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神戸地区宣教司牧評議会議事録 
   
1．日時・場所・出席者 
日時：9 月 4 日（日）14：00～16：45  場所：ｶﾄﾘｯｸ三田教会 
出席者：片柳地区長、シスタ－木梨、三宅議長、岩佐副議長、滝川副議長代行、 

各小教区代表者 17 名、専門委員会 5 名、洲本教会は台風 12 号のため欠席。 
2．片柳地区長挨拶 
・「つながり」8 月号でのべたように、神戸には 2 つの大きな特色があると思う。 
①多くの教会が密集する中でエキュメニズムの伝統が育まれてきたこと（超教派の市民クリスマス、神

戸バイブルハウス、青年連達の鍋の会、BBQ、チャリティ－・ライブ等） 
②阪神淡路大震災などの災害を乗り越える中で、「谷間に置かれた人々」の心に寄り添う活動が活発に

行われてきたこと（神戸社会活動センター、神戸地区社会活動委員会、須磨夜回りの会、たかとりコ

ミュニティーセンター等） 
・このことは神戸地区全体の活動に大きな活力を与えてきてくれたし、さらに今後のエキュメニズム 
並びに「谷間に置かれた人々」への宣教福音活動に大きな活力を与えてくれるでしょう。この特色を 
生かした教会活動を司祭、修道者だけでなく、信徒と共に支えあいながら、神戸での福音宣教を進 
めていきましょう。 

・神戸地区司祭・修道者の集いでは、エキュメニズムの推進が取上げられているが、バイブル・ハウ 
スとの関係については、慎重に取組む必要があるとの意見である。大阪教区司祭評議会では、 

①ブロックの 再編（三田教会、加古川教会の 1 ブロック＝１小教区の見直し等）。 
②外国語のミサ（言語による小教区の分断等）。③召命の促進等への取組みが取上げられている。 
3．議題 
(１)審議事項 
①ブロックの見直し（三宅議長） 
・大阪教区司祭評議会より三田小教区について、ブロックの見直しを検討するよう指示があり、地区長

が今後 1 年間以内に大司教様に原案を提出することとなっており、取敢えず来年 2 月の代表者会議で

神戸地区の意見を説明する予定である。よって本件は本年 11 月、来年１月の地区評議会の継続審議

とする。 
・三田教会では、本件についての話合はまだ行っていない。過去 3 ブロックの時は東ブロックに所属し

ていたが、他の小教区との交流はあまりなかった。当小教区のテリトリーは広いが、地域に密着した

教会活動を行っていきたい。他の小教区との交流は必要であり、情報を共有し、共に学び支えあって

いくことを強く希望している。 
②エキュメニカル活動について 
・各小教区のエキュメニカル活動の現状報告（神戸バイブルハウスの聖書リレー朗読への参加、市民ク

リスマスの参加、超教派の祈祷会参加、他教派の教会訪問等）の中で強く指摘があったのはエキュメ

ニズムについての評議員の理解・認識不足であった。今後エキュメニズムについて養成委員会による

勉強会を通じて、知識を深めていく。 現時点でのエキュメニカル委員会設置の提案は廃案とする。 
③次期神戸地区大会について 
・次期神戸地区大会は、西ブロックが幹事を担当するが、開催時期については 2 年後、3 年後、4 年後

の意見に分かれ、採決の結果、２年後の 2013 年に開催と決定した。実行委員会は出来る限り青年委
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員会が中心となり、それを地区全体が支える体制で進めることを確認した。 
(２）提案事項 
①「テゼの祈りと集い」について（片柳地区長） 
・東北被災地の現状報告とテゼの歌による祈りの集いが下記のように開催されます。 
日時：2011 年 11 月 25 日（金）19：00～20：30  場所：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会 
主催：「とどけ、祈りの歌声」実行委員会 

・「テゼ」は教派を超え、歌と沈黙で神を賛美することを目指す祈り。今回の集いの実行委員会に神戸

地区青年委員会が中心として参加。神戸地区評議会の全面的支援をお願いしたい。＊説明後、全面的

支援を承認。 
②「傾聴ボランティア」への参加について（片柳地区長） 
・岸和田地区宣教評議会の川邨裕明神父より、仙台教区サポートセンターで働くボランティアを支 

える活動支援、また被災者への傾聴ボランティアの募集がきています。 
・本件について、神戸地区評議会の支援、特に社会活動委員会から各小教区への呼びかけ（ポスタ 
―作成等）をお願いしたい。   ＊説明後、全面的支援を承認した。 

③大阪大司教区の追徴課税について（片柳地区長） 
・今年 2 月に 5 つの小教区に税務調査が入り、バザーの収益金に追徴課税となった。 
これまでバザーが 1 年間で 1 小教区１～2 回の開催の場合は課税対象とならなかったが、大阪大 
司教区は単一法人のため、大阪大司教区内の各小教区のバザー開催を合計すると、年間 80 以上 
のバザー開催となり、過去にさかのぼって追徴課税となった。 

・留意点は、バザーの収益金の 35％は課税されること、ただし寄付金の相手先が公益法人なら，寄付金

は課税対象額から控除される。教会がコンサート等で得た貸席料（場所代）も課税対象となる。なお

詳細については 8/27 にサクラファミリアで各小教区の会計担当者に説明しており、周知徹底をお願

いしたい。 
④東日本大震災支援の「チャリティーコンサート」のバックアップについて（三宅議長） 
ジャパン・チェンバー・クワイア主催のチャリティーコンサート 2012 が下記のように企画され 
ている。   日時：2012 年 1 月 9 日（月・祝）15：00～16：30  場所：神戸中央教会 

・当コンサートはｶﾄﾘｯｸ大阪大司教区が協力しており、大司教様より神戸地区評議会に強い協力依頼が

きており、ついては当評議会の協力支援をお願いしたい。＊説明後、協力支援を承認した。 
⑤「シルバー使徒職養成コース」開催について（三宅議長） 
・本件は、大阪教区シルバー使徒職チームから神戸地区宣教司牧評議会への要請です。開催時期は来 
年の 2～3 月の予定。事務的手伝いは養成委員会にお願いします。＊説明後、本件開催を承認した。 

⑥「識別を身につける基本コース」開催への参加（三宅議長） 
・「聖霊の導きを識別しながらともに歩む教会」を目指す私たちが、神のみ旨に従うためにどうした 
らよいかをしるためには識別が欠かせません。その識別についての研修会が下記のように開催され 
ます。特に小教区評議会委員の参加をお願いします。日時：2011 年 10月 8 日（土）14：00～10 日（月）

16：00 場所：宝塚男子御受難会黙想の家  定員：25 名   主催：大阪大司教祈り推進チーム    

＊説明後、各小教区への参加要請を賛同した。 

(３)報告事項 
① ブロック活動を中心とした報告（「つながり」8 月号報告以降分） 
・西ブロック、北ブロック、東ブロック：なし 
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・中ブロック：9 月 25 日（日）たかとり教会、兵庫教会で WYD 参加者の報告会、鈴蘭台教会は  
10 月 2（日）ミサ後の予定。 

 
４．委員会報告（「つながり」8 月号報告以降分） 
①養成委員会（藤原） 
・9 月 23 日（金）～24 日（土）養成委員会研修会。 
・小教区の神戸地区養成委員会に対する要望と現状調査を実施（10 月末日締切） 
・「シルバー使徒職養成コース」：B 提案事項⑤実施了承。 
・エキュメニカルについて、評議会メンバー内の勉強会実施を予定。 
②社会活動委員会（中村） 
・社会活動神戸センター・須磨夜回り会支援「クリスマスチャリティーコンサート」出演募集に 10 組

応募。 
・10 月 2 日（日）六甲教会にて、ミニ学習会（「原発がどんなものか知ってほしい第 3 弾～隠された被

爆労働者～」、14：00～15：00）、定例会（15：00～16：00） 
（東日本大震災支援関連） 
・ENGO プロジェクトのフォトクリーンボランティアはカーザファミリアと香里教会で 10 月末まで延長。 
・大阪シナピスによる福島被災地視察 9 月 6 日（火）～9 月 8 日（木）。 
・社会活動神戸センターによる「HUG ハウス」支援のシャツ販売 182 枚（8 月末、締め切り） 
・池田神父の著書「愛と涙のゴリラ達」、1000 円で販売中。申込は社会活動委員会事務局まで 

（221－4733）。 
③広報委員会（中村） 
・８月 12 日（金）地区長と広報活動について打合せ、今後巻頭言の充実、並びに霊的内容を充実推進

するようにとの助言があった。  ・「つながり」10 月号は 10 月 1 日印刷予定。 
④青年委員会（内田） 
・7 月 24 日（日）三田教会訪問、ミサ後交流会、20 名参加。 
・8 月 14 日（日）日本キリスト教団によるバーベキュー会に 3 名参加。 
・8 月 26 日（金）「夏のイべントお疲れ様会＋懇親会」中央教会にて実施、22 名参加。 
・9 月 25 日（日）たかとり教会にて WYD 報告会。 
・10 月 22 日(日）神戸地区スポーツ大会（高校生含む）実施予定。 
5.その他 
①「被爆ピアノ」コンサートについて（三宅議長） 

8 月 21 日（日）六甲教会にて「神戸地区の平和旬間行事」として行われ、250 人余りの聴衆で埋まっ

た。東日本大震災の義捐金として 47.806 円が集まり、青年委員会が被災地へ直接持って行く予定で

ある。 
②大阪教区エキュメニカルチームによる「学びと祈りの集い」が下記のように行われます。各小教区に

参加を呼びかけて下さい。ポスター配付済（三宅議長）   
日時：10 月 15 日（土）14：00～17：00  場所：サクラファミリア 
講演テーマ：「体の復活、永遠のいのちを信じます」 講師：榮義之牧師 

③エキュメニカル（黒田） 
・聖書リレー朗読会：日時 2011 年 9 月 7 日（水）～9 月 15 日（木）、場所 神戸バイブルハウス 
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・北海道巡礼旅行：日時 2011 年 10 月 10 日（月・祝）～10 月 13 日（木）、団長 松浦謙神父 
・神戸市民クリスマス：日時 2011 年 12 月 16 日（金）、会場 日本基督教団神戸教会 
④一粒会（三宅議長） 
・田淵氏の 9 月末退任に伴い、新役員に蛭田武氏（六甲教会）が選任された。 
6.神戸地区評議会開催日時 

次 回：11 月 6 日（日）14：00～神戸中央教会 ・次々回：1 月 8 日（日）14：00～六甲教会 
 
 
神戸地区宣教司牧評議会・各委員会からの報告とお知らせ 
 

神戸地区社会活動委員会 10 月･11 月活動予定 

☆ 10 月 2 日(日) 

・ミニ学習会 「原発がどんなものか知ってほしい 第 3 弾」 

    時間：14：00～15：00   会場：六甲教会 第 1 会議室 

    内容：映像「～隠された被爆労働者 日本の原発労働者～」と分かち合い（どなたでも参加できます） 

・第 4 回定例会  

時間：15：00～16：00   会場：六甲教会 第 1 会議室 

☆ 10 月中旬 クリスマスチャリティーコンサート ポスター配布予定 

☆ 第 4 回運営委員会  日時：11 月中旬(日程未定)  会場：中央教会 第５活動室 

☆ 予告 

♪ 社会活動神戸センター・須磨夜回り会支援          

クリスマスチャリティーコンサート ♪ 

    12 月 3 日(土)13：00～16：00 神戸中央教会 聖堂  お誘い合わせのうえ 

 お越しください 

神戸地区養成委員会 

(１) 9月4日の神戸地区宣教評議会に報告ならびに要望した事項は、別項宣教評議会の記事をお読み下さい。

大きなポイントは、宣教評議会に属する養成委員会としては、評議会の決議に従って講習会や研修を実行

することになる。今回は大阪教区の要請によるシルバー使徒職養成コースとエキュメニズム研修を開催する

準備をいたします。 

(２) 神戸地区養成委員の研修を 9 月 23 日，24 日に宝塚黙想の家で行いました。 

 参加者は、16 名の委員と畠神父様でした。初日は池田教会の畠神父様指導によって「仕えるとは」につい

て黙想と祈りの時間を持ちました。二日目は今おかれている神戸地区での養成のニードについて畠神父様

をまじえ、ゆっくり話し合いました。今年の養成委員が初めて一泊して心を開いて話し合い、現在の状況に

ついて確認できたことは非常に大きな恵みでありました。台風と災害の年でありますが、それを乗り越えて目

指す私たちの希望がハッキリしたような気がいたします。 

神戸地区広報委員会 

１．8 月 6 日（土）11：00～16：00 

 ①つながり 44 号印刷、16 頁 1500 部。（8 月 7 日(日)発行） 

 ②10 月発行「つながり 45 号について下記を打合わせた。 

  ・次回「つながり 45 号」を 10 月 2 日(日)に発行する。そのため編集会議を 9 月 3 日(土)に実施する。 
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・45 号に東ブロック・小教区の「共同体を育て、耕そう」実施状況を掲載する。（前年度テーマ報告） 

・45 号以降の編集については神戸地区宣教司牧評議会の「新年間テーマ」、「方針」等に沿ったものにする 

ため、編集会議までに地区長と打合わせを実施する。 

２．8 月 12 日（金）14：00～16：30 地区長と今後の「つながり」編集について打合せ実施。 

 ・「つながり」をより良いものにするため「巻頭言の充実」「霊的な記事の充実」等を図る事となった。 

３．9 月 10 日（土）14：00～17：00 （註）台風のため 9 月 3 日（土）編集会議を 9 月 10 日（土）に変更。 

 ①定例会議「つながり 45 号」編集会議を実施し、下記を検討・確認した。 

・ 9 月度神戸地区宣教司牧評議会報告。（議事・内容の確認） 

・ 地区長から今後の「つながり」編集についてのご指導を受ける。 

・「つながり 45 号」の編集に関する各小教区作成分担範囲と締切り日の確認。 

 ②「つながり 45 号」印刷は 10 月 1 日（土）11：00～住吉教会、発行は 10 月 2 日（日）。 

 ③次号「つながり 46 号」の編集会議は 11 月 5 日（土）、発行は 12 月 4 日（日）を予定。 

青年委員会（鈴蘭台教会・内田） 

☆１０月２２日（土）※未定 

高校生を交えてのスポーツ大会を開きます。日時・場所は、未定ですが、決まり次第、各小教区へ連絡致します。

又、belami のメール（belami.kobe@gmail.com）からもお知らせ致します。 

登録されていない方は、名前・所属教会・連絡先を明記の上、上記のアドレスに送信してください（18 歳以上の

青年） 

☆１１月２５日（金）時間：19:00～20:30 

ｶﾄﾘｯｸ六甲教会に於いて、被災地の現状報告・テゼの歌による祈りの集いがあります。テゼ共同体のブラザーギ

ランさんがゲストで来て頂けます。 皆で心を合わせ祈りましょう。詳細はチラシ等でお知らせいたします。 

 

 

 

「被爆ピアノ」コンサートに寄せて 
 

                            神戸地区宣教司牧評議会議長 三宅成典 
 ことしの神戸地区における「平和旬間」行事は、六甲教会が立案した“被爆

ピアノ”によるコンサートが採用されて、去る８月２１日(日)午後 2 時から六

甲教会主聖堂で開催された。生憎の雨天にもかかわらず３００余人の方々が被

爆ピアノの旋律にしばし耳を傾けられた。 
 ことしは広島に原爆が投下されて６６年、そして「平和の巡礼者」教皇ヨハ

ネ・パウロⅡ世が、教皇として初めて来日されてから３０年になる。教皇は４

日間の滞在中、東京・広島・長崎でミサの説教や数々の話を通してキリストの福音を告げ知らされた。

その中でひときわ日本国民の心を惹きつけた力強いメッセージが広島平和公園で訴えられた「平和アピ

ール」だった。 
 その冒頭で「戦争は人間のしわざです。戦争は人間の生命の破壊です。戦争は死です」と述べられて、 
｢過去をふり返ることは将来に対する責任を担うことです｣とくり返しくり返し述べられた。 
 これを受けて日本のｶﾄﾘｯｸ司教団は、毎年８月６日から 15 日までを「平和旬間」として、全国 
各地で行事を行っている。 
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 ことしの神戸地区は冒頭で紹介した「被爆ピアノによるコンサート」を開催した。 
 今回会場に登場した被爆ピアノは広島市内の爆心地に近い民家で爆風に飛ばされたピアノで、ピアノ

調律士矢川さんによって修復されたもので、ピアニスト林 典子さん（六甲教会信徒）によって演奏さ

れた。彼女の演奏は時には力強く、時には鎮魂を込めて聖堂内に響き渡り、会場の聴衆は６６年前に 
広島・長崎に投下された原爆によって犠牲になった方々への哀悼の気持ちを抱きな

がら、その旋律に静にそして味わうように聞き入っていた。 

会場に集った一人ひとりは、世界で唯一の被爆国日本が３月 11 日の東日本大

震災による原発事故によって二重三重の苦しみを余儀なくされている被災地の

人々に思いをはせつつ「平和の大切さ」「平和を願う」気持ちを新たにした。 
 最後に、今回の行事を企画から関わり諸準備から当日の接待奉仕に従事され

た六甲教会の信徒の皆さんに心から謝意を表します。 
 

 

 

 

神戸地区年間テーマ（平成 10年度） ～ 共同体を育て、耕そう ～ 

東ブロック 

六甲教会 
神に向かって黙して“祈り”地域に開

かれた“つながり”を実現する。 

神戸中央教会 
3 教会（下山手・灘・中山手）の信

者を親しく一つにする教会を目指

す。 

住吉教会 
ふれあい、交わり、癒される教会

を目指し、祈りにあふれたあたた

かい共同体作りに努力する。 

 
Ⅰ 育てる（取り組み）  Ⅱ 耕す（活動状況） 

六甲教会 神戸中央教会 住吉教会 
Ⅰ 
１）「7 地区 3 ブロック」を 
 ベースにした信徒の交 
 わり 

・独居老人、病者訪問の為のリ

スト作りと細やかな連絡網

（メール、Tel,Fax の整備）

作成によるサポート組織の構

築。 
・定期的な地区会の開催によ 
 る交わりの強化。 
・教会行事（納涼の夕べ、バ 

ザー等）への地区会単位で 
の参画。 
 

 

Ⅰ＆Ⅱ 
神戸中央教会は１９９５年に３

つの教会（下山手、灘、中山手）

が１つに統合されて出来た教会。

統合されて１６年が過ぎた今も、

元の３つの教会の人達が充分に

打ち解けているとは言えない状

態で、教会へ来ると元の旧教会の

人達が集まり、話をするという状

態が見られる。それぞれの信者が

教会内で知っている人は３０人

を越えないと思う。 
神戸中央教会では、議長、副議長、

監事が話し合った結果まず、足場

を固めようということになって

いる。 

Ⅰ 
 １）祈りにあふれた共同体 

づくり 
・主日ミサの前にロザリオ１環

の祈りを捧げる。 
・主日ミサ中での各種の行事（洗

礼式・初聖体・七五三 
 成人式・敬老の日・祈念祭） 
・小聖堂と聖堂は毎日 7:00～ 
  19:30 頃まで、いつでも祈る

ことが出来る。 
２）ふれあい、交わり 
・星の園幼稚園との交流 
入園式、運動会、クリスマス 
会、卒園式などでの園児たち

との交わり。 
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２）若い世代の育成 
・教会学校を通じて未信者児 

童への布教。 
・中高生のボランティア活動 
 （東日本大震災被災地への 
派遣）のサポート。 

・中高生の教区侍者練成会へ 
の参画による侍者の育成。 

・神戸地区青年部会への参画。 
 
３）信者・未信者の育成 
・年間スケジュールに基づく 
 各種霊的勉強会（キリスト教

入門、聖書の勉強など）の実

施。 
・年 3 回の「結婚準備セミナー」

の実施。 
・定期的な「典礼奉仕者の集い」

による典礼奉仕者の育成。 
Ⅱ 
・東日本大震災への被災地への

サポート活動 
① 東日本大震災義捐金・支援

金キャンペーン 
② チャリティーコンサート

の実施。 
・ボランティアグループの支援

活動（炊き出し、野宿者資金

支援、「こどもの家」資金支援、

高齢者対象の集い） 
・神戸地区（被爆ピアノコンサ

ート）、東ブロック（合同堅信式）

での積極的な参画。 

旧３教会の人達がもっともっと

親しくし、持てる特技、個性を持

ちより、教会共同体の基礎を固め

ることに重きをおいている。 
 
神様の元へ歩む道は１つ。その歩

む道を三三五五バラバラに行く

か、１つになって行くかによって

福音宣教の効果が違ってくる。労

わり合い、助け合い、励まし合い、

１つの道を心を１つにして歩む

地固めを今、神戸中央教会では少

しずつ進めようとしている。 
 
Ⅱ「おおいに語ろう会」 
毎月第４金曜日の夜７時より、老

若男女を問わず話し合い、飲む機

会も作っている。 
また何かで苦しんでいる信者が

いれば、連絡を取り合い、打てる

手は速やかに打つように努力を

している。 
 
顔も名前も知らない信者を親し

く１つにする、これが神戸中央教

会にとって、「共同体を育て、耕

そう」の１つの仕事と考えてい

る。 

・中高生の為の要理（毎月第２

土曜日）、夏季巡礼。 
・教会学校(毎月第 1・3 土曜日）

遠足、夏季キャンプ、サムエ

ルナイト(神戸中央と合同で

お泊まり会)などに多数の児

童が参加。 
・教会ホームページ管理・運営

委員会（１０人の委員を中心

に積極的な情報発信） 
Ⅱ 
・新年会（毎年Ⅰ月最終日曜日）

あらゆる年齢層の信徒が鍋を

囲んで楽しむ。 
・納涼の夕べ バーベキュー大

会（毎年７月最終日曜日）３

教会の司祭、修道者、信徒が

参加。 
・茶話会（毎月第２木曜日） 
 10:30 から昼食を挟んで自由

参加の楽しい交わり。 
・セニョール・デ・ロス・ミラ

グロス 
 （毎年１０月第３日曜日） 
 住吉で２０年の歴史を持つペ

ルー最大の聖行事。キリスト

の聖画像を掲げての行列とパ

ーティー。 
・野宿者支援炊き出し（基本的

に毎月第１土曜日）参加。 
・ふれあいバザー（毎年１０月

最終日曜日）幼稚園関係者に

も参加を呼び掛け。 
 
 
 
 
 



 12 

北ブロックの活動より 

１、７月 24日（日）に神戸地区青年の集いが三田教会で行われた。20 名の参加があり他教会との親睦

が深められた。 

２、危険個所の改修計画を進めていた、司祭館敷地の擁壁改修工事が７月下旬に終了しました。 

３、７月・８月に全３回の通夜式司会者の養成セミナーを開催。今後の通夜・葬儀のあり方について

話し合いをすることになりました。 

４、待降節の準備について、典礼委員会を中心に話し合いを始めました。 

５、ｶﾄﾘｯｸ三田墓地に教会共同墓地の設置計画について話し合っています。 

 

三田教会 TEL 079-562-4404 FAX 079-562-9404 

10 月 23 日(日）11：00～14：00 ふれあいバザー 

        29 日(土）神戸方面墓地墓参（予定） 

          30 日(日）ｶﾄﾘｯｸ三田墓地墓参 

11 月 2 日(水）19：00～ 死者の日 ミサ 

           3 日(水）西宮・三田・猪名川方面墓地墓参 

6 日(日）9：30～ 「七五三お祝」ミサ  

12 月 4 日(日）14：00～ 三田クリスマスの集い（キッピーモール６階） 

 
東ブロック定例会 議事録 

日時：2011 年 9月 11 日(日)14 時～15時 15 分 場所:：ｶﾄﾘｯｸ神戸中央教会 

出席者：六甲：片柳神父、蛭田、河野。住吉： 赤波江神父、滝川、君田 

  神戸中央：シリロ神父、福原議長、狐塚婦人会長、大竹 

報告・討議事項 
六甲 
・８月 21日(日) 被爆ピアノコンサート 

 270～280 人の参加者。献金は 47,806 円、集まり、青年会が仙台に行く時に渡す予定。 

・８月 20日(土) 納涼の夕べ 

 雨のため屋内で、地区会が分担して実施。食事や子どもたちのゲーム（教会学校の肝だめし）

等により懇親を図った。 東ブロックとして住吉、神戸中央にも案内し数名の参加があった。 

・平和旬間合同礼拝(8月７日) 近隣のプロテスタントの教会 4.5 教会と行なった。 

住吉 

・７月 31日(日) バーベキュー大会 於：住吉教会 

神戸中央、六甲の神父、神学生、信徒を招待。(10 名) 会費は 1,000 円で 

61 名参加。20才以下は無料。(30 名) 合計 100 名参加。中高生が用意などに積極的に参加した。

皆で楽しんで、皆で片付けた事がよかった。新年会とバーベキューについては地区でまわさずに

自然に行なった。 

神戸中央 
・ 神戸地区青年委員会ができ、青年レベルの交流は図られるようになった。 

・ 行事の時、呼びかけは行なっているが、3教会交流と銘打っての行事はない。 
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・ 今まで住吉と神戸中央の子供たちはサムエルナイトで交流があったが、六甲とは余り交流がな

かった。今回、中高生会のお泊り会が 3教会合同で行なわれる事になった。 

3 教会の交流について 

・大人の交流について、六甲養成委員会主催「祈りの道場」等のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを住吉、神戸中央にも呼

びかけていければ良いと思う。 

・協力宣教司牧なのだから、六甲の司祭が他の教会でミサを司式したり、その逆があったりしても

いいのではないか。 

・一緒に食事をしたら仲良くなる。（シリロ神父） 

【決定事項】 

・ 来年は東ブロック大会開催の年なので、諏訪司教のミサとお祝い会を東ブロック大会で行うこ

とになった。また、前回は子供たちが中心だったので来年は大人のためのブロック大会にして

ほしいという意見があった。 

・ 復活祭(４月８日)後に 3 教会で日程調整し、諏訪司教の連絡と大阪教区の大司教の許可をとる

件、赤波江神父に一任。日程は復活祭(４/８)後から 6月中ぐらいを目途とする。 

 
●片柳神父より、福島県の農家を支援するため、放射能の安全基準を満たした野菜を六甲の社会活

動部が仕入れて販売する事になった。住吉と神戸中央も、希望があれば、連絡して余分に仕入れ

る事が可能。社会活動部で検討してほしい。(9/18 日から毎月 1回販売) 

・ 次回の定例会は、来年 2月、第２日曜日 14時～ 住吉で開催。 

 

神戸中央教会 TEL 221-4682 FAX 221-4684   

（ミサ） 

日本語     毎日曜  9：15 

英語      毎日曜  11：15 

ポルトガル語  第１日曜 15：00 於：小聖堂 

インドネシア語 第 3日曜 15：00 於：小聖堂 

韓国語       第 3土曜 11：00 於：小聖堂 

11 月 3 日、秋の遠足 

＊西宮トラピスト修道院 聖体訪問と散策 

＊フルーツフラワーパーク(北区）昼食 

くわしくは神戸中央教会へお問い合わせ下さい。 

 
 

住吉教会 TEL 851-2756   FAX 842-3380 

10 月 16 日(日)セニョール・デ・ロス・ミラグロス 

                10：00 バイリンガルミサ  

シリロ神父・赤波江神父共同司式。   

ミサ後聖行列。15：00 懇親パーティー 

30 日(日) 9：00 ミサ後 ふれあいバザー 

11 月 6 日(日)合同祈念祭（ミサ中故人追悼） 

祈念堂前での祈り・懇親茶話会 

 
六甲教会 TEL 851-2846   FAX 851-9023 

10 月 16 日(日）ミニバザー 10：00 ミサ後 

11 月  6 日(日）チャリティーバザー 9：00 ミサ後 

   12 日(土) 祈りの集い 10:00～16:00(15:00 ミサ) 

        於：六甲学院研修所(ミサ六甲教会） 

20 日(日）ミニバザー 10：00 ミサ後  

25 日(金) テゼの祈り 於：六甲教会 

        17：00～21：00 



 14 

中ブロック協議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴蘭台教会：TEL 593-0025 ・FAX 593-2727  たかとり教会：TEL・FAX 731-8300  兵庫教会：TEL・FAX：575-5294

≪ カトリック鈴蘭台教会設立 30 周年 ≫

 9 月 18 日(日) カトリック鈴蘭台教会の小教区

設立３０周年記念

を行いました。 
当日は池長大

司教、パリミッショ

ン日本管区長の

シェガレ神父様を

東京からお招きし、記念ミサを行いました。大司教

様によりますと実際は教会が出来て３７年、司祭

館にベロー神父様が住まわれて３０年とのことで

す。一口に３０年といいますがその間ベロー神父

様の私財の御提供と故国フランスでの寄付集め

等、教会の建設維持発展に血のにじむ努力をさ

れてきました。また大司教より、現在の教会に対し

神様がどう思っ

ておられるのか

を恒に問う真摯

な心が大切だ、

というお言葉も

ありました。ミ

サ後は教会の

庭で全員の記

念写真を撮り

ました。その後パーティーに入り、飲食、会話等の

団欒を楽しみました。パーティーでは設立当時か

ら当教会に居られた方々の苦労話やベロー神父

様の懐かしい思い出等を聞きました。最後に｢ふる

さと｣「ありがとう」を全員で歌い散会しました。これ

からも信徒の素晴らしいまじわりが続きますように。     

 

 日 時 2011 年９月 11 日（日）14：00～16：00 
場 所 カトリック兵庫教会 
出席者 小田神父、たかとり、兵庫、鈴蘭台 

各教会代表 
[報告] 
① 神戸地区評議会においてのエキュメニカ

ル委員会設置の動きについて  
② 神戸地区評議会においてのブロック再編

について 
 [議題] 
① 「国際協力の日について」 

2012 年 9 月 23 日「世界難民移住移動者

の日」が国際協力デーとなったが、中ブ

ロックとしては内容を重視し、来年 7 月

から改正される外国人登録法の勉強会を

実施したい。国際協力の日の実行委員会

を立ち上げる事も視野に入れる。  
② アニセ神父の歓迎会  

 
10 月 16 日（日）兵庫教会で当日は兵庫

教会のバザーが実施される予定であり 
バザー終了後 15 時頃から３教会の有志

が参加しておこなう 
③ ワールドユースデー報告会について 

9 月 25 日（日）たかとり教会 
9 月 25 日（日）兵庫教会 
10 月 2 日（日）鈴蘭台教会で 
参加した青年 8 名が報告する。 

④ 「東日本大震災復興支援」について 
各小教区独自に募金活動を実施し 
「ENGO」プロジェクト等へ送金。 
たかとり教会では大阪シナピスの呼び

かけで福島での放射線測定の実体験を

した。 
次回  11 月 20 日（日）14；00～ 

鈴蘭台教会  
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西ブロック３教会連絡会（議事録） より 

日 時 8月 28 日(日)14:00～16:00 

場 所 垂水教会 

参加者 松浦謙神父、レクダク神父､明石･垂水･

北須磨､各教会代表者 8名・西区旧宣教拠

点担当者(連絡係り)1 名 

【議題】 

1. 旧西区宣教拠点について 

西区の現状説明 

・毎回 15～30 名がミサに参加し、お年寄りなど

はそれぞれの小教区のミサには遠いため、役

立っている 

・受洗する人もいる 

・信徒どうしのつながりが出来ている 

・会議室を祭壇にする時、神を感じる 

小教区側意見 

・高齢者の問題は教会の問題で、西区だけのこ

とではない。 

・西区への司牧的バックアップには協力できる

ことはある。 

・主日は小教区に皆が一堂に集まってのミサ（属

している教会・共同的体験）に参加する。 

・西区の宣教拠点として平日ミサを勧めたい。

また信仰講座などを開く。 

2.信徒による通夜式について 

垂水・・信徒によって司式することは評議会で承

認された。内規案については評議委員の

中にもいろいろ意見もあり、信徒にアン

ケートを取り集約中である。 

北須磨・・評議会において改訂案を 4案まで改訂

しており方向性は賛成。文章の問題（オ

ルガ二ストを無償の件）  

オルガ二ストを有償、無償何れとするか？また、負担が

大きく、オルガ二ストの養成が必要。 

 

3.共同司牧費用について 

3 教会で信徒数にて案分することに決定し、9 月

の中間決算後に 3教会財務委員にて協議する。 
 
4.クリスマスキャロル 

西神・・・12/23（金） 
垂水・・・12/22（木） 

  北須磨・・実行日を検討中 

 
 
次回、10 月 16 日（日） 明石教会：14：00～ 
 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

（司祭不在時の電話は垂水教会に転送されます） 
 

10 月 9 日（日） 評議会 ミサ後 

10 月 30 日（日）集会祭儀 

11 月 13 日（日） 七五三のミサ 

（子供と共に捧げるミサ） 

11 月 20 日（日）ミニ・バザー 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144・FAX 23-3664 

 

10月9日(日) 評議会 
11月2日(水) 死者の日 
11月6日(日) 墓地訪問 
11月27日(日) 待降節第1主日 
      合同クリスマス志築キリスト教会 
      14:00～16:00 
 
 日曜学校 毎週日曜日 ミサ後 

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 

10 月 9日(日) 壮年会総会 

10 月 30 日(日)  信徒総会 

11 月 5 日(土)  死者ミサ 9;30～ ミサ後墓参 

11 月 27 日(日) 大掃除 馬小屋設置 

12 月 4 日(日)   待降節黙想会 

         指導司祭小田武彦神父様 

 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 
10 月  2 日(日)  評議会 9：00～ 
10 月  9 日(日) 教会バザー 11：30～ 
11 月  6 日(日) 合同墓参 14:00 舞子墓園 
11 月 13 日(日)  評議会 9：00～ 
                七五三のミサ 10：30～ 
11 月 20 日(日) ふれあいサンデー 
11 月 27 日(日)  共同回心式（ミサ後） 
 

 
西ブロック内のミサ 
 

聖ビンセンシオの愛徳姉妹会 

月～金曜 6:45／土曜 7:00／日曜 7:30 

 

西区民センター 第２日曜日 14:00 
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《神戸地区の活動情報》 

 

エキュメニカル活動 

神戸バイブルハウス 

① ふれ愛バザー11月 19 日(土)11：00～15:00 

② キリスト教の世界シリーズ第 8年度第 2学期 

10 月 1(土)～11 月 12 日(土)毎週土曜日 

14：00～15：30 

会場：神戸バイブルハウス 

受講料：一般 1,300 円(ＫＢＨ友の会会員 1,000 円） 

    7回通期 6,000円(       〃  5,000 円) 

③ 「織田義郎ジグレー版画、版画・原画展」 

10 月 25 日(火)～11 月 5日(土)11：00～17：00 

10 月 29 日(土)サイン会 

10 月 30 日（日）午後のみ開館 

④ 秋季聖書特別展示「聖書アート展」 

11 月 21 日(月)～26 日（土） 

 

神戸市民クリスマス 12 月 16 日（金） 
  会場：日本基督教団神戸栄光教会 
 
「被災地にとどけ、心の歌声～テゼの祈りを神戸から」 

11 月 25 日(金)19:00～カトリック六甲教会にて。 
詳細は別紙

東日本被災地支援チャリティーコンサート 
♬ いのりの花束 ♬ 

10 月 29 日（土）14：00 開演（13：30 開場） 

会場：カトリック神戸中央教会主聖堂 

全 席 自 由  2,000 円（当日支払） 

中高生 1,500円 小学生以下無料 バギー歓迎 

主催 同コンサート「いのりの花束」実行委員会  

☎078-851-6694 

兵庫・生と死を考える会 10 月 11 月予定 

①日 時：10 月 16 日(日）13：30～15：00 

行 事：月例会 

テーマ：「大切な人を亡くすということ」 

講 師：髙木慶子(上智大学グリーフケア研究所 

所長・本会会長） 

②日 時：11 月 20 日(日）13：30～15：00 

行 事：月例会 

テーマ：「人のつながりの大切さ」 

講 師：松村信也（ｶﾄﾘｯｸ六甲教会主任司祭） 

上記の参加費：一般・700 円 会員・500 円 

〃  会 場：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会 

〃  事前の申込みは不要です。  

神戸事務所(事務所は火・水・金の 10～16 時) 

TEL＆FAX : ０７８－８０５－５３０６ 

E・mail :  seitoshi@portnet.ne.jp 

 

セント・ポール神戸 （聖パウロ書院） 
神戸市中央区加納町 4-10-24＜木曜定休＞ 
TEL：393-7755・FAX：393-7756 
信仰講座の予定は現在ありません。(閉店時間 18時） 

☆祈りの集い 
   毎週火曜 13：30～15：30 どなたでも 担当：信徒 

☆ミニ聖書深読会 
   第３水曜 10：30～12：00 どなたでも 担当：信徒 

☆グレゴリオ聖歌を歌う会 
    第２・４月曜 18：30～20：30 入会資格：男性 

    入会金：2000 円 会費：2000 円・月 
    担当：神戸グレゴリアンチャントの会 

 

 
ｶﾄﾘｯｸ神戸地区だより つながり 編集後記 

今回発行 45号より新地区長片柳神父

様のご指導により、巻頭特集の充実並び

に霊的内容の充実推進を図り、より多く

の方々にお読みいただけるように努力い

たします。どうぞ今後の『つながり』に

ご期待ください。（Y.N.） 

発行日 
号 数 
発 行 
発行責任者 
編 集 
ホームページ 

2011 年 10 月 2 日 
Vol.2   No.45 
ｶﾄﾘｯｸ大阪大司教区神戸地区評議会 
片 柳 弘 史 神 父 
神戸地区評議会広報委員会 
http://www.pure.ne.jp/~cathkobe// 




