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祈りの宝箱  

聖書を用いて祈る 

松浦 謙 神父 

祈りは神様にわたしたちの思いや心を注ぎだすことです。人との関わりを考えて

みてもわかりますが、対話、コミュニケーション、心の交流は一方通行ではありま

せん。互いに聴きあい、語り合います。相手のことばに耳を傾け、またそれに対し

てわたしが答えるのです。いつくしみ深い神様のわたしに向けられた思い、お望み

は、聖書を読むこと、すなわち、みことばを聴くことによって知ることができます。

聖書は聖霊の照らしを受けた人が書いたものですから作者は神ご自身です。「主よ、

お話ください。しもべは聞きます」（サムエル上 3:10）という心で聖書を読みましょう。このような読

み方をレクチオ・ディビナ（聖なる読書）といいますが、みことばを読むこと自体が礼拝なのです。そ

して、頂いたみことばから湧き上がってくる思いが私たちの祈りとなります。嘆願や執り成しであった

り、回心、悔い改めであったり、赦しをねがったり、自分の決意を表したり、感謝をささげたり、神様

のすばらしさをたたえ、賛美します。 

主の祈りはイエスが教えられた最もすばらしい大切な祈りですが、聖書に収められる詩篇もすぐれた

祈りです。神様が下さった祈りのことばといえます。わたしたちの思いを詩篇のことばに託して、神様

に心を向けていきましょう。「谷川の水を求めてあえぎさまよう鹿のように神よ、わたしはあなたを慕

う」（詩篇 42） 

 
●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

 

「聖書のみことばこそ祈りのことば」 

 

 三宅 成典(垂水教会) 

祈りがイエスとの対話であることに気付いたのは、それ程昔のことではありません。私自身が物心つ

いた時には、我が家では信心深い（？）父が毎朝神棚に手を合わせ、仏壇に向かって唱えるお経を聞き

ながら育ったという記憶があります。父は自分が信心厚いと自認していただけに、家族の宗教には実に

寛大でした。 

私がカトリックの洗礼を受けたのは、いわゆる第二バチカン公会議以前のことです。ミサ典礼はラテ

ン語、ミサを司式する司祭の背中をみながらの礼拝でした。そのような時代ですから、大方のカトリッ

ク信徒は聖書に接することも、親しむことも皆無でした。当時の私は聖書の“せ”も知らない信仰生活

でした。そうです。プロテスタント信者は聖書、カトリック信者は公教要理といわれていた時代にそれ

をひっくり返したのは、実は第二バチカン公会議でした。そして聖書はすべての基本だ、必須だといっ

たのも実は公会議だったのです。以来カトリック信者も聖書にふれる機会が多くなってきました。それ

まで聖書にふれることが皆無であった私が、本格的に聖書と出会い、そこに書かれているみことばにふ

れることになったのは、それ程昔のことではありません。今からおよそ 10 年ほど前、神戸バイブルハ

ウスが主催した「聖書リレー朗読会」に参加したのが始まりだといえます。以来、機会あるごとに聖書

朗読会、聖書講座、聖書 100 週間に参加することで主のみことばにふれるこ

とになりました。そしてそこで気付かされたことは、聖書を通してそこに書

かれている主のみことばは祈りに通じるということでした。 

今改めて聖書 100 週間に参加し、聖書を通読する日々ですが、そこに書か

れているみことばこそ、私にとって祈りそのものなのです。 
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「神戸地区宣教司牧評議会」議事録抜粋 

１． 日 時：2012年 5 月 6日（日）14 時 ～ 16 時半  場所：カトリック明石教会 

出席者：片柳地区長、松浦神父、三宅議長、滝川副議長、 各小教区代表者 21 名、 

各専門委員会４名、一粒会 1名、エキュメニカル２名、（オブザ－バ－） 

侍者錬スタッフ５名、  （欠席）アニセ神父、赤波江神父、中川神父 

２．片柳地区長挨拶 

・2012 年春の人事異動で司祭・司牧者の配属ブロック決定。Fr.ベロ－(鈴蘭台）、Fr.シリロ（神戸中央）

が帰国される。これまでの働きに心から感謝したい。 

・３月 14 日(水）の司祭・修道者の集いに於いて、各委員会の担当司祭が決定。 

・３月 21 日(水）の大阪教区司祭評議会では下記の件が検討された。 

堅信準備の資料作成。ブロックの再編、聖体授与に係る臨時奉仕者について。東日本大震災支援の経過。 

３．議 題  審議事項 

◎『ふっこうのかけ橋』プロジェクト 「神戸地区日曜学校合同キャンプの開催」 

福島の親子を神戸に招き、神戸地区合同キャンプに招待計画。招待期間は 8月 2日(木)～8日(水)。宿

泊場所は愛徳姉妹会「ナザレの家」及び「カナの家」。30 名以上の時、住吉教会も受け入れる。 

キャンプは 8 月 3 ～5 日(金～日）場所は愛徳学園。各小教区は子どもの参加呼掛けを行う。募金協力

のお願い。募金は６月末までに振込む(振込み先は FAX)。キャンプのお世話を各小教区にお願いしたい。 

  ◎平和旬間行事(長瀬) 

   ・前回提案のＤＶＤ上映を中止、ふっこうのかけ橋プロジェクト最終日(8月 5 日)に愛徳学園講堂で平

和旬間祈願ミサを予定(14 時から)。福島の保護者・シスタ－と分かち合う時間を企画中。 

◎教区主催侍者錬成会(神戸地区開催)協力について(広部 慶) 

   ・教区は毎年８月に小３～中３までを対象とした侍者錬成会を開催。開催地：愛徳学園、日時：８月

17 日(金)～19 日(日)。担当司祭：申 繁時(岸和田地区いずみブロック)。参加人数：約 200 名(内リ

－ダ－約 50名) 神戸地区への協力依頼は、①食事の準備(３日間６食分)②お茶の準備。③代表者を

していただける方の選出(できれば３日間侍者錬成会に参加し、全体の流れを把握して食事や生活面

で取り仕切っていただける方) ④備品等の準備 

・神戸地区の高校生・青年に、侍者錬成会のリ－ダ－として協力の呼びかけをお願い。 

    ☆本会議席上で、垂水教会が代表者として対応することを決定した。 

◎神戸地区大会（明石教会） 

     提案 1.テ－マ メイン『神戸地区は皆、きょうだい』 

サブ『時代をこえて、教会で会い、つながり、働こう』 

     提案２.会場  ①淡路しづかホ－ル、②明石市民会館「アワ－ズホ－ル」、③神戸海星 

            西ブロックが担当であり、西方面で収容 800 名の会場を検討した。①、②について

は宗教行事に借りることが出来るか調べる必要との意見が出た。会場は実行委員会

で決める。 

                      ☆次回実行委員会は、６月 24 日(日)六甲教会にて開催。 

４．報告事項 

  ◎２０１２年度予算について 予算案の説明。各小教区の分担金を５月末までに振り込む。 

◎ブロック活動を中心とした報告 

   ・西ブロック：信徒による通夜司式を４月 15 日からスタート。北須磨で２回、垂水で１回行った。 

『西区宣教拠点』については、担当司祭と話し合い、主日のミサはそれぞれが属する小教区で与る。 
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西ブロックが共同司牧となり、司祭が複数の小教区を回ることから区民センタ－での主日ミサは難し 

い。平日に移行してはという案もあるが、西区関係者の間で意見がまとまっていない。 

5 月 13 日(日)主日のミサは中止、6月に関係者が集まって話し合いを予定。 

・中ブロック：４月 14 日(土)信徒による通夜・葬儀の勉強会を行った。身寄りの無い方の教会での扱

いをどうすべきかなどを学んだ。５月 12 日(土)、信徒による通夜司式についての講話予定。                       

・北ブロック：４月 22 日(日)７名の初聖体式を行った。中川神父と、これからの宣教を考えている。 

５．委員会報告 

①養成委員会（藤原） 

・2012 年度の神戸地区養成プログラム 基礎コース：9月 22 日(土)、 聖体コース：11月 17 日(土) 

いずれも一日コースとし、プログラムは再検討する。場所は神戸中央教会が有力であるが検討する。 

・ ７月 16 日(月)の講演会を神戸中央教会で開催。 

・ テーマ「アジアの教会シリーズⅡ－インドネシア」 講師：ハルノコー神父(淳心会) 

・大阪教区地区養成委員代表者会議の報告 

4 月 21 日(土)14：00～大司教館で開催。神戸地区からは赤波江神父と藤原氏が出席。「養成ガイドブック」

についての養成にかかわる諸課題検討を行った。「養成ガイドブック」完成版を夏ごろに作成配布予定。 

②社会活動委員会（長瀬・中村） 

・2012 年度企画『ふっこうのかけ橋』プロジェクトの中の平和旬間行事 

  支援チャリティ－コンサ－ト。自死についての学習会。南相馬の仮設支援継続中。 

・大阪教区国際協力の日のスタッフ要請：５月 20日 10 時集合。11時～ミサ。12時半～16時に交流会。神

戸地区は堂内案内係 10 名の協力を依頼された。社活から５名、他の５名は地区から協力を得た。 

③広報委員会（中村）◎神戸地区広報委員会が４月 28 日(土)六甲教会で開催。 

 ・6 月 2 日(土)11時より、住吉教会にて「つながり 49 号」印刷。 

・2012年度広報委員会委員長が中村嘉佑氏(北須磨)から山本順子氏(六甲)に交代。(今後地区長が交代のた

びに①北・東ブロック②西ブロック③中ブロックとブロック単位で主任務を行い、そのブロックの中から

委員長を選出し任に当たることになった。 

④青年委員会（内田） 

◎活動報告 

・3 月 18 日(土) 四旬節黙想会。中川神父による講話。テ－マ『未来の教会について』人との交わりの中

から見つかるものの大切さ、そこからの学びが自分を創り出していけるのだということに気づかされた。 

・４月１５日(日) 垂水教会訪問 

  垂水教会のミサに与り青年との交流予定でしたが、初聖体と重なり参加人数が少ないでした。ミサ後初聖

体パ－ティ－に参加。子供や青年との出会いもあり、有意義なときを過ごした。垂水教会の皆様に感謝。 

◎活動予定 

・５月 13 日(日)13時半～(１時間程度)中央教会に於いて BBQ大会の打ち合わせ。 

 ・６月９日(土)たかとり教会にて BBQ 大会。16 時半受付(17 時～21 時)の予定。(対象は 18 歳以上) 

  ※ふっこうのかけ橋・地区大会と重なっている会議もあるので、会議が重ならないように進める。 

６.その他  エキュメニカル（黒田)  

 ・5 月 13日(日)15時～KBH支援のためのチャリティ－コンサ－トに多くの方々の協力にお礼申し上げる。 

☆エキュメニカル担当が、黒田豊夫氏（住吉）から角田正治氏(北須磨)に交代。 

＜地区評議会 今後の予定＞ 

・ 地区評役員会：6月 23 日(土）14 時～六甲教会  ・次回地区評議会：7月１日(日)14 時～北須磨教会   
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2012 年度 神戸地区評議会 役員紹介 

 

神戸地区地区長：片柳弘史 神父(六甲教会)   

評議会議長：三宅成典(垂水教会)    副議長：岩佐健治(明石教会)、滝川晃(住吉教会)   

会計：脇田英二(兵庫教会)、椿館正(鈴蘭台教会) 書記：出嶋重夫(洲本教会)、覚前信雄(北須磨教会) 

養成委員会：藤原康(六甲教会)      広報委員会：山本順子(六甲教会)     

社会活動委員会：中村真人(三田教会)  社会活動委員会事務局：長瀬三千子(六甲教会) 

青年委員会：内田麻美(鈴蘭台教会)   社会活動神戸センター：山野真美子(神戸中央教会) 

一粒会：蛭田武(六甲教会)    エキュメニカル担当：角田正治(北須磨教会)      (敬称略) 

    

 

各委員会 担当司祭 

 

養成委員会：赤波江 神父  社会活動委員会：ブラッドリー 神父  広報・青年委員会：片柳 神父 

 

 

司祭・司牧者 所属ブロック 

 

北 ブロック 中川神父・マシェル神父・Br.岩田 

東 ブロック 
赤波江神父・コンスルタ神父・オマリー神父 

松村神父・片柳神父・コリンズ神父 

中 ブロック アニセ神父・高橋神父・ブラッドリー神父・Sr.木梨 

西 ブロック 松浦神父・ジェリー神父・春名神父・クレニュー神父・Sr.前田 

 

※ 私たちをこれまで導いてくださいました「ベロー神父」「シリロ神父」は帰国されました。 

お二人の愛の働きに、心より感謝申しあげます。そして、お二人のご健康と神の恵みが共に 

ありますようにお祈りいたします。 
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 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  

 

社会活動委員会 6・7 月の活動 

○ 定例会のお知らせ 

☆ 第 2 回定例会 日時：6 月 3 日(日)15：00～16：00   場所：住吉教会 

☆ 第 3 回定例会 日時：7 月 29 日(日)15：00～16：00   場所：六甲教会 

○ ミニ学習会のお知らせ 

   今年度は『いのちをたいせつに ～生きる支えになるために～』をテーマに、自死についての理解を深め、

分かち合い、私たちにできることを考えてみたいと思います。参考資料は「自死の現実をみつめて」(カリタス

ジャパン編集)を使います。どなたでも参加できますので、関心のある方は是非ご参加下さい。 

☆ 第 1 回 ミニ学習会 日時：6 月 3 日(日)14：00～15：00  場所：住吉教会 

☆ 第 2 回 ミニ学習会 日時：7 月 29 日(日)14：00～15：00  場所：六甲教会 

○ 南相馬市仮設支援の報告とお願い 

   「また募金ですか？｣「いつまで支援するんですか？」「仮設が解消されるまで、細々でも寄り添っていくつも

りです。よろしくお願い致します。」このような会話がきっと交わされている事でしょう。原発事故で生活の拠

点を失い、辺鄙な仮設での厳しい環境と経済状態に日々苦労されている方々の重荷を、平穏な毎日を送

っている私たちが少しでも分かち合って担えたらと思い、支援を継続しております。3 月中旬から２ヶ月間に、

支援物資と致しまして、男女肌着・バスタオル・飲料水・食料品・生活消耗品など合わせて 47.277 円分とタ

オルケット・春物衣料などの提供物資を送らせていただきました。募金にご協力くださいました明石教会の

皆様、物資提供にご協力くださいました皆様ありがとうございました。 

現在、支援仮設では男性用の春物衣類（クリーニング済みのきれいな物）、男女肌着(未使用の物)が不足

しています。送っていただければありがたいです。送り先は以下のとおりです。  

〒979-2333 南相馬市鹿島区寺内字前田 96 寺内第１仮設 C-4-2 川崎要様（Tel 080-1808-7268） 

今後も、社会活動委員さんが各小教区の状況にあわせて、支援物資購入の為の募金をお願いすると思い

ますが、ご協力いただきますよう、よろしくお願い致します。 

 

養成委員会 

1. 4 回地区養成チーム代表者会議 

4 月 21 日に司教様２人と養成チーム事務局及び大司教区内の 8 地区の養成チームの代表者（司祭１、

信徒１）16 人が参加して開催されました。討議の内容は企画中の養成ガイドブックの説明と地区ごと

の活動状況などでした。2 時間という限られた時間内の討議でしたが、各地区の状況に合わせ活動さ

れている様子がわかりました。次回は 2013年 4 月 13 日に開催されます。詳細の様子と議事録は 6月

の神戸地区養成委員会で報告します。 

2. 神戸地区の 2012 年度の養成プログラム 

9 月 22 日（土）に「基礎コース」、11 月 17 日（土）に「聖体コース」を開催することになりました。 

具体的プログラムは追って計画されます。いずれも一日コースです。今から予定に入れておいてく 

ださい。 

3.「アジアの教会シリーズⅡ」 

  7 月 16 日（海の日）13：00 から神戸中央教会でハルノコー神父さまによる「インドネシアの教会」 

の紹介講演会とミサがあります。ぜひ多数のご参加をお願いします。 
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広報委員会 

1.4 月 28 日（土）(12 時～16時) 六甲教会に於いて、つながり 49 号、編集会議を開催。 

【決定事項】 

  (1) P.4 掲載、祈りについての原稿は「松浦神父」「三宅議長」へ依頼 

 (2) 神戸地区着任された「春名神父」「高橋神父」に着任の挨拶原稿を依頼 

(3) 2012 年度評議会メンバー紹介を掲載。 

(4) 2011 年度会計報告、2012年度予算を掲載。 

(5) 各小教区の信仰講座一覧表を作成。(つながりへは挟まず、配布し、HP へも掲載) 

(6) ホームぺージに、今回の移動で各ブロックに転入された共同司牧司祭・協力司祭の方々を掲載す

る。内容は、写真・生年月日・出身地・叙階年月日・メッセージ 150 字程度とし、着任次第ご提

出をお願いする。 

2.広報委員会委員長、中村嘉佑氏(北須磨)より山本順子氏(六甲教会)へ交代。 

・地区長が交代のたびに①北・東ブロック②西ブロック③中ブロックとブロック単位で主任務を行い 

そのブロックの中から委員長を選出し任に当たることになった。 

3. つながり 49 号(6月 3 日・1550 部発行)の印刷：6月 2日(土) 11：00～。於：住吉教会。  

 

青年委員会 

①６月９日（土）たかとり教会においてバーベキュー大会 

  時間：16時受付 （17 時開始～21時終了予定） 

   参加費：学生 500円  社会人 1000 円（アルコールを飲まれる方別途 500 円） 

  雨天決行！楽しいゲームも考えています。たくさんの青年をお誘い合わせの上、お越しください！ 

②７月 22 日（日）13 時～（１時間半程）中央教会に於いてミーティング 

③８月 3日（金）～5日（日）ふっこうのかけ橋(神戸地区合同キャンプ）にお手伝いをして頂けるリ 

ーダーを募集しています！！どうぞご協力お願いいたします。 

④9月 22 日（土）スポーツ大会！！詳細は後日お知らせします☆お楽しみに☆ 

 ※2013 年 6月 9日に開催されます、神戸地区大会の協力を青年委員会もさせて頂くことになりました。   

6 月 24 日（日）14 時から 六甲教会に於いてミーティングがあります。 様々な意見を出し合い、 

若い力で神戸地区を盛り上げていきたいと思います！こちらの方もご協力宜しくお願いします。 
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 今後の予定 

・社会活動委員会：6 月  3 日(日) 14 時 ～ 住吉教会 
・広報委員会  ：6 月  2 日(土) 11 時 ～ 住吉教会 
・養成委員会  ：6 月 10 日(日) 14 時 ～ 神戸中央教会 

               



三田教会 TEL079-562-4404 FAX079-562-9404 

  6 月 3 日(日)ミサ後、三田小教区信徒総会  6 月 17 日(日)ミサ後、定例評議会 

 7 月 1 日(日)ミサ後、信徒交流会      7 月 15 日(日)ミサ後、定例評議会 

8月 3日(金)～5日(日)神戸地区青少年合同サーマーキャンプ 

 

     ●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・●・・・● 

5 月 26 日(土)10：00～16：00 六甲生徒研修所において、六甲教会宣教部主催の「春の黙想会」

がおこなわれた。指導者はコリンズ神父。教会内外から 60 名の信徒が集まり、心の曇りをぬぐ  

い、心が研ぎ澄まされ、豊かにすることができたようだ。参加者の声をお聞きください。 

ｺﾘﾝｽﾞ神父 

 《 黙想会に参加 して 》           沖 裕子（六甲教会） 

  5 月 26 日、六甲教会で「研ぎ澄まされた心」というテーマの黙想会があった。念祷する時は心底祈

りたいか否か、だけが問われるという。祈りたくても祈れない時は自分の無力さを認め、後は神さまに

お任せすればよいと指導司祭は言われる。会の始めに各自、体をほぐし、続いてのこの講話は気持ちを

も楽にさせてくれた。与えられた時間、聖句を味わいつつ満たされていくのが実感できた感謝の一日で

あった。 

神戸中央教会 TEL078-221-4682 FAX078-221-4684 

(ミサ) 

 日本語 毎日曜日 9:15 英語 毎日曜日 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 15:00～於：小聖堂  

 

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

6 月 3 日(日) 14：00～ 

第 21 回 結婚準備セミナー(4回目) 

6 月 30 日(土)10 時～15時  祈りの道場「共に祈る」 

        15 時～ミサ 

指導者：英 隆一朗 神父 

場  所：六甲教会主聖堂 

費用：600 円(昼食代。食事を共にします。)

申込締切り：6月 24日(日) 

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

6 月 2 日(土)9：30 炊き出し 

    9 日(土)バスによる京都巡礼(日本 26聖人） 

   14 日(木)10：30 茶話会 

７月 ７日(土)9：30  炊き出し 

   12 日(木)10：30 茶話会 

   24 日(火)～25 日(水)教会学校キャンプ 

          神戸市立自然の家(六甲) 

   29 日(日)17：00  バーベキュー大会 
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北ブロックの活動より 

1.神戸北ブロックの共同宣教司牧チームは中川明神父とＢｒ岩田峰幸、協力司祭にアパレシード・マシ 

エル神父の 3名で新体制がスタートした。 

2.4 月 22 日（日）のミサ中に初聖体式が行われ 7名の子どもが祝福された。 

3.5 月 6日（日）、青少年委員会でフォンダシオ（信徒の養成、主に青少年の養成・召命について世界的な活

動を展開）活動に携わっている北須磨教会の平尾千衣子さんを招きお話を聞いた。 

4.5 月 13 日（日）、三田教会献堂 60周年記念ミサを行う。ミサ中、信徒の 3名の方々から想い出が語ら 

れました。 



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 

――――たかとり教会・TＣＣ再生再会 5 周年―――― 
5 月 27 日（日）教会の大切な日である聖霊降臨

の祝日に、たかとり教会と、TＣＣ（たかとりコミュニ

テイーセンター）は再生再会 5 周年の記念を楽し

くお祝いした。 

通常は平日に活動して

いる TＣＣの各団体のメン

バーと日曜日のミサに与

っている教会の信徒が共

に集い、多文化共生のま

ちづくりを求めて 17 年の

歩みを刻んできた互いの

存在を再確認した 1 日で

あった。 

中庭には各団体のテントや各国の料理（ベトナ

ム、韓国、フィリピン、ペルー、タイ、日本）のコー

ナーが設けられ、受付で渡された用紙を手に各

団体のブースを回り、クイズに答えてスタンプを集

めると抽選でお米やお菓子がもらえるクイズスタン

プラリーが企画された。 

参加した人々は各団体の活動内容を楽しみな

がら知ることが出来た。 

また、ステージでは、教

会のミサを紹介する寸劇や

歌、日本と韓国の舞踊やフ

ァッションショー等が披露さ

れた。 

 多文化と共生のもとで生

きるたかとりの子供達を大

切に育てていくためにたか

とり教会は「ちがいは元気！ こどもが元気！ た

かとり元気！」を合言葉にこれからの 10 年をみん

なで歩んでゆきたい。 

             （たかとり教会 速水晴子） 

日 時：2012 年 5 月 13 日（日）13：00～15：30 

場 所：カトリック兵庫教会 

出席者：Fr.アニセ、Ｓｒ.木梨 

たかとり 1 名、兵庫 3 名、鈴蘭台 2 名 

【神父様より】 

   神戸地区評においてブロック再編の話は

続いています。中ブロックだけを考えても、

求道者への対応、ベロー神父様が帰国さ

れた後の鈴蘭台教会をどのように司牧して

ら良いのかなど、考慮しています。夏に予

定されている神戸地区青年委員会主催の

「ふっこうのかけ橋」プロジェクトと中ブロック

合同堅信式に向けてのキャンプ活動をどの

ように折り合いを付けて行くなど、各小教区

もアイディアを出してください。 
【議 題】   
 １ ベロー神父様送別会について 
  ①参加者全員で記念撮影。 

②住吉 30 たかとり・兵庫各 20・鈴蘭台 130
の計 200 名参加予測。 

  ２ ふっこうのかけ橋プロジェクトについて 
  ①中ブロック合同堅信式に向けてのキャン

プ活動は行うが、各小教区のお泊まり

会などは中止して、神戸地区青年委員

会主催の合同キャンプに参加。 
  ②献金については各小教区の自主性に基

づいて開始する。 
 ３ 国際協力の日について 
  開催教会はたかとり教会で３教会合同のミ

サを行う。内容は、次回の協議会で発表。 
 ４ 神戸中ブロック入門講座について 
  アニセ神父様が納骨式に行かれたため途

中退席。 → 継続審議 
 ５ 高橋神父様・ブラットリ―神父様・Ｓｒ.木梨

歓迎会について 
① 7 月 15 日(仮)14：00 より兵庫教会。 

6 神戸地区大会準備委員会副委員長選出

について 
 
 次回 7 月 15 日（日）13：00～ 兵庫教会 
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西ブロック４教会連絡会（議事録） より 
 

 日 時 4月 15 日(日)14:00～16:00 

場 所 明石教会 

参加者 松浦謙神父、春名神父、Sr.中尾 明石･

垂水･北須磨､洲本各小教区代表者 7名 

    西区宣教拠点１名 

【議題】「西区宣教拠点」主日のミサについて 
主日のミサはそれぞれが属する小教区で与るべ
き、また西ブロック共同司牧となり司祭が複数の
小教区を回る必要が出てきており、区民センター
での主日のミサは難しくなってきている。平日に
移行してはどうかという案もあるが、西区関係者
の間で意見がまとまらないため、それぞれの小教
区評議会の判断をうけた。 
 
明石教会…西区宣教拠点の関係者からの反対意見

も含め報告をし審議をした。明石教会評議会
としては、それぞれが所属する小教区の主日
のミサにいっていただくとの結論を出した。 

垂水教会…先月、今月と２度にわたって審議をし
た。特に反対意見は無く主日のミサは神父様
の言われるとおりそれぞれが所属する小教
区で与るのが良いだろうとの結論を出した。 

北須磨教会…結論としては西区宣教拠点での主日
のミサは中止。了承をしたが、長年、宣教拠
点にかかわってきた人の思いを文書にした
ものを預かってきたので一読願いたい。 

西区宣教拠点関係者…多くの人は平日のミサでも
やむをえないという思いはあった。 
しかし障害を持った人や高齢の人は主日の
ミサを望んでいる。今後は迎えに行くなり車
を回すなりの検討が必要。 

司牧チーム 

・宣教拠点と強調している部分を大事にしたい。宣教

拠点であればミサ以外にもアプローチの方法があ

る。カトリック教会すなわちミサとつながるとは限

らない、人間だったら誰でもが持つ疑問を抱えてい

る人を迎えることが今の教会に必要。 

・西区宣教拠点の活動は各小教区の中に根付いていて

いない感じがする。小教区の組織の中での位置づけ

がなされていない。地区の活動と位置づけたらどう

か。そうすれば小教区の中の司牧活動と位置づけが

できる。 

・主日のミサは小教区に集まるのが基本。西区での主

日のミサをなくすのであれば、これから何を中心に

どうゆう目的で集まりを持ちつづけていくのか明確

にする必要がある。位置づけとしては地区であろう。 

 

・宣教拠点にかかわっている３教会の評議会が「主日のミ

サはそれぞれが所属している小教区で受ける」と同じ認

識を持っており、話し合いの結果、各評議会の結論どお

り主日のミサは中止とする。西区宣教拠点の主日ミサは

5月で最後。 

・今後のあり方について４月２９日（１４：００～西区民

センター）に、司牧チーム、地区代表者、議長団と話し

合いの場を持ち検討する。 

 

次回 6 月 17 日(日) 北須磨教会 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） 
 
6 月  3 日(日)教会学校遠足・教会周辺清掃 
6 月 10 日(日)北須磨教会評議会（ミサ後） 

6 月 17 日(日)西ブロック４教会連絡会（14 時～） 
6 月 24 日(日)集会祭儀 
7 月 8 日(日)北須磨教会評議会（ミサ後） 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 

 
6 月 10 日(日)  評議会 
7 月 8 日(日)  評議会 
7 月 15 日(日)  庭の掃除(草引き) 倉庫の整理等 

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
6 月 3 日(日)  春名昌哉神父様歓迎会 ミサ後 
        豊中教会巡礼団訪問 (午後) 
6 月 23 日(土)  評議会(19:00～) 
7 月 28 日(土)  評議会(19:00～) 
7 月 29 日(日)  夏季大掃除 ミサ後 
 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 

 
6 月  2 日(土) 運営委員会 10：30～ 
6 月 10 日(日) 評議会 ミサ後 
6 月 17 日(日) 集会祭儀 11：00～ 
       ふれあいサンデー ミサ後 
6 月 30 日(土)  運営委員会 10：30～ 
7 月  8 日(日) 評議会 ミサ後 
7 月 15 日(日) ふれあいサンデー 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 

「垂水からみんなで広げよう良い知らせ!!」 
垂水教会は今年創立 70 年・献堂 50 年を迎えます 



 

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> 

    TEL393-7755 FAX:393-7756 営業時間10:30～18:00 

☆祈りの集い 

毎週火曜 13:30～15:30 どなたでも 担当：信徒 

☆祈りの入門講座 

毎月第 2・4火曜 19:00～20:30 担当：こいずみゆり

（信徒） 

☆聖書入門講座 

毎月第 1・3火曜 19:00～20:30 担当：片柳神父 

☆キリスト教入門講座 

毎週金曜  19:00～20:30      担当：片柳神父 

☆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：グレゴリアンチャントの会 

 

兵庫・生と死を考える会  

①日時：6月 17 日(日) 13：30～15：00 
行事：月例会 

テーマ：「私の前向き人生」 

講師：山田冨士雄氏(JR 福知山線事故ご遺族) 

②日時：7月 15 日(日) 13：30～15：00 
行事：月例会 

テーマ：「人生と希望」 

講師：野尻武敏(本会理事・神戸大学名誉教授) 

上記参加費：一般 700 円、会員 500 円。申し込み不要。 

事務所受付：火・木・金 10：00～16：00 

TEL&FAX：078-805-5306  e-mail:seitoshi@portnet.ne.jp 

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 

●キリスト教の世界シリーズ 

第 9年度第１学期 5月 22日(火）から 2週間毎、 

火曜 午後７時～ 

テーマ「キリスト教と世界の宗教」 

5月 22 日（火） ユダヤ教とキリスト教 

6月 5 日（火） イスラームとキリスト教 

6月 19 日（火） 仏教とキリスト教 

7月 3 日（火） 神道とキリスト教 

7月 17 日（火） 日本の宗教風土とキリスト教 

場所：クリチャンセンター神戸バイブル･ハウス 

受講料：１回 1200 円（KBH 友の会会員 1,000 円） 

但し、学期内、3回目以降、1回 600 円（友の会会

員 500 円） 

申し込み：KBH 事務局宛 FAX：078-252-1966 

●KBH 主催 講演会 高木慶子氏に聴く”生きる”シリーズ 

 －あの時から 2年目 3．11に復興と新生を！！－ 

テーマ 「生きる意味をさがそう！」 

－有意義に人生を全うするためにー 

  日時：7月 16日(月・祝）、9月 17日（月・祝）、 

11 月 3日(土･祝）、いずれも１３：３０～ 

場所：クリスチャンセンター神戸バイブル･ハウス 

※詳細は KBH ニュースレターNo.52、または神戸バ

イブル･ハウスまで。この他にも、様々な勉強会

や教派を超えたふれあいを計画しています。 

事務局：神戸市中央区磯上通 4-1-12 

受付：月曜～金曜 11：00～17：00 TEL&FAX078-252-1966 

http://ｋｏｂｅ－ｂｉｂｌｅ－ｈｏｕｓｅ．ｎｅｔ 
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ｶﾄﾘｯｸ神戸地区だより つながり 
編集後記 今回発行 49 号より広報委員長交

代。長きに渡り神戸地区広報に携わり、神戸

地区の先駆者となり、たゆまぬ努力を続けて

下さいました中村嘉佑氏に心より感謝申し

上げます。より一層の記事内容の充実、霊的

内容を図り、より多くの方々に喜んでいただ

けるよう、努力いたします。今後の『つなが

り』にご期待ください。      (J.Y.)                        
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