
 

 

 

 

 

 

  

 

2012 年 8 月号 NO.50 

「ふっこうのかけ橋」終了御礼 
～恵みに満たされた 4日間～ 

 

山野真美子(事務局) 

 

 昨年の 11月から準備の始まった“ふっこうのかけ橋”。待ちに待ったプロジェクトは、元気有り余る子供達

の怒涛のようなパワーをしっかり受け止め、向かい合ったリーダー達の真摯な実行力で無事に閉会式を迎える

ことができました。 

閉会式では、福島から招かれたフィリピーナのお母さんの一人が「神戸のお父さん、お母さん、お兄ちゃん、

お姉ちゃん、本当に本当にありがとうございました。神戸で受けたこの優しさを福島に戻り、自分も伝えて行

きたいです」と涙ながらに挨拶されました。こんなに喜んでもらえ、良かったぁーと安堵する一方で、お父さ

ん、お母さんとは誰のことなのだろうと？が残りました。 

今、少し落ち着いて、この言葉を味わったとき、「そうだっ！」これは直接こどもやお母さん達には関わら

なかったけれど、この 4日間、何くれとなく彼らの生

活全般を支えてくださった他ならない神戸地区のお

父さんとお母さんのことだということに行き当たり

ました。彼女たちはチャンと観ていたんですね。裏方

に目を向けることの出来た彼女たちの心の細やかさ

に感服しました。 

ほんとうに沢山の方々に支えられました。毎日毎日

バスの運転をしてくれたオジサン、不足した物品を買

いに走ったオバサン、暑さにちょっとまいった子供の

横で添い寝をしてくれたＤｒ．募金に応じてくれたみ

なさん、数えればきりがありませんが、被災経験のあ

る神戸地区だからこそ出来た取組であったことは間

違いないと確信しています。みなさん、本当に本当に

ありがとうございました。 

 

 

「24 時間テレビ・愛は地球を救う」 

 読売テレビの人気番組「24時間テレビ・愛は地球を救う」が、新神戸駅での出迎えから閉会式までこのプ

ロジェクトを密着取材してくださいました。海水浴の日には、オリンピック、シンクロナイズドスイミングの

銅メダリスト、奥野史子さんも来神して子どもたちを激励。番組は、8月 26 日午前 11 時 30 分から 12時 20

分に放送されます。どうぞご覧ください。 
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参加者からの声 

 「Amazing Grace」    江川幸子（コングレガシオン・ド・ノートルダム） 

真っ青な空、ひかり輝く太陽のもと、リーダーたちに甘え、

友だちと手を取り合って笑っている子どもたち。幸せいっぱ

いの我が子の姿を見ながら、涙ぐんでいるお母さんたち。ま

た、その姿を見ながら満たされた想いに浸っている私。期待

以上の、期待したことの 

１００万倍もの恵みをいただきました。 

 安全でめぐまれた自然環境もさることながら、未来を築く

子どもたちに本当に必要な人と人とのダイレクトな触れ合い

が、子ども達の心を解放したのでしょう。現代の人々が汚染

されている放射線より恐ろしい孤独という汚染から解放され

た、手と手を取り合って生きる人間本来の姿をこのプロジェ

クトは実現してくれました。 

 神戸地区の皆様のおかげです。私たちは、皆様の寛大で温かなお心を決して忘れません。私たちのために働

かれたお一人おひとりの皆様に心から感謝申し上げます。 

「感謝といのりのうちに」        稲葉景(東京へ避難中) 

この度は福島の子どもたちとお母さんのために、このような素晴らしい機会を作っていただきまして、誠に

ありがとうございました。ご自分のお仕事やご家庭を犠牲にして、私たちのために働いてくださっている皆さ

まの暖かな優しさに心より感謝し申し上げます。私たちの苦しみを分かち合っていただけたのは、きっと同じ

ように震災で苦しみを知っている神戸地区の方がただからなのだと初日に見学した震災メモリアルパークで

感じました。 

 今回滞在させていただいたことによって、きっと「ふっこうのかけ橋」はしっかりと力強くつながったと思

います。ミサのさいにもお話をさせていただきましたが、かけ橋はその上を人が通らないと意味がありません。

これからもこのかけ橋の上を人びとが行き来し、「フクシマ」の現実を多くの人に知っていただければ、そし

ていつか復興した「福島」の子どもたちの笑顔を福島で見ていただける日が来れば、と心から希望しています。 

「嵐のようなちびっ子たち」        松崎陽平(明石教会) 

どうも！リーダーのケビンです。今回初めてリーダーとし

てキャンプに参加させて頂きました。ちびっ子の面倒を見る

だけだと軽い気持ちで挑んだのは間違いだった･･･。嵐のよ

うなちびっ子たち。やんや、やんやと大暴走。僕らはあっち

こっちへ大奔走。 

でも、そんな大変なキャンプの中で、学んだことがいくつ

かあります。まず、班行動をする中で、たくさんの子どもを

一度に見るためには周りに気を配り、視野を広げていくこと

が大切だという事を学びました。また、先輩リーダーの動き

から、大勢をひとつの塊としてまとめるリーダーシップも勉

強させて頂きました。 

 他のリーダーと語り合った中で、「子ども達の面倒を見ることで、親の気持ちがよく分かった」というのが

ありました。ゲームやイベントを通じて、口を出さずに 

見守らなければならない場面では、親心のようなものが芽生えました。僕らが子どもの頃もきっとこんな感じ

だったのかなぁと思うと、両親には、申し訳ない気持ちと感謝の気持ちが湧いてきました。 

福島の子ども達と接するということで、最初は、地震の話やら、話題には気を遣わなければならないかと心

配していましたが、実際キャンプが始まってしまえば、福島も神戸も関係なく、「みんなかわいい？僕の班の

子ども達」になっていました。 

今回のキャンプに参加し、子ども達との触れ合いを通じて、少しオーバーですが、大人へと一歩近づけたので
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はないかなと思います。それに、なんやかんや言って、すごく楽しかったので、この夏の大きな思い出となり

ました。お世話になった皆様、どうもありがとうございました。機会があったらまた参加したいです。    

「力になる思い出」                       広野拓人(三田教会) 

この３日間、私はふっこうの架け橋プロジェクトに、

リーダーとして参加しました。最初、緊張している子供

達を前に、うまくやっていけるだろうか？という不安も

ありましたが、自己紹介やゲームをするうちに徐々に打

ち解け仲良くなり、１日目が終わる頃には、子供達の有

り余る元気で私はすっかり疲れ切ってしまいました。２

日目は舞子高校の皆さんと合流し海水浴。福島の子供達

も神戸の子供達もとても楽しそうでした。最終日の淡路

島で、観覧車から眺めた景色はとても綺麗で、子供達は

大はしゃぎでした。私にとって、この３日間は本当に何

物にも替え難い思い出の３日間となりました。自分自身、

とても成長出来ましたし、また機会があれば参加したい

と思います。今回参加した子供達も、それぞれの場所で、この楽しかった３日間を思い出し、力になれば、と

願います。 

「神様から与えられた機会」          高橋琴実(兵庫教会) 

私は、８月３日からふっこうのかけ橋プロジェクト子供キャンプのお手伝いをさせていただきました。あの

東北大震災から何か動きたいと思ってはいたものの、なかなか実行に移すことができずにいたとき、このキャ

ンプの話があり、神様が与えてくれた機会だと思い、参加することに決めました。たくさんの方々が長い月日

をかけて準備をし、いよいよキャンプが始まりました。初めて顔を合わせた子供達はちょっぴり照れくさそう

なのを覚えています。しかし、あっという間に仲良くなり、心配だった私の気持ちもどこかに飛んでいくくら

い、みんなでいっぱい泳いで、いっぱい走って、いっぱい笑った３日間でした。福島の人達のためにと思い参

加したキャンプですが、私の方が感謝する気持ちや幸せな笑顔などたくさんの愛を子供やお母さん達からいた

だいたと思います。この出会いを与えてくださった神様に感謝して、いつまでもこの温かい心を大切にしてい

きたいです。 

「福島と神戸の強い絆」          南浮由美子(住吉教会) 

福島からの皆様をお迎えしてまず感じたのは、見えない放射能による制約された生活の中なのに、皆様が明

るさと優しさに満ち溢れておられ、さらに子供達の屈託の無い人懐っこさでした。外で長時間居られない辛さ、

木々の中に染み込んだ放射能への不安など毎日の生活の厳しさを淡々と話されるお姿には心が痛みました。 

子供達と一緒に過ごしたキャンプは想い出深いものになりました。ゲーム・海水浴・平和旬間・ふれあい祭

り・花火・明石大橋を渡って乗った観覧車など想い出はつきません。 毎日、楽しいイベントが一杯でした。 

閉会式で福島のママからのご挨拶「神戸で

受けた暖かさのおかげで、優しい気持ちにな

れました。この優しさを大切に持ち帰ってこ

れからは、周りの人達にわけていきたいと思

います。」との言葉に深く感銘を受けました。 

こんなにも素晴らしかった４日間、多くの

方々の優しさと笑顔の中で過ごせたことに感

謝で一杯です。 福島と神戸が強い絆によっ

てこれからも、ずっとつながって行けますよ

うに、神様の導きを深く願っています。この

プロジェクトに参加した全ての方に感謝する

と共に、いつも見護り導いて下さった神様に

深く感謝いたします。 
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命を与えるパン 

 

～子どもと共に捧げる平和祈願ミサの説教より～ 

片柳弘史(神戸地区長) 

 

 イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来る者は決して飢えることがなく、わたし

を信じる者は決して渇くことがない。」(ヨハネ 6:32-35) 

 

 8 か月間に及ぶ準備がついに実り、こうして福島の

子どもたち、そしてお母さんたちと共に神戸の地か

ら神を賛美することができることを心から感謝した

いと思います。わたしは、このプロジェクトの実現

に至る道のりをイエスご自身が導いてくださったこ

とを固く信じています。 

 福島で原発事故が起こったと聞いたとき、わたし

はすぐ福島に住んでいる友人たちのことを思いまし

た。そして、彼らのために何かできないかという一

心から、事故の約 2週間後、福島に向かったのです。

まず現地の人の声を聞きたいと思ったわたしは、友

人が信徒会長を務める二本松教会でミサを立てた後、

集まった信者さんたちと話をしました。そこで、皆

さんが口々におっしゃったのは、「福島は危険だ、危

険だと言わないでほしい」ということでした。自分

たち先祖代々、福島の地で生まれ育ち、これからも

福島の地で生きていきたいと願っている。それを「危

険だ、危険だ」とばかり言われては立つ瀬がないと

いうのです。 

 それはもっともなことだとわたしは思いました。

想像してみてください。もし日本中の人が一斉に「神

戸は危険だ、危険だ」と言い始めたら皆さんどう思

いますか？わたしたちの誇りであり、愛する故郷で

ある神戸のことをそんな風に言われたら、きっとわ

たしたちだって悲しむに違いないでしょう。仮に本

当に危険だということがわかっていても、他人から

そんな風には言われたくない、それが現地の人たち

の思いなのです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その話を聞いたとき、わたしは福島の人たちをこ 

れ以上、悲しませたくないと思いました。自分たち

はまったく手を汚さず、ただ放射能の危険だけを厳

しく言い立てて福島に住んでいる人たちをさらに苦

しめるのではなく、福島の人たちと共に苦しみを担

いながら、放射能の危険を共に乗り越えていきたい        

と思ったのです。そんなとき、福島市で子育てをし

ている友人の稲葉景さんとその仲間のお母さんたち

の口から「放射能を心配しなくていい場所で、子ど

もたちを思い切り遊ばせてあげたい」という願いを

聞きました。今回のプロジェクトは、この一言から

始まったと言っていいと思います。 

イエス様はご自分を「命のパン」だとおっしゃい

ました。それは、イエス様が人々の苦しみを自分の

命を差し出すほどの愛で受け止め、共に担ってくだ

さるという意味だと思います。自分の命を差し出す

ほどの愛で魂の飢えと渇きを癒し、苦しみの中にあ

る人々に命を与える、それが「命のパン」、イエス様

なのです。 

 かつて神戸が大震災にあったとき、日本中の人々

が神戸の苦しみを共に担ってくれました。今度は、

わたしたちが福島の苦しみを共に担う番です。イエ

ス様はもうすでに福島を訪れ、その地で人々の苦し

みを共に担っておられます。わたしたちも、イエス

様と共に福島の苦しみを担い、共に「ふっこう」(※)

していく明日を目指しましょう。 

※福島の「ふく」と神戸の「こう」を、結び合わせて

「ふっこう」です! 
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祈 り の 宝 箱 

感謝日記 

赤波江 豊 神父 

ある年配の信者さんが私に「私はこれから『感謝日記』をつけることにし

ました」と言いました。その方は高齢の上に体調もあまりすぐれず、家にいる

ことが多いのですが、その方が言うには「平凡な毎日に見えても、一日の内必

ず何かいいこと、嬉しいことがあります。例えば久しぶりに友達から電話があ

ったこと、道で小さな子が話しかけてくれたことなど、それらをある日日記に

書いてみました。そうすると一つ嬉しいことを書くと必ず二つ三つ四つと出てくることに気付きまし

た。そうやって毎日日記に嬉しかったことを書いているうちに、一見平凡な毎日に見えても神様は毎

日私をお恵みで満たしてくださっていることが分かりました。だから私はこれから感謝日記をつけま

す」 
幸せな信者さんですね。感謝は感謝を呼び覚まします。一つ感謝すべきことを見つけるとそれは決

して一つにとどまらず次から次へと見出すものです。幸せは毎日雨のように降り注がれています。今

生活している場で幸せを見出すことができなければ、どこへ行っても幸せを見出すことは困難でしょ

う。反対に今生活している場で毎日感謝することのできる人はどこへ行っても幸せです。皆さんも一

度感謝日記をつけてみたらいかがでしょうか。そうすれば「ありがとう」ということが自ずと祈りへ

と変化していくことに気付くでしょう。 
 

 

祈りー私の場合 

滝川 晃（住吉教会） 

「人の心のふるさとは、神ご自身以外にはありません。いつまでたっても故郷の空や野山や小川が懐かしい

ように、人は自分の存在の源である神を忘れることはできません。そこに帰ってほっと息をつきたくなります。

喧騒の中からしばし抜け出してふるさとに帰ると、人はよみがえるのです。そうすることが祈りです。」と池

長大司教様は“祈りと恵みの世界”に書かれておられます。祈りということを私は言葉にまとめることが出来

ませんでしたが、この言葉こそ私が思っていることをそのまま表してくださっています。 
祈る時はまず今までに頂いたお恵みに感謝する事から始めています。どうしても自分のために祈ってしまい

がちですが、それが家族や親族のため、知人のためにと広がっていき、今では病気で苦しんでいる人たちのた

めにも祈ることが出来るようになりました。 
2000 年に息子一家がメキシコへ、その後アメリカへ移住してからは毎晩寝る前に妻

と心を合わせていっしょにいろいろ祈っていますが、それまでは各自でばらばらに祈

っていました。 
私は聴覚障害のため目を覚ましている間はずっとブーンという耳鳴りがうるさく続

き、本当の静かさがわかりません。一度は沈黙のうちに祈って心の中で、心の耳で神

様の声を聞いてみたいと思っています。                         Prayers Tree                                          
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2012 年７月度「神戸地区宣教司牧評議会」議事録抜粋 

 
１．日 時：７月１日（日）14 時 ～ 17 時  場所：カトリック北須磨教会 

出席者：片柳地区長、松浦神父、赤波江神父、三宅議長、滝川副議長、 岩佐副議長、各小教区代表者 15 名、

各専門委員会４名、一粒会 1 名、エキュメニカル１名、『ふっこうのかけ橋プロジェクト』現状報告２名、 

 欠席：Fr.アニセ、Fr.中川 

 

２．片柳地区長挨拶 

・教皇より全世界に、司祭による児童虐待の再発防止の指示の件：教区として今後も話し合う。 

・ブロックの再編の件。 

・地区評規約改正の件：なるべく早い時期に見直したい。 

・第１回大阪教区宣教司牧評議会の件：地区長・議長出席 

『ふっこうのかけ橋プロジェクト』現状報告(実行委員より) 

 ・プログラム(詳細資料各配布)の説明および予算の件：評議会承認。 

 

３．議 題 

①審議事項 

  ◎ブロックの再編について：各ブロック、問題点を把握する。 

◎神戸地区大会について(岩佐)：テーマ「～Let's go 淡路～世代をこえて、希望のかけはしに！」 評議会承認。 

会場：淡路 津名町「しずかホール」。   イベント：他教会との親睦を図れるように考案中。 

②提案事項 

◎神戸地区宣教司牧評議会の規約改正：司祭の出席、評議会開催の見直し等、早急に検討したい。 

◎『信仰年』（今年の 10 月 11 日～2013 年 11 月 24 日）開催について：具体的行動は各教会で検討。 

③報告事項 

  ◎「日本二十六聖人長崎への道」巡礼の道 踏査への協力依頼 

・JR 兵庫駅～JR 姫路駅までを 6 グループに分けて、実施 

◎カトリック垂水教会創立 70 周年・献堂 50 周年記念コンサートについて 

・8 月 26 日(日)13：30～15：00「こんな美しい朝に」 於：垂水教会  

 

４．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の件 

基礎コース 9 月 22 日(土)10 時～神戸中央教会。聖体コース 11 月 17 日(土)会場検討中。 

・7 月 16 日(月)13 時より「アジアの教会シリーズ」について 

ハルノコー神父による「インドネシアの教会の紹介」。最後にミサがあります。 

・来年度の計画に病者訪問についての構想を思案中 

②社会活動委員会（中村） 

・『ふっこうのかけ橋プロジェクト』の中の神戸地区 平和旬間行事  日時：8 月 4 日(土) 13 時～ 会場：愛徳学園 
13 時～14 時 講演「東日本大震災と東京電力第一原子力発電所の事故から学んだ事」講師：Sr.熱海 紀子 

 14 時 30 分～ 子供とともに捧げる平和祈願ミサ「福島への祈り」稲葉 景 氏 
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16 時～18 時 ふれあい祭り：綿菓子・宝つり・ビンゴなどの楽しみがいっぱい！ 
アニメ『つるにのって とも子の冒険』上映、５時と５時半の２回。 

③広報委員会（山本） 

◎6 月 30 日(土)六甲教会にて編集会議開催：「ふっこうの架け橋」号外発行の検討。つながり 50 号編集。 

◎ＨＰについて：各教会より、つながり HP へリンクの依頼。 

◎神戸地区広報委員会の役割について：①つながりの発行 ②神戸地区評議会ＨＰの運営 

④青年委員会（内田） 

◎活動報告：６月９日たかとり教会にてＢＢＱ大会を開催。9 月 22 日(土)にスポーツ大会開催予定。 

 

５.その他 

 ①一粒会(蛭田) 

・新規約(2012 年 4 月 1 日)について。 

第3条 大阪教区関係神学生の召命と養成、及び司祭としての生涯生活に寄与することを目的とする。 

現役引退教区高齢司祭⇒司祭の医療・介護費用を援助し、司祭としての生涯生活を支える。 

・一粒会の新しいしおりについて：すでに各小教区に配布済み。 

・神学生・志願者について：日本人４名、ベトナム人４名。 

②エキュメニカル（角田）   

・Sr.高木の特別講演会：7 月 16 日(月)、9 月 17 日(月)、11 月 3 日(土)、計 3 回。 於：バイブルハウス 

・大塚国際美術館を訪ねて、テレマンコンサートを聴くツアー：10 月 27 日(土)⇒詳細は、各小教区に送付。 

・台湾巡礼旅行：11 月 27 日(火)～30(金)。団長：Fr.赤波江。詳細決定次第各小教区宛案内を送付。 

・57 回聖書セミナー「正教と聖書」講師：久松英二 龍谷大学教授  於：バイブルハウス 

日時：7 月 5・26 日(木) 午前 10 時～12 時。7 月 12・19 日(木)、8 月 2 日(木) 14 時～16 時。 

・第 54 回市民クリスマス：12 月 14 日(金)。会場：カトリック神戸中央教会⇒詳細は後日連絡。 

今後の予定  ・次回地区評議会：9 月 2 日(日)  １４時 ～ 住吉教会  

              ・地区評役員会  ：8 月 25 日(土)  10 時 ～  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 

 

養成委員会 
 7 月 16 日（月）「アジアの教会シリーズⅡ」として、ハルノコー神父による

「インドネシア」紹介講演会が開かれました。ハルノコー神父さまは現在カ

リタス大船渡のセンター長をされ大変ご多忙ですが、神戸地区養成委員

会のアジアの教会に注目した取り組みに賛同されて、この集りのためにや

りくりしてお越しくださいました。 

第一部では、インドネシアの歴史と文化の中でのカトリック教会の紹介 

写真や、ご自分の子供時代やご家族のことなど交えながら話されました。イスラム教やヒンドゥ教の文化の中で少数派

であるカトリックの信徒が、自国特有のキリスト教を大切に育てられていることや、2，3 人の司祭で 5000 人ほどの信徒を

擁し、広大な範囲の教区の中で信徒が中心となって活動されている様子など説明されました。そして私たちに、真の日
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本の教会を目指す必要性を強調されました。沢山の質問などに丁寧に答えられながらとても有意義な講演でした。 

第二部では、現在の大船渡センター長としての立場から、現在の大船渡における活動状況と今までの支援に対す 

るお礼を述べられました。現状は当初の物資不足より心の問題に移行しつつあることを話され、私たちの姿勢に大きな

示唆を与えられました。 

梅雨明けの暑い日でしたが、50 人を超える方の参加があり心を一つにするミサができたことはとても嬉しい集いであ

りました。 

 

社会活動委員会 

☆ふっこうのかけ橋プロジェクト（8月2日～5日） みんなで成し遂げたプロジェクト。皆様の心にしっかりと大きな喜びと

充実感が広がっていると思います。沢山の思い出と喜びを持って帰られた福島の皆様の、明るい未来を願い、これ

からも祈っていきたいと思います。皆様のご協力に感謝いたします。 

☆8 月 19 日(日) クリスマスコンサート出演申込締切 

☆8 月 23 日(木)14:00～ クリスマスコンサート実行委員会 第 5 活動室 

☆９月  6 日(木)13：30～運営委員会  第 5 活動室 

☆9 月  9 日(日)14：00～ クリスマスコンサート実行委員会 交流部屋 (出演者スタッフ合同会議)  

☆10 月 ７日(日)14：00～第 4 回定例会 六甲教会  

 

広報委員会 

1. 6 月 30 日(土曜、10：00～11：15)、六甲教会において編集会議を行った。 

 【決定事項】 （次回委員会 8 月 11 日(土) 11：00～  於：住吉教会） 

（1）「ふっこうの架け橋」号外を 7月 7日（土）印刷（部数 1600）。7月 25 日、号外第 2弾を HPへ掲載。  

（2）つながり 50号、8月 11日(土)に印刷（印刷部数1600。予定より 1週間延期） 

     延期理由：1週間ずらすことで「ふっこうの架け橋」招待キャンプ(8/5 終了)報告ができる。 

リアルタイムで記事を掲載したい。 

（3）編集後記は何を書いても良いので、同じ人が書くのではなく、交代で書く。 

（4）内容、今までの踏襲。つながり 50号は 12ページ仕立て。 

2. つながり HP (http://catholic-kobe.org/) 

 ・各教会の HP よりつながり HP へリンクを張って欲しい。信徒の皆さんにも、お気に入り/ブックマーク/リンク等へ

登録、新つながり HPへアドレス変更をお願いします。 

3. 神戸地区広報委員会の役割(大きく分けて二つ) 

① 神戸地区の出来事を神戸地区内にお知らせする。これは神戸地区「つながり」の発行。 

② 神戸地区内のことを、地区内の皆様をはじめ、広く一般の方々にお伝えする。これは主に神戸地区評議会イ

ンターネット・ホームページの運営。 

③ 神戸地区広報委員会には対内的な役割と対外的な役割があります。方針として大阪大司教区と神戸地区、さら

に小教区との連携や連絡体制の充実ができるように取り組んでいます。 

 
青 年 会 

9 月 22 日（土）青年スポーツ大会があります。時間、場所等の連絡は、後日各小教区にお伝えしますので、

奮ってご参加ください。内容・・・球技大会、体力測定など楽しいことを色々計画しています！！運動が苦手

な方でも大丈夫です。（大学生以上の参加となりますが、学生の方は、交通費を負担します。） 
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北ブロックの活動 

１. ブロック再編について、三田教会としての信徒の意見を聞く機会を設けることになりました。 

２. 青少年委員会では、7 月 8 日（日）中川神父の引率で、ハンセン病療養所・長島愛生園を訪問。信者の皆さんと 

交流を行いました。 

３. 待降節・クリスマス準備会を 8 月中に発足させ、期間中の取り組みなどを検討していきます。 

４. 12 月 2 日（日）開催の「三田クリスマスのつどい」のプログラムを三田・篠山地域のプロテスタントの教会とで構成 

する準備会で話し合っています。 

 

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

8 月 14 日（火）19：00～ 三田教会合同追悼式 

   15 日（水） 9：30～ 聖母の被昇天の祭日ミサ。ミサ後、お祝いパーティー＆信徒交流会 

 17 日（金）～19 日（日） 大阪教区侍者練成会参加   

9 月 9 日（日） 9：30～ 敬老のお祝いミサ。ミサ後、お祝いパーティー 

 

東ブロックの活動 

期間中、東ブロックとしての活動はありませんでした。 

 

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

【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 

【信仰講座】 講座場所 : いずれも集会室 

 第 2・4 日曜日 11：00～入門講座 

           指導：赤波江神父  どなたでも 

 第 2・4 水曜日 18：30～入門講座 

           指導：オマリー神父 どなたでも  

                            

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

8 月 15 日(水)聖母の被昇天 19：00～ミサ＆パーティー 

8 月 17 日(金)~8 月 19 日(日)大阪教区侍者練成会 
於：愛徳学園 

9 月 2 日 (日)神戸地区宣教司牧評議会 14：00～  
於：住吉教会 

9 月 13 日(木）茶話会 10：30～  
9 月 16 日(日）敬老の日お祝い 9：30～ミサ＆パーティー 

 

 

 

六甲教会 078-851-2846 FAX 078-851-9023 

8 月 12 日(日)13：30 合同礼拝 於：六甲主聖堂 

      15 日(水)10：00 ミサ(聖母の被昇天)    

11:30 オルガンメディテーション 

その後、イグナチオ喫茶あり 

        18 日(土)17:00 ミサ 18:00～ 納涼の夕べ 

是非、皆さんおいで下さい 

        25 日(土) 8：00～ 聖書朗読リレー 

  9 月 2・9・16・23 日 第 22 回結婚準備セミナー 

                  いずれも日曜日、14：00～ 

※ 詳細は事務所まで、お問合せ下さい。 

     

22・23 日(土・日) 13：30～16：00 旧約聖書講座 

         講師：上智大学教授 雨宮 慧 神父 

※ 無料です。申し込み不要。 

   皆様のご参加をお待ちしております。 
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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 

 
 6月24日、鈴蘭台、兵庫、たかとり三教会合同で、

高橋神父さま、ブラットリー神父さま、シスター木

梨の歓迎会が、約150人参加のもと、たかとり教会

で行われました。 

 シスター木梨が挨拶の中で「中ブロックの司牧

者はコンゴ人（アニセ神父）ス

リランカ人（ブラットリー神父）

日本人（高橋神父、シスター

木梨）と国際色豊かなのに驚

いています。」と話されました。

司牧者の顔ぶれだけでなく、

中ブロックの集いはいつも国

際色豊かです。今回の歓迎

会でも、食卓にはベトナム料

理（春巻き、唐揚げ、ベトナムサラダなど）や日本

料理（おでん、焼き鳥など）が並び、おいしく会食

しながら皆が和やかに交流することができました。 

 たかとり教会はTCC（たかとりコミュニティセンタ

ー）の５周年を迎えた折に、これからの10年に向け

て「ちがいは元気！ こどもが元気！ たかとり元

気！」というスローガンを掲げています。いろいろ

な違いを持った人々が集まる教会。その違いが不

協和音を生むのではなく、

互いによく聴き合って、生か

し合って、豊かなハーモニ

ーを奏でることができるよう

に、そしてその中で子供た

ちが元気に育ち、みんなが

元気になれるように願ってで

きたスローガンです。 

 新しい司牧者をお迎えし、

三教会が協力し合い、中ブロックも元気！に活動

していきたいと思います。  

(たかとり教会 橋本千景)

日 時：2012 年７月 15 日（日）14：00～17：00 

場 所：カトリックたかとり教会 

出席者 Ｅｒ．アニセ、Ｓｒ.木梨、 

鈴蘭台 2 名、兵庫 2 名、たかとり 3 名 

【はじめの祈り】 

東日本大震災被災者のための祈り 

【議 題】 

１．国際協力の日のイベント、ミサについて 

９月２３日 10 時 30 分～12 時までミサ、 

12 時から 13 時まで昼食、13 時から 14 時まで

防災訓練を兼ねた運動会 

会 場：マリスト学院運動場、雨の場合体育館 

２．ブロック再編成について 

 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 各案について引き続き検討 

３．「ふっこうのかけ橋」プロジェクトと神戸地区平

和旬間行事のふれあい祭り参加について 

・４日の昼食担当について： 

 鈴蘭台は牛丼、兵庫はサラダ、たかとりはヨー

グルト 

４、堅信受堅者合同キャンプについて 

８月１７日から１９日姫路仁豊野の淳心の家で

行う。鈴蘭台４人、たかとり８人、兵庫１人、スタ

ッフ１２人、合計２５人。キャンプ以後勉強会。 

５・１２堅信式鈴蘭台で１０時合同ミサ。 

５、中ブロック通夜勉教会について 

９月までに各小教区通夜担当チームの組織

づくり。９月第２土曜日から勉強会を行う。  

６、大塚美術館ツアーの代表者について 

久宝さんにお願いする。 

【神父様より】 

ブロック再編成を考えても各小教区の場でどう

宣教するかを大切にしてください。 

【おわりの祈り】アヴェ・マリアの祈り 

次 回 ： ８月２６日１４時～ 鈴蘭台教会。 

◇◆◇中ブロック新司祭・シスター歓迎会◇◆◇ 
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西ブロック４教会連絡会（議事録） より 
日 時：6 月 17 日（日） 14：00～16：00 
場 所：カトリック北須磨教会 
出席者：春名神父、Sr.中尾、明石・垂水・洲本・北
須磨教会各評議会代表者計 9 名 
【議題】 
1．西区旧宣教拠点について 
・前回の連絡会議での決定を受けて、2012 年６月９
日（於：神戸市西区民センター）に、３教会（明
石、垂水、北須磨）それぞれの西区旧宣教拠点に
該当する地区の信徒と司牧チーム、シスター、各
教会の評議会代表者によるミーティングが開かれ
た。今回の連絡会議では、そのミーティングの報
告とそれに関する意見交換が行われた。 

・西区でのミーティングのテーマは、①みことばの
分かち合い（マルコ 16:15-20）、②宣教とは何か、
③今後の活動についての希望や提案の３点であ
り、参加者から活発な意見が出された。信徒一人
一人の日常の生き方がすでに宣教であり、互いに
愛し合うこと、愛を伝えることが大切だという意
見が多くの人から出た。また、これまでの家庭集
会や信仰講座、手芸サークル等で自由に本音や気
持ちを分かち合えたことによって信徒が成長し、
洗礼者も多く与えられてきたことが確認された。
司祭からは、宣教は小さいことや自分にできるこ
とから始めれば良いという励ましや、どのような
活動もその中心にキリストがおられるというお言
葉があった。今後の活動に対する意見として、小
活動の推進と連携（横のつながり）の強化、お互
いの情報の共有化、小さなグループ活動にとどめ
ず常にオープンなものにしていくこと、また、地
区のメンバー全体が集まれるような企画、子ども
たちのための活動、平日の集会祭儀やミサ、土曜
ミサ等を希望する声もあった。具体的なことは決
まっていない。 

・以上の内容から、今回の連絡会議では、今後９月
頃にもう一度このようなミーティングを開き、具
体的な活動について決めていくと良いのではない
かという意見が出た。また、活動の中心メンバー

 

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） 
 
8 月 12 日(日)北須磨教会評議会（ミサ後） 
8 月 15 日(水)聖母被昇天ミサ 10:00 

9 月  9 日(日)北須磨教会評議会（ミサ後） 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 

 
8 月 12 日(日) 淡路平和聖日集会 14:00～ 
                     会場：三原キリスト教会 
8 月 15 日(水) 聖母被昇天のごミサ 10:00～ 
          スイカ･パーティー バーベキュー 
9月 9日(日) 洲本教会評議会 
9月 30日(日) 集会祭儀 

 
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 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
8 月 12 日(日) 慰霊祭(ミサ中) 
8 月 15 日(水)  聖母被昇天祭(19:30) 
8 月 19 日(日) 市民救命士講習(11:00) 
9 月 8 日(土)   朝祷会(8:30) 
9 月 16 日(日) 恵老会(ミサ後) 
9 月 30 日(日) 合同堅信式リハーサル(ミサ後) 
 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 

 
8 月 12 日(日) 西ブロック 4 教会連絡会 14:00～ 
8 月 15 日(水) 聖母被昇天(死者追悼ミサ)11：00 
8 月 19 日(日) 集会祭儀 11：00 
8 月 25 日(土) ファミリーパーティー ミサ後 
9 月 2 日(日) 地区評議会 14：00～ 
9 月  9 日(日) 評議会 ミサ後 
9 月 16 日(日) 敬老のお祝い 
 
 
 
 
「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 

として働く人たち（世話役）が、固定化せずに、定期
的に交代していくことが望ましいのではないかとい
う意見も出た。 

2．10 月堅信式について 
日程：2012 年 10 月 7 日・会場：明石教会・堅信式後
は「お茶会」とする。 

3．信徒による通夜式について 
・４月から実施された信徒による通夜式での体験（良か
った点や反省点等）を踏まえて、通夜の司式者や世話
役による意見交換の場を持つことに決定した。日程は
司祭のご都合を聞いて決定する。 

・各教会発行の“通夜、葬儀に関する冊子”（例：『その
日のために』）について、内容が古くなり、信徒によ
る通夜式を含めて変わってきているので、教会合同で
新しいものに改訂していく必要がある。 

4．侍者錬成会（大阪教区）について 
・日程：2012 年 8 月 17 日～19 日・会場：愛徳学園・
人数：200 名・食事とお茶の準備：３教会で分担。17
日／北須磨、18 日／垂水、19 日／明石・予算：食事 1
回分５万円 

・お茶の準備：１日 200 リットル、愛徳学園で作って
冷やす。 

5．西ブロック４教会の行事マンスリースケジュール 
・４教会の月毎のスケジュール全体を司祭が把握しやす
くするため、垂水教会が４教会のスケジュール一覧表
を毎月作成することになった。この一覧表は毎月最終
金曜日に持たれる司祭会議で使用されるので、各教会
は自教会のマンスリースケジュール（翌月分）を、最
終金曜日の週の日曜日までに、垂水教会に届くよう送
付のこと。 

6．黙想会の日程変更について 
・垂水教会 黙想会 11 月 2 日 → 12 月 9 日へ変更。 
・洲本教会 黙想会 11 月 25 日に決定。 
7．垂水教会 創立 70 周年・献堂 50 周年 記念コンサー
トのお知らせ 
2012 年 8 月 26 日（日）13:30～15:00 垂水教会にて 
 
次回 8 月 12 日（日） 垂水教会：14：00～ 
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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 

※8 月 13～17 日、お休みします。ご注意下さい。 

☆祈りの集い 

毎週火曜 14:00～15:30 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 

※上記、3講座・グレゴリオ聖歌、8月中、お休み。 

 

兵庫・生と死を考える会  

 8 月 月例会 お休み。 

 9 月 8・9日(土・日)全国大会。一般の参加無し。 

事務所受付：火・木・金 10：00～16：00 

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

 

 

 

クリスチャンセンター神戸バイブル･ハウス 

●KBH 主催 講演会 高木慶子氏に聞く”生きる”シリーズ 

テーマ －有意義に人生を全うするためにー 

  日時： 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 

※1回目(7/16)の参加者は定員100名に対し96名の参加 

●大塚国際美術館バスツアー 10 月 27 日(土) 

システィーナ礼拝堂天井画完成 500 年記念 

「テレマンコンサート」＆み言葉の祭儀 

 池長大司教、松浦補佐司教、バチカン駐日大使ジョゼフ・ 

 チェノットゥ大司教同行。(詳細は後日チラシにて) 

●台湾巡礼の旅 団長：赤波江 豊 神父 

11 月 27～30 日（火～金）募集人員 45 名(詳細はチラシにて) 

●第 58 回聖書セミナー  8 月 28～30 日（火～木） 

テーマ：「聖書と外典・偽典」  講師： 新免 貢氏 

  参加費は一回１５００円（友の会会員、一回１０００円） 

※上記詳細は神戸バイブル･ハウスまで。 

東日本被災地支援チャリティーコンサート  

●「祈りの花束Ⅱ」 9 月 1 日(土) 14 時開演(13 時 30 分開場) 

  於：サクラファミリア（大阪梅田教会） 

  歌：こいずみ ゆり、 演奏：上邑 博、 前崎 史郎 

曲目：虹、アメイジンググレイス、他 

  写真・お話：片柳 弘史神父（イエズス会・六甲教会） 

  入場料：一般 2,000 円、中高生 1,000 円(前売り当日共) 

小学生以下無料（保護者同伴） バギー歓迎。 

  主催：「祈りの花束」実行委員会 

   協賛：オリエンス宗教研究所「こじか」編集部、女子パウロ会、他 

  お問合せ：E メール info@yurikoizumi.com FAX078-851-0332 

ｶﾄﾘｯｸ神戸地区だより つながり 
編集後記  うだるような猛暑の中、垂水にあ

る愛徳学園で、福島の子供たち十数名を迎え、

神戸の子供たちと合同キャンプが行われまし

た。8 月 4 日(土)の昼食に牛丼を提供しました。

水泳をした後でもあり、みんな食欲旺盛で、屈託

のない元気な笑顔を見せていました。松浦司

教、片柳神父とともに、午後の楽しいひと時を過

ごしました。                  (萬崎) 
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