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2018 年度 神戸地区 カトリック 信仰講座 2018.12.23 
私たちの人生を豊かにするために、悲しみを喜びに変えるために、キリストを知ることが大切です。 

キリストに出会える講座がたくさん開設されております。信徒の方も未信者の方も下記の信仰講座へお出かけ
ください。きっと素敵な人生が開けると思います。詳細は各教会へお問合せください。 

Fr.=神父、 Br.=修道士、 Sr.＝修道女 

  

 

開催教会 曜日 開始時刻 講 座 名 対象 指導者 場所 

三田教会 

079-562-4404 

毎週火曜 14：30 聖母の園児童図書館 幼児どなたでも 信徒 
信徒館 
春/夏/冬の学時はお休み 

毎週木曜 10：00 みことばの分かち合い どなたでも Fr.中川 信徒館 

毎週金曜 10：00 キリスト教講座 どなたでも Fr.中川 信徒館 

第４木曜 10：00 聖書による子育て どなたでも 信徒 信徒宅 

住吉教会 

078-851-2756 

第５日曜 11：00 信仰の分かち合い どなたでも 信徒 第２会議室 

毎週金曜 10：１５ 信仰の集い どなたでも Fr.エマニュエル 第２会議室 

第４土曜 15：00 Come and see どなたでも Fr.エマニュエル 第２会議室 

第１・３土曜 14：00 教会学校 対象小 1～6 年 信徒 会議室、ホールなど 

  

神戸中央教会 

078-221-4682 

 

 

第２・４土曜 11：00 信仰を養う どなたでも Fr.エマニュエル 集会室  

第１・３木曜 14：00 聖書味読 どなたでも 信徒 集会室  

第３金曜 19：00 テゼの祈り どなたでも 信徒 小聖堂 

第２土曜 14：00 一緒に祈り分かち合いませんか どなたでも 信徒 小聖堂 

毎週日曜 10：30 教会学校 幼児～小 6 年 リーダー キッズルーム 

 

北須磨教会 

078-791-3788 

 

第２・４日曜 ミサ後 共に歩む旅 どなたでも 信徒  

第１・３火曜 10：00 聖書の分かち合い どなたでも Br.吉田 西区信徒宅 

第２・４火曜 11:00 信仰講座 どなたでも Fr.高橋  

第２・４火曜 13:00 入門講座 どなたでも Fr.高橋  

毎週金曜 14：30 主日の聖書を読む会 どなたでも Sr.前田  

六甲教会 

078-851-2846 

第２・４日曜 11：15 キリスト教入門 (下記注★①) 入門志願者 Fr.増井 第３会議室 

毎週日曜 11：00 中高生会 (下記注★②) 中高生  リーダー 中高生会室 

第１・３火曜 10：00 聖書を読む どなたでも Fr.高山 第５会議室 

第１・３水曜 10：00 福音のよろこびを生きる どなたでも こいずみゆり 第５会議室 

第２・４木曜 14：00 カトリック教会の教え どなたでも Fr.高山 第５会議室 

第３木曜 19：00 聖書による信仰入門 どなたでも 吉村信夫 信徒会館 

第２・４金曜 10：30 聖書と典礼を読む会 どなたでも 藤原泰 第４会議室 

第２・４金曜 14：00 「福音の喜び」 どなたでも Fr.アルフレド 第４会議室 

第２・４土曜 17：30 みことばを味わう (下記注★③) どなたでも Sr.藤岡 第５会議室 

第 1～4 土曜 14：30 教会学校 小学生 リーダー 信徒会館 

★① 5 月 13 日開始、紹介者同席可 ★② 中高生会は学期中のみ ★③ 6 月開始 

※ 場所・天候などにより、休講になる場合があります。事前にご確認ください。 
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垂水教会 

078-707-4434 

毎週月曜 10：00 やさしい信仰講座（90 分） どなたでも Br.吉田 信徒会館 

第２・４月曜 14：00 聖書勉強 求道者 Sr.マリア・ヘスス 信徒会館 

毎週水曜 
(第 3 水曜休） 

10：30 聖書勉強 どなたでも Sr.北条 愛徳姉妹会(舞子) 

第１水曜 13：00 神のいつくしみのチャプレット 一般信徒 播本 信徒会館 

第２水曜 10：30 使徒的勧告「福音の喜び」を読む 一般信徒 斉藤（圭） 信徒会館 

第２水曜 13：00 「ユスト高山右近」を読む会 一般信徒 斉藤（圭） 信徒会館 

第 1・２木曜 13:00 道しるべ（霊的生活の入門） 一般信徒 Fr.申 信徒会館 

第 4 木曜 14：00 ヨハネ福音書研究会（90 分） どなたでも 池長大司教 信徒会館 

第２・４木曜 14：00 「キリストに出会う」読書会 どなたでも 播本、大場 信徒会館 

毎週金曜 10：30 聖書勉強 どなたでも Sr.北条 愛徳姉妹会(舞子) 

毎週金曜 13：30 主日の福音を読む会 一般信徒 福本 信徒会館 

第２金曜 10：00 子育て中の母親の会 子育て中の母親 Fr.申 信徒会館 

第１・３土曜 15：00 聖書の話 土曜学校の保護者 Fr.申 信徒会館 

第２・４土曜 13：30 洗礼希望者のためのカテケージス 求道者 Fr.申 信徒会館 

 

兵庫教会 
078-575-5294 

毎週木曜 10：00 聖書を楽しむ会 どなたでも 
第１・３・５ Fr.ブレーズ 

第２・４   Fr.大久保 
信徒館 

毎週火曜 18：00 聖書講座 どなたでも Fr.ブレーズ 
信徒館 

※たかとり/兵庫、合同 

毎週土曜 17：00 キリスト教を知る 
キリスト教に興味 

のある方 
Fr.ブレーズ 信徒館 

 

鈴蘭台教会 毎週火曜 10：30 聖書講座 どなたでも Fr.大久保 信徒館 

1・3・5 木曜 10：30 聖書の分ち合い どなたでも Fr.大久保 信徒館 

毎週土曜 16：00 キリスト教を知る どなたでも Fr.大久保 信徒館 

 

たかとり教会 毎週火曜 18：00 聖書講座 どなたでも Fr.ブレーズ 
兵庫教会/信徒館 

※たかとり/兵庫、合同 

毎週金曜 18：00 キリスト教を知る 
キリスト教に興味 

のある方 
Fr.大久保 信徒館 

 

開催教会 曜日 開始時刻 講 座 名 対象 指導者 場所 

洲本教会 

0799-24-5144 

第４金曜 14：00 信仰講座（ヨハネの勉強会） どなたでも 池長大司教 信徒館 

第４水曜 19：00 信仰講座（ヨハネの勉強会） どなたでも    〃  〃 

 

明石教会 

078-911-6330 

毎週日曜 8：30 入門講座 どなたでも 信徒 集会室 

毎週日曜 ミサ後 共に歩む旅 どなたでも 信徒 会議室 

毎週火曜 10：00 聖書を読む会 どなたでも 信徒 会議室 

毎週木曜 14：00 祈りの集い どなたでも 信徒 ３Ｆ小部屋 

第１･３土曜 16：00 聖書通読会 どなたでも 信徒 会議室 

第２･４土曜 13：30 Let’s learn English どなたでも 信徒 信徒館 

毎週土曜 15:30 信仰講座（５月１２日より） どなたでも Fr.高橋 信徒館 


