12人を慈愛館で保護した。 
 
 没後50年、孫の潮田江次氏(元慶応義塾大学塾長)が矯風会

館建設の発起人となる 

  
 



潮田千勢子（１８４５～１９０３）と田中正造 
足尾銅山鉱毒事件 ― 1901年救済婦人会設立 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
�　 １８８３年、明治１６年に３９歳で夫と死別した潮田千勢子は、３男２女とともに上京しました。子女を養育しながら桜井女学校の保母科に入学し、末娘を付属幼稚園に通園させながら学業を終え、幼児教育にあたります。東京婦人矯風会の発会式の発起人のひとりになりました。以後、矢嶋楫子、佐々城豊寿らとともにリーダー格の運動を展開します。メンバー佐々城豊寿とともに白票倶楽部を設けて婦人の政治活動抑圧に反対運動も起こしました。�1901年、足尾銅山鉱毒事件が世に明らかになる中、田中正造の依頼を受けて矢嶋楫子、島田信子とともに現地に出向き、ただちに救済婦人会を組織して被害地で救済にあたり女性や子どもを慈愛館に保護しました。　潮田千勢子の６０歳弱の生涯に対して告別式には３００名が参列し、神と人に仕えた千勢子の死を悼みました。田中正造は弔辞を読み上げながら泣いたといいます。�５０年後、千勢子の孫にあたる元慶応大学塾長潮田江次氏が、小泉信三後援会長のもとに、矯風会本部会館建設発起人のひとりとなっています。 



 機関誌 発行 

• 1888(明治21)年4月 東京婦人矯風雑誌 
 政治問題を扱って発刊停止 
  ↓ 
  「婦人新報」 と誌名変更 
戦時統制で廃刊、紙不足等を乗り越えて継続 
  
現在は 啓発誌 として会員以外にも頒布。 
 
 



東京婦人矯風雑誌1号(1888） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
東京婦人矯風雑誌1号です。浅井柞、佐々木豊寿によって1888年・明治21年4月に創刊されました。矯風会機関誌の変遷についてもっと詳しく知りたい方は、2006年12月号の「女性の声を発信し続けて－矯風会機関誌の118年」という高橋喜久江さんの記事をお読みください。浅井柞は巻頭言「矯風会の目的」で「娼婦も等しく之れ人なり、我等が姉妹同胞にあらずや」と述べています。





未成年者飲酒禁止法 

• １９２２(大正11)年3月25日 議会を通過 
• 3月３０日公布 4月1日施行 
• 議会通過までに20年以上 
（未成年者喫煙禁止法は1900年に制定） 



外国の未成年者禁酒法制定 

• 米国 １８７２年 
• 英国 １９０４年 



根本 正代議士(1851～１９３３)  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
水戸出身の国会議員根元正は、矯風会員の妻と共に1900年の「未成年者喫煙禁止法」の制定に努めたクリスチャンです。21年間法案を出し続けて通過した「未成年者飲酒禁止法」とともに、この法律は現在も生きている法律であり酒・たばこの害防止部の働きの根幹となっています。1886年に日本で矯風会が設立されたことは、翌年根本正を通じてウィラードに伝えられました。根本正は、義務教育無料化、鉄道「水郡線」の建設にも奮闘しました。根本正は「日本禁酒同盟」の副会長になり、全国に啓発活動をしました。根本正が作った日本の法律は、未成年者を罰するのではなく、罰則は監督責任のある親と、未成年者と知りつつ酒を売った販売者に対してついています 。 



 根本正の功績 

• 茨城県出身 
• 東京禁酒会 副会長 
• 未成年者喫煙禁止法制定 
• 未成年者飲酒禁止法制定 
• 国民教育授業料全廃(小学校の国庫補助) 
• 交通（水郡線） 



 
守屋東と少年禁酒軍 

１８８４(明治17)～１９７５（昭和50) 
  
 
 

矯風会有給ｽﾀｯﾌ  
少年禁酒軍 

 
矯風会活動のほかに 
  学校設立→大東学園 





1921年（大正11） ワシントン軍縮会議 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
中央は守屋東、矢島楫子、ゴードン世界女性キリスト者禁酒同盟会頭です。日本婦人一万人の署名を持参しました。ホワイトハウス前で撮影されました。



• 小塩完次・豊子の執筆コピー 

婦人新報1973年1月号 



 

                出典：「写真と日記で綴る小塩完次・とよ子の禁酒運動～」《（財）日本禁酒同盟）より》 



 

       第二部「我らが二人を祝う会」学生排酒連盟の学生たちから祝福される夫妻 

 

              出典：「写真と日記で綴る小塩完次・とよ子の禁酒運動～」《（財）日本禁酒同盟より  

 

 



禁酒の教育運動 

• 第一回禁酒講習会 1922(大正11)年10月 
 全国から180名出席  
講師：沢柳政太郎、根本正、伊藤一隆、高島米峰、守屋東、 

    長尾半平、鶴見祐輔、穂積重遠、田子一民  
 専門学校の学生排酒連盟 誕生 
 警察官の排酒連盟 誕生 



全国25,000か所へ禁酒ﾎﾟｽﾀｰ発送 
 1926 （大正15）淀橋郵便局へ向かうところ 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１９２２年「未成年者飲酒禁止法」の制定を期して少年禁酒軍は盛んな活動になっていきました。１０年計画で全国の小学校・師範学校に禁酒・禁煙の教材を配布しました。





プレゼンター
プレゼンテーションのノート
当時作られた酒害啓発絵葉書です。根本正の尽力で未成年者飲酒禁止法が1922年(大正11年）に制定されましたが、その後矯風会少年禁酒軍長として守屋東が就任しました。守屋東は少年少女を対象として酒害啓発教育をはじめました。



矯風会館建設 



矯風会館 
1959年落成 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1959年（昭和34年）に落成しました。1954年(昭和29年）に後援会が組織され、小泉信三慶応大学学長が会長として2千万円の募金を集めてくださいました。



戦後の活動  
   長年の取り組みが法制化 
  
• 婦人参政権 1947年  
    日本国憲法により実現 

 
• 売春防止法 195６年成立 



ｱﾙｺｰﾙ問題 

• 泥酔状態での殺人、傷害事件 
• 7女性団体共同で要望書提出 
• 超党派の女性議員(市川房枝ほか)立法 
 「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止
等に関する法律」 1961年可決成立 

 付帯決議「酩酊者の保護、収容、治療等の施設を整備、拡充
するためできうる限り速やかに予算措置を講ずること」 

 →ｱﾙｺｰﾙ専門病院が久里浜に誕生(1963年) 
 なだいなだ院長 河野裕明院長等 



酩酊者規制法尽力の女性議員と 
 



付帯決議で誕生した久里浜病院 

 出典：『写真と日記で綴る 小塩完次・とよ子の禁酒運動～』《（財）日本禁酒同盟》より 



日本アルコール問題連絡協議会 
１９７０年８月23日 発足 
名誉会長 片山哲 
会長 小片重男(京都府立医大教授) 
理事長 額田 粲 (東邦大学教授) 
 
ｱﾙｺｰﾙ医学会が呼びかけ、１０団体で結成 
＊日本ｱﾙｺｰﾙ医学会、＊矯風会、＊全日本断酒連盟、＊禁酒

禁煙協会 
＊日本対アルコール協会（その後日本禁酒同盟に名称を戻し

た） 
 アンスワール、救世軍、国際グッドﾃﾝﾌﾟﾗｰｽﾞ、酒の害から家

庭を守る会、日本酒害防止協会、 



• 1972年1月24日 矯風会第二会館にて 
 厚生省公衆衛生局滝沢局長以下5名が出席 
 アルコール問題連絡協議会加盟１０団体から
各２名ずつ出席 

 社会党国会議員山中吾郎が挨拶 

厚生省との意見交換会 



関連団体との共同イベント 
• 1972年１１月18日 未成年者飲酒禁止法制定５０周年集会 
   日本アルコール問題連絡協議会主催 
   有楽町読売ホールにて  小塩完次氏が講演 

 
• 1988年9月 第7回ｱﾙｺｰﾙ・薬物問題予防会議 オーストラ

リア ブリスベーンにて 
  日本から大勢で参加。 
  宮崎恭一氏(日本禁酒禁煙協会)団長 
  矯風会から１０名、ASK、 久里浜病院看護婦等  
 
  
 



酒害防止活動の名称変遷 

  
• 少年禁酒軍 
• 排酒部 
• 酒害防止部 
• 酒・たばこの害防止部 
 



新生活運動 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「酔っ払い」をなくすための活動に取り組んでいるところ。



お花見ビラまき 上野公園 
1960年 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
お花見にはお酒がつきものですが、うかれてばかりいないでお酒の害を知ってもらおうと酒防部部員は熱心にビラをまきました。



酒害相談 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
排酒部長の桑野さんです。現在も相談事業は継続しています。



イッキ飲み防止 
• 19７0年代～ 
 新入生歓迎コンパ  各地の大学で急性ｱﾙｺｰﾙ中
毒による死亡事故発生 
 

• 1983年6月 東京 成蹊大学コンパで死亡事故 
  学生部長に面会し抗議 小塩完次先生が同行 
  
 
 
  
 



その他の酒害防止部活動 

• 依存症者本人・家族の相談  
 1986年 AKK設立に協力 
 相談例会を矯風会にても開催 1992～ 
 
• 酒類屋外自販機撤廃運動 
 はみ出し自販機調査、署名活動等 
 
＊たばこ、ドラッグの問題にも取り組んでいます。 
    そのお話はまたの機会に…… 
 
  



おわり 

• 本日はありがとうございました。 
• 今後も酒害への取り組みで 

   禁酒同盟 と 矯風会  
      それぞれの活動は続きます。 
  今後もご協力をよろしくお願いいたします。 
          
             日本キリスト教婦人矯風会 
                         松本成子      
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