
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 年 2 月号 47 号 

年頭のごあいさつ  

幸 せ の 条 件 
神戸地区長・片柳弘史 

2012 年の元日、神戸市役所の隣で行われている越冬炊き出しに参加

しながら「人間が幸せになるために、本当に必要なものはなんなのか」

と考えていました。 

 噴水の縁に腰かけ、暖かな日差しを浴びながら食べた炊き出しの雑

炊は本当においしくて、体の底から喜びや生きる力が湧き上がってく

るのを感じました。「一椀の質素な雑炊で、人はこんなに大きな幸せを

感じられるのか」というのがその時に感じたことです。人が幸せに生

きるために、実はそれほどたくさんの物や贅沢な暮らしは必要ないの

かもしれません。 

 一方で痛切に感じたのは、野宿者の方々が抱えている孤独の深刻さで

す。家族との連絡も取れず、亡くなれば行路病死者としていわゆる「無

縁死」扱いされてしまうような状況に置かれた彼らの表情や後姿からは、

計り知れないほど深い孤独がにじみ出ているように感じました。人間が幸

せに生きていくためには、誰かから大切にされ、受け入れられる場所、孤

独を感じることなく安心して過ごせる自分の居場所がどうしても必要なの

です。 

 昨年 3 月カルカッタを訪れたときマザー・テレサの後継者として「神の愛の宣教者会」総長を務めている Sr.プ

レマが次のように言っていたのが思い出されます。 

「日本は、今回の大震災でこれまでのように豊かな国ではなくなるかもしれません。ですが、安心してください。

幸せになるために、それほどたくさんの物は必要ないのです。」必要以上の物を手に入れ、それによって自分が何者

かであるように思いこもうとすること、心の空虚さを満たそうと

する際限のない欲望の追及は、決して人を幸せにしません。むし

ろ大切なのは、神様とのつながりの中に、そして家族や友人、共

同体の仲間たちとのつながりの中に自分の居場所を見つけるこ

と。神様が与えて下さった使命を見出し、この世界に自分の居場

所を見つけ出すことでしょう。 

 原子力発電所を存続するのかという議論の中で、電力に依存し
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た生活の見直しが訴えられていますが、その根幹をなす清貧の教えにもう一度耳を傾ける必要があると思います。

私たちが生きていくために本当に必要なのは、ありあまるほどの電力ではなく、社会の中に居場所を見つけ、神と

の、そして人々とのつながりの中で心の底から満たされていくことなのです。自分自身の生き方もしっかり見直し

ながら、今年はこのことを強く訴えかけていきたいと思います。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

「ピンチ」こそ「チャンス」! 
～シンポジウム・地方の教会から見た福音宣教～ 

カトリック大阪梅田教会(サクラ・ファミリ

ア)で開催される修道会・宣教会フォーラムのシ

ンポジウムで、我らが神戸地区の仲間、山野真

美子さんと Sr.渡辺かをるが司教様方と並んで

地方教会での福音宣教について話すというので

聞きに行ってきた。修道会・宣教会フォーラム

というのは聞きなれない名前だが、修道会や宣

教会の総長や管区長様方、そして司教様方が年

に一度集まって日本での福音宣教について考え

る集いである。 

 少し遅れて記者が会場に入ると、ちょうど山

野さんが話し始めたところだった。阪神・淡路

大震災以降、神戸中央教会にあるカトリック社会活動センターの責任者として福音宣教の最前線を走り続けている

山野さんは、今回のシンポジウムにまさにうってつけの人物だと言っていい。阪神・淡路大震災の当時、「教会がつ

ぶれて、本当の教会が見えてきた」とよく言われていたが、山野さんも震災をきっかけに新しい人生を見つけ出し

たという。「震災がなければハウス・キーピングが好きな主婦のままだっただろう」と述懐しておられた。戸惑いな

がらも新生計画を推進し、ようやく教会が安定してきた最近では、教会自体が自分たちを縛る「枠」になってしま

うのを懸念しているということだった。建物の維持管理ばかりに気をとられて守りの姿勢になりがちだというのだ。

「枠は必要だが、そのために死んでしまっては仕方がない」という言葉が印象的だった。「建物が建って、本当の教

会が見えにくくなってきた」ということだろう。 

 Sr.渡辺かをるは、さいたま教区と大阪教区での 20年以上にわたる共同宣教司牧の体験を話してくださった。第

二バチカン公会議直後の 1972 年から共同宣教司牧に携わっていたというから驚く。司祭たちと協力して教区内の

家々を周り、教会共同体の土台となる「基礎共同体」作りに奮闘した体験。三田教会に移ってからはニュータウン

のお母さんたちのための小さな家庭集会や入門クラスをあちこちで行い、地道な福音宣教を続けてきた体験など、

どれも重みのある貴重な話ばかりだった。実際、評議会議長を始め今の三田教会を担っているは、そのようにして

Sr.渡辺が何年もかけて育ててきた人たちだ。最後に、「このわたしの小さな体験が、皆さんのお役に立つことを願

います」と締めくくったのがとても感動的だった。20年以上にわたる地道な実践を「小さな体験」と呼ぶシスター

の謙遜さにも学びたい。 

 今、地方の教会が置かれている現実には、将来への楽観をまったくゆるさないほどの厳しさがあるように感じる。

そんな中にあって、今回のシンポジウムは福音宣教という大目標に向かって新たに歩みだすための知恵と力を与え

てくれた。「ピンチこそチャンス」というシンポジウムのまとめの言葉をしっかり胸に刻んで、明日からの福音宣教

に臨みたい。                                   (「つながり」編集部) 
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神戸地区エキュメニズム勉強会 

 
神戸地区長・片柳弘史 

 

 神戸地区養成委員会主催のエキュメニズム勉強会で、講師を依頼された。カトリック教会で受洗する以前、

プロテスタント教会に通っていたこともある私としては、エキュメニズムにかける思いを語るちょうどいい機

会だったので喜んでお引き受けした。 

 担当者から、エキュメニズムをどうしたら日々の生活の中で実践できるのかについても話してほしいと言わ

れて、その観点から教会の諸文書を読み直してみた。驚いたのは、どの文書もエキュメニズムの出発点を回心

においていることだ。例えばヨハネ・パウロ二世は回勅『キリスト者の一致』の中で、わたしたち自身が罪び

とであることを認め、謙遜さのうちに「物事を平静に澄んだ目で正直に見ること」がエキュメニズムの条件で

あり、「敵愾心を持つものは姿を消さなければなりません」と述べている。お互いがそのような姿勢で対話を

続け、諸教会の兄弟姉妹たちと共に神の前に跪くとき、一致への道が示されるだろうというのだ。 

 つまり、わたしたち一人一人がイエスの教えを忠実に守り、謙遜になることこそがエキュメニズムの第一歩

だということだ。仮にカトリック教会がどれほど正しかったとしても、それはカトリック教会に属するわたし

たちが正しいということを意味していない。むしろ、自分のようなとるに足りない罪びとが聖なる教会に招か

れたことを感謝し、どこまでも遜ることこそふさわしい態度だろう。もしカトリック信者であることを誇って

他教会の人々を見下したような態度をとる人がいれば、その瞬間にその人はよいカトリック信者ではなくなり、

誇る根拠を失ってしまう。 

 謙遜な態度でプロテスタント諸教会の人々と出会うとき、そこから受ける恵みは計り知れない。わたし自身

は、プロテスタントの牧師先生の話を聞いたり、彼らの書いた本を読んだりするたびごとに新しい発見をし、

魂を揺さぶられる。おそらく相手側も似たような体験をしているのではないだろうか。それぞれがお互いを通

して神の恵みの広がりと深さを知るとき、わたしたちはそろって神の前に跪く以外になくなる。そのようにし

て、謙遜さのうちに心を 1 つにして

祈り続けるうちに、必ず次の一歩が

示されるに違いない。 

 教会一致への道のりは長く困難な

ものに間違いないが、もはや引き返

すことはできない。「わたしがあなた

がたを愛したように、互いに愛し合

いなさい。互いに愛し合うならば、

それによってあなたがわたしの弟子

であることを、皆が知るようになる」

(ヨハネ 13:34-35)というイエスの言

葉をしっかり胸に刻んで、この道を

歩み続けたいと思う。 
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2012 年１月度「神戸地区宣教司牧評議会」議事録 
  
1.日時：１月 8 日（日）14：00～16：15  場所：カトリック兵庫教会 
出席者：片柳地区長、松浦神父、小田神父、ブラッドリー神父、シスター木梨、三宅議長、岩佐副議長、 

滝川副議長、各小教区代表者 23 名、各専門委員会 4 名、－粒会 1 名、エキュメニカル 1 名、  
（欠席）シリロ神父 

2.片柳地区長から地区評議会への挨拶 
・池長大司教の 2012 年教区新生の日メッセージ（カトリック時報 2012 年 1 月号） 
 東日本大震災は日本の教会、日本の社会全体に新生を求めています。 

（原発の廃止、欲望の生活を見直し、清貧の中での自然との共存） 
・大阪教区司祭評議会の報告 
 大阪教区年間予定表の確定、墓地の管理、集会所の呼称変更、外国人司牧の管理責任、青少年教育、ブロッ    
クの再編、原発の廃止、管区大船渡ベースの開所等。 

・神戸地区司祭・修道者の集いの報告。ブロックの再編の話合（北ブロックの強化）が進行中。 
3.議題 
 Ａ審議事項「ブロックの見直し」 
  三田教会：信仰を求めた訪問者が平日に来るが応じられていない現状である。宣教については、三田教      

会は 5 地区に分けて、家庭集会・分ち合いを行っている。 
  西ブロック：北ブロックへの宣教強化について 4 教会で話合っていく。 
  洲本教会：2 月から西ブロックの集まりに参加し改革していく。 
  松浦神父：アフリカではスモールクリスチャンコミュニティ（小共同体）づくりに力を入れている。リー  

ダーが地域の集まりをまとめ、司祭はあちこちでミサを行い、小共同体の信者が家庭集会等の 
       活動を地道にやっていくことが宣教の力になる。 
  六甲教会：六甲から北ブロックへ信者を派遣するのは難しい。 
  小田神父：主日のミサの時間をずらして司祭が動けるようにする。 
  三宅議長：次回までに各ブロック、各小教区は北ブロックに対して何が出来るのかの検討を求む。 
 Ｂ提案事項. 
  ①「神戸地区教会学校合同キャンプの開催」について（片柳地区長） 
   趣旨説明・神戸地区として、いくつかの教会学校で合同キャンプを行い、福島の子供達を招待する。 
   青年委員会（橋本）から神戸地区評の賛同が得られれば各小教区の教会学校の担当者に連絡をとり実行    

委員会をつくり、青年委員会が支援する。実施内容についてはこれから早急に検討。 
   日時は 8 月 3 日（金）～5 日（日）、参加者は福島の子供達 50～60 名、母親、神戸地区の子供達を含   

め約 200 名,費用については完全招待でいくかどうかを検討。各小教区の協力を強く願う。 
  ※ 説明後、地区評議会は本件開催並びに青年委員会の支援を承認した。 

※ 趣旨については、カトリック新聞 1 月 29 日号の意見欄に掲載された片柳地区長の投稿を参照のこと。 
 Ｃ報告事項 
  ①ブロック活動を中心とした報告（「つながり」12 月号報告以降分） 
   西ブロック：信徒による通夜司式の研修会の第２回目が１月７日に開催。明石・垂水・北須磨３教会共  

通の規約も出来ている。後２回の研修後４月から通夜は信徒で行う。 
中ブロック：第 1 回入管法勉強会 2 月 11 日 14：00～たかとり教会。第 2 回入管法勉強会 3 月 25 日 



 6 

14：00～兵庫教会。阪神淡路大震災祈祷会 1 月 17 日（火）5：30～たかとり教会 
北ブロック：なし 

   東ブロック：諏訪司教司式の合同ミサ 2 月 19 日神戸中央教会 
  ②「被災地にとどけ、心の歌声～テゼの祈りを神戸から」（片柳地区長） 
   ・11 月 25 日開催。５教派 370 人以上の参加。東日本大震災支援のための堂内献金が 30 万円集まった。 
    （市民クリスマスの献金と合わせて超教派青年の集いの若者が被災地に直接届ける） 
   ・青年委員会（橋本） 
    テゼの祈りや市民クリスマスを通して超教派の青年達のつながりを持った。 
４．各委員会報告 

①養成委員会（藤原） 

・ エキュメニズム勉強会：1月 21日（土）13：30～神戸中央教会 

・ シルバー信徒使徒職養成コース：1月 15日までに FAXあるいはメールで申込み｡  

・ アジアにおけるカトリックの講演会：インドネシア、ハルノコ神父（淳心会）7月 16日予定。 

② 社会活動委員会（中村） 

・クリスマスチャリティコンサート：12月 3日開催、入場者 200 名。堂内献金(活動支援センター夜回りの会   

へ 127,000 円、ガイガーカウンターへ27,000 円支援）。脱原発署名に 43名集まる。 

・静修会：2月 25日 11：30～明石教会 指導：松浦謙神父。締切り：2月 19日小教区でまとめて事務局まで。 

・シナピス学習会に向けての事前学習会：２月５日たかとり教会(ＰＯ法人「円ブリオ基金センター」について)  

・ 神戸社会活動センター越年越冬支援活動 （12月 28日～1月 5日） 

炊き出し 1868名、ボランティア 495 名、生活相談 81名、医療相談 67名、散髪 60名の参加があった。 

③ 広報委員会（中村） 

  ・１月６日委員会開催した。2月 5日「つながり 47号」発行予定 

  ・新しいホームページが 12月に完成した。新アドレス： http://catholic-kobe.org/ 

    ④ 青年委員会（橋本） 

  ・テゼの祈りと市民クリスマスに参加。 

  ・12 月 18 日：南三陸町で被災し、現在ハグハウスで働いている人の話を聞いた。 

     ※ 養成委員会・社会活動委員会から、担当司祭を派遣してほしいとの意見があった。 

    片柳地区長：まもなく来年度司祭人事異動が発表される。その後、司祭の集いで話し合ってみる。全ての     

委員会に担当司祭がいたほうがよい。緊急を要するのであれば仮の担当司祭を検討する。 

５．その他 

  ① エキュメニカル（黒田）：「キリスト教一致祈祷週間パンフレット」のご送付について 

   テーマ「わたしたちは皆、主イエス・キリストの勝利によって変えられます」 

   1 月 14 日(土）14：00～バイブルハウス/1月 22 日(日）14：00～カトリック阿倍野教会 

   今年はポーランドの宗教団体がプログラム作成。神戸地区開催７回目。例年 40～50 名参加。 

② ジャパンチェンバークワイヤーコンサート（三宅議長） 

１月９日開催、まだチケット有り、収益は大船渡プロジェクトに寄付の予定 

今後の予定 

・ 地区評議会次回 3月 4日（日）14：00～鈴蘭台教会 

・ 地区評役員会 2月 25日（土）10：00～六甲教会 
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神戸地区社会活動委員会 2 月・3 月活動予定  

☆ ミニ学習会 ２月５日(日)14：00～15：00 たかとり教会 

～赤ちゃんを“一円”で救おう！～NPO 法人「円ブリオ基金センター」 

３月のシナピス学習会に向けての事前学習です。 

 

☆ 第６回定例会 ２月５日(日)15：00～16：00 たかとり教会 

 

☆ 静修会    ２月２５日(土) 11：30～16：00 明石教会 

          テーマ ：「つながってますか？」 

          指導司祭：松浦謙神父 

          申込み ：社活事務局まで（TEL/FAX 078-221-4733） 

          締切日 ：２月１９日(日) 

＊ 昼食を各自持参してください。 ＊どなたでも参加できます。 

 

☆ シナピス学習会 ３月１８日(日) 午後１時～４時 垂水教会 

          テーマ：「いのちをつなぐ」 

           なぜ、｢こうのとりのゆりかご（赤ちゃんポスト）｣をつくったか？ 

          講 師：蓮田太二さん（医療法人聖粒会慈恵病院理事長） 

              田尻由貴子さん（同病院 看護部長） 

          入 場：無料  

          主 催：社会活動委員会・垂水教会 

          共 催：大阪大司教区社会活動センターシナピス 

＊ 公共の交通機関をご利用ください。 

 

☆ 第６回運営委員会（予定）３月２２日(木)14：00～ 神戸中央教会第５活動室 

 

神戸地区養成委員会 

1．エキュメニズムの勉強会 

  1 月 21 日（土）神戸中央教会で片柳神父による標記勉強会が行われました。 

  参加者は神戸地区宣教司牧評議会のメンバーを中心に 40 名弱の参加者でした。講師の片柳神父は

ローマカトリック教会の立場からキリスト教会の一致運動について現状と世界のキリスト教会に

ついて解説された。信仰の根源に関わる大変難解な問題を言葉を選びつつ解説され、我々の実践に

ついて次のように示唆された。「第一にカトリック信者自身の回心が必要である。妥協ではなく謙

遜によって他者の信仰を裁いてはならない。真のキリスト者でなければならない。第二に共に祈る

中に喜びを味わうなら、隔ての壁はなくなる。第三にその結果として対話によって真理を見出すこ

とができる。」と話されました。 

 

 

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 
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２．シルバー使徒職養成コース 

  2 月に行われるシルバー使徒職養成コースへの参加申込者は 58 名になりました。多数の応募有難

うございました。 

 

３．「アジアの教会シリーズⅡ」 

  7 月 16 日(月）海の日に神戸中央教会で、インドネシアの教会を紹介して頂きます。ご期待下さい。 

 

神戸地区広報委員会 
１．12 月３日(土)11：00～16：00 六甲教会にてつながり 46 号印刷・次号(47 号)打合せを実施 
① つながり 46 号・12 頁 1700 部 及び、クリスマスと新年のミサ案内・2 頁 2000 枚を印刷 

(12 月４日発行実施) 
②2 月発行「つながり 47 号」を 2 月５日(日)に発行する。定例編集会議は１月６日(金)に実施する。 

 
２．１月６日(金)14：00～16：00 六甲教会にて定例会議を実施し下記を検討・確認した。 
①2011 年度予算対実績の確認と 2012 年度予算申請内容の検討実施 
②つながり 47 号（2 月５日発行）の編集内容の打合せ 

  ・新年特集号(年頭のご挨拶、社会活動記事)・霊的関連頁記事・評議会議事録等について打合せた。 
 ③新つながりホームページについて 

・ 新ホームページが予定通り 12 月に完成、新アドレスは http://catholic.kobe.org 
・ 新ホームページは今後宣教のため使用していく。そのためのコンテンツの充実を図る。 
・ 新ホームページに共同宣教司牧聖職者の写真・紹介等を掲載する。 

 
神戸地区青年委員会 
2011 年は、青年委員会としてスタートし、バーベキュー大会・スポーツ大会と楽しく集まる会をした

り、原発についての分かち合い・被災地に向けてのテゼの祈りなどの活動をいたしました。 
2012 年は、更に青年が集まれるような様々な活動を皆で考えていきたいと思いますので、どうぞ宜し

くお願いします。 
２月以降の予定は１月２９日（日）の会議で決定する予定です。 
 
  
  今後の予定 

・社会活動委員会 ２月５日（日）１４：００～たかとり教会 

  ・広報委員会     ２月４日（土）１１：００～住吉教会 

  ・養成委員会     ２月４日（土）１６：００～神戸中央教会 

  ・青年委員会     ２月、日時未定 
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三田教会 TEL 079-562-4404  FAX 079-562-9404   

2 月 5 日（日） ミサ後、第 3回交流会 

  22 日（水） 19：00 灰の水曜日ミサ 

  26 日（日） ミサ中、「灰の儀式」 

3 月 2 日（金） 10：00 世界祈祷日 （於：日本基督教団篠山教会） 

  11 日（日）  9：30 四旬節黙想会 指導司祭：パスカル神父様 

25 日（日） ミサ後、ゆるしの秘跡 

 

東ブロックを考える会 

期間中、「東ブロックを考える会」は開催されておりません。次回予定 2月 12 日(日) 於：住吉教会 

 

神戸中央教会 TEL 078-221-4682  FAX 078-221-4584 

（ミサ） 

日本語   毎日曜     9：15  

英 語   毎日曜    11：15   

ポルトガル語   第一日曜 15：00 於：小聖堂 

インドネシア語 第三日曜 15：00 於：小聖堂 

韓国語     第三土曜 11：00 於：小聖堂 

神戸地区シルバー信徒使徒職養成コース 

 －これからの生涯をどう生きるか－ 

日時：2月 4日(土）2月 18日(土）2月 25日(土） 

いずれも午後１時～４時 

場所：神戸中央教会 集会室 

 

六甲教会 TEL 078-851-2846  FAX 078-851-9023 

★ 第 20 回結婚準備セミナー 

2 月 5 日/12日/19 日/26 日(計 4 回で 1コース) 

いずれも日曜日。14：00～ 

詳細は教会事務所へお問い合わせ下さい。 

   19 日(日) 10：00 ミサ後、ふれあい広場 

 

住吉教会 TEL 078-851-2756    FAX 078-842-3380 

「聖パウロ三木」を保護聖人とする住吉教会では、日

本 26聖人列聖 150 年記念の年に当たる今年、さまざ

まな取り組みをしてゆきます。 

1 月 29 日（日）主日ミサ後赤波江神父講話「殉教者の

霊性に学ぶ。－信仰刷新―」 

2月 5 日（日）日本 26聖人列聖 150 年記念ミサ  

ミサ後聖劇上演 

9日(木）茶話会 10:30 

18 日(土）諏訪司教様叙階祝賀会  17:00 
19 日(日）「祝・使徒ヨハネ諏訪榮治郎司教歓迎ミサ」 

於：神戸中央教会 11:15 

22 日(水）灰の水曜日ミサ 19:00 

3 月 8 日(木）茶話会 10:30 

    11 日(日) 救急救命訓練 11:00～14:00 

     25 日(日) 四旬節黙想会 

        指導司祭：ルカ・ホルスティンク神父 

（フランシスコ会）  

北ブロックの活動 

１ 1 月 1 日、｢新年ミサ｣の中で、新成人 4名が神父様から祝福されました。ミサ後、新成人を囲み「成人

のお祝い」と「新年あいさつ会」を行いました。 

２ 今年、三田教会創立 60 周年にあたり、記念行事について話し合い、献堂 60 周年記念ミサを 5月 13 日

（日）に行なうことに決まりました。 

３ 2012 年度小教区年間行事計画を決めました。 

４ 今年度で任期切れや欠員となる評議員の選出について、委員会などで話し合っています。 

５ 四旬節の取り組みについて、典礼委員会を中心に準備を進めています。 
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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 

―― １・１７ 追悼と新生の祈り ―― 

 

日 時 2012 年 1月 15 日（日）14：00～ 

場 所 カトリックたかとり教会 

参加者 アニセ神父、小田神父 

    各教会代表者 8名 

【議題】 

1. 各小教区信徒総会日程調整 

鈴蘭台 6月 10 日、たかとり 6月 17 日、 

兵庫 6月 24 日 

2. 教会年間予定表について 

別紙「中ブロック週ごとの予定表」 

3. 入管法勉強会について 

・2月 11 日たかとり ・3月 25 日兵庫  

いずれも 14：00～ 

4. ブロック再検討について 

・兵庫県域全体として考え，再編成する必

要がある。（沿岸部、内陸部、日本海側） 

・各小教区においてどのような信徒がいる

か現状を把握する。 

 ・信徒の比較的少ない地域に神父を派遣す

る。 

今後継続して情報収集し上部役員へ報告。 

5 夏休み 8 月 4・5・6 日の神戸地区合同キ

 
ャンプについて 

 社会活動委員会、日曜学校が支援して具

体策を決めてゆく。 

 神戸地区11教会としての行事となるの

で今後連携しての取り組となる。  

（確認事項報告） 

＊2月以降の司祭のシフトについて 

別紙「神戸中ブロック 主日ミサ（2012

年 2月～4月）」のとおり承認された。 

（神父様より） 

アニセ神父  

＊通夜・葬儀ミサについて各小教区が現在

どのように取り組んでいるか報告願いま

す。（次回中ブロック協議会まで） 

小田神父  

＊鈴蘭台小教区へ 2012年度予算案を1月

末までに報告してください。 

 （事業計画 特に高額支出について） 

＊小教区間での週報を共有化してほしい。 

 

次回 2012 年 3月 18 日〔日〕 

兵庫教会 14：00～ 

 阪神淡路大震災から 17 年。駐日バチカン教皇

大使、仙台教区平賀司教、修道会管区長の

方々を迎え、今年も約 150 名がたかとり教会聖

堂で祈りの時をもった。祭壇には、十字架と位牌

が並び、聖歌、聖書朗読の後、午前 5 時 46 分僧

侶の吹くホラ貝の音を合図に黙祷、般若心経の

読経の中、祭壇前で焼香をし、1998 年 1 月 17
日、震災を生きる宗教者有志によって出された

「いのりのメッセージ」を皆で再確認した。神田神

父は「17 年という大きな節目は忘れるためではな

く忘れないためのものであり、東北の方々とよりそ

って心をつないで復興への道を歩みたい」と語

り、又、教皇大使から次のようなメッセージを頂い

た。 
 『私たちは今、阪神淡路・東北大震災の犠牲者

のために祈るために集まった。人生の出会いの

中には、神からのたまものとして喜び称賛するこ

とがある。多くの人に苦しみをもたらすつらい出

来事もある。だが神のご存じないことは何もない。

すべて沈黙のうちに神のみ手の中でおこる。人

生の中でおこることは人の理解を養い成熟させ

る。思いやり・助け合いは天から与えられる祈りで

ある。キリストの姿は、兄弟の思いやりのシンボル

で協働のために私たちを招く。人間らしい思いや

りのある社会を築けるよう神に願おう。 
最後に教皇ベネディクト 16 世の言葉を伝えた

い。“私たちの絆を再発見すること。他者と神との

絆に気付くこと。神は私たち全てを受け入れ限り

ない愛をそそいでくださる。神よわたしたちをい

つくしみたまえ。”』 
 祈りの後、食堂で用意されたトン汁を頂きから

だと心を温めあった。 
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西ブロック３教会連絡会（議事録） より 
 

 日 時 12月 18 日(日)14:00～16:00 

場 所 北須磨教会 

参加者 松浦謙神父、明石･垂水･北須磨､各教会評

議会代表者 5名 

【議題】 

1.ブロック制についての意見交換 

司教区が示すブロック制の基本的目的は福音宣

教であるが、その目的が果たされているかどうか、

ブロック制が十分機能してきたかどうか等につい

て意見が交わされた。 

・明石、三木、三田など広範囲の地域について、

見落とされている地域や、関わりの希薄な地域

があり、それらの地域について考えなければい

けないのではないか。 

・六甲山の南側と北側では教会の数も司牧の状

況も異なり、南側は比較的恵まれている。北側

にもっと力を入れるべきではないか。 

・教会を長期離れている信徒や、新しく教会に

来られた方への対応について、手法や仕組みは

教会によって異なるが、互いにより丁寧な対応

を検討していきたい。 

・西区の旧宣教拠点は、3 教会共通の宣教活動

の場として、ブロック制が生かされた事例の一

つだと言ええよう。またここは、現時点におい

て重要な宣教拠点なので、“旧”宣教拠点とい

う呼称はやめて現宣教拠点として考えるべき。 

 

・これまで西区旧宣教拠点で持たれていた月 1 回の主日

のミサは、今後小教区のミサに移行され、小教区の一

致をより深めていく方向であるが、平日のミサや集会

祭儀、地区集会などは、今後積極的に取り入れていく

べき。また、今後の活動や運営についてより具体的な

話し合いが必要であり、次回 2 月の 3 教会連絡会議に

関係者を 3教会全体から招いて意見交換をはかりたい。 

・洲本教会は、同ブロックであるが距離的な問題で疎遠

になりがちであり、今後親密な交流やコンタクトを取

っていきたい。3教会連絡会議に洲本教会も参加頂ける

か意見を伺いたい。現在司祭の交流は行われており、

ミサ司式のローテンションなどについても検討中であ

る。また、洲本は文化的、風土的には、むしろ四国に

近いという意見もある。 

・3教会全体で地区、家庭集会等をより充実させるべき。 

2.信徒による通夜式について 

・審議してきた「内規案」は 3 教会評議会を経て承認さ

れた。但し垂水教会では通夜奉仕者への個人的謝礼を

なしとする項目（第 6条 2）に関し、オルガニストとの

話し合いが必要である。 

・信徒による通夜式が今後実施されていく中で、通夜式

の現状について年 1～2回程度の情報交換の場が必要。 

3.カトリック神戸地区大会について 

 2013年6月開催予定のカトリック神戸地区大会の担当が

西ブロックであるため、正副委員長、各小教区代表者の人

選を 2012 年 2 月までに決定する必要がある。 

 

次回 2 月 19 日(日) 垂水教会 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） 
 
2 月 12 日(日) 評議会  
2 月 19 日(日) フリーカフェきたすま(ミサ後) 
2 月 22 日(水) 灰の水曜日 ミサ 20:00～ 
3 月 11 日(日) 評議会 

3 月 18 日(日)  四旬節黙想会・回心式 
          指導司祭:小田 武彦神父様 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144・FAX 23-3664 

 
２月２２日(水) 灰の水曜日 ミサ 19：30～ 
２月２６日(日) 入国管理法説明会(日本語・英語) 
          11：30～ シナピス委員による説明会 
3月4日(日) 回心式 松浦 謙神父様 

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 

2 月 22 日(水) 灰の水曜日 19:30～ 
2 月 25 日(土) 静修会 11:30～16:00 
        講話:松浦 謙神父様 
2 月 26 日(日) 四旬節黙想会 
      指導司祭:淳心会ダニエル神父様 
 

 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 

 
2 月 12 日(日) 評議会 9：00～ 

 2 月 19 日(日) 3 教会連絡会 14：00～ 
 3 月 11 日(日)  評議会 9：00～ 
 
 

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 活 動 情 報 
 

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 
   閉店時刻 18：00 

信仰講座の予定は現在ありません。 
 
  ★ 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 
 

《エキュメニカル 活 動 》 

クリスチャンセンター神戸バイブルハウス 

 

● 第 55 回聖書セミナー「聖書を読む」  

  講師：水野隆一  （関西学院大学教授）    

2 月 2 日（木）14:00～16:00  ルツ記   

 2 月 10 日(金）14:00～16:00  ヨナ書 

●「小さくされた人々のための福音」    

講師： 本田哲郎司祭   

  2 月 17 日(金）10:00  受講料 1000円 

3 月 16 日(金）10:00  受講料 1000 円 

● 特別企画「キリスト教の世界シリーズ」 

「聖書と災害①」2月 18 日(土)14:00～15:30 

「聖書と災害②」3月 17 日(土)14:00～15:30 

● ミニバザー（神戸バイブルハウス友の会主催） 

  3月 24 日(土）11:00～15：00 

兵庫・生と死を考える会 2 月～3 月予定 

①日 時：2月 19 日(日）13：30～15：00 

行 事：月例会 

テーマ：「絆(きずな)」 

講 師：冨永純男 

（本会副会長・神鋼病院元理事長、元院長）  

 

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 

 

②日 時：3月 18 日(日）13：30～15：00 

行 事：月例会 

テーマ：「逆境に生きる！パウロの手紙に見る 

     “脳の仕組み”の不思議」 

講 師：大井静雄(聖トマス大学教授・ドイツ・ 

ハノーバ国際神経科学研究所教授（兼任）） 

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。  

 

カトリック神戸地区だより つながり 

発 行 日 2012 年 2 月 5 日 
号   数 Vol.2  No.4７ 
発    行 カトリック神戸地区宣教司牧評議会 

発行責任者 片 柳  弘 史  神 父 
編    集 神戸地区宣教司牧評議会広報委員会 

編集後記 

“つながり 45 号”(昨年 10 月)から掲載内容の充実、

また、昨年 12 月から“つながりホームページ”の

完全リニューアルを図ってまいりましたが、読者の

皆様のご感想・お気づきの点等があれば、小教区・

地区広報代表者経由でつながり編集部宛ご意見を

お聞かせください。           （Y.N.） 
ホームページ http://www.catholic-kobe.org 

 




