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「ふっこうのかけ橋」に感謝!
福島と神戸のあいだに固い信頼と友情の絆を結び、福島と神戸の両方に大きな
恵みを与えてくれた「ふっこうのかけ橋」が終了して、2 ヶ月が経ちました。参
加してくれた福島と神戸の子どもたちやお母さんたち、司教様方からたくさんの
メッセージが届いていますので、今号の「つながり」ではその中の一部をご紹介
したいと思います。

子どもたちの声
【福島から】
「たのしいキャンプ、たのしいうみ、
わくわくおまつり」安斎美沙(小 1)
キャンプはともだちがいっぱいいてあそぶ
のがこまりませんでした。キャンプはたのし
かったです。うみはやめられませんでした。
うみはたのしくてきもちよかったです。おま
つりでいちばんたのしかったのは、スーパー
ボールすくいがたのしかったです。
「たのしかったふれあいまつり」冨樫竜(小 1)
キャンプをかんがえてくれてありがとうご
ざいました。とてもたのしかったです。
いちばんたのしかったのは、ふれあいまつりです。ふれあいまつりでおもちゃやけしゴムやいろんな
ものをもらいました。また、ふれあいまつりをやりたいです。ほんとうにありがとうございま
した。
「七色のにじのように」横尾華怜(小 5)
3 年生の時に、東日本大震災が起こりまし
た。その時私は、学校で大きなゆれが起こり、
私は、校庭にひなんして、家族がむかえに来
るのを待っていました。みんな泣いたり、体が
ふるえていたことを今でもおぼえています。
今年の 6 月に、教会の人たちから、夏休み
に神戸ですごしませんかと言うお手紙がとどき
ました。最初は、知らない人達と、4 日間合宿す
ると聞いて、あまり行きたくないなと思いました。
でも、神戸に着いた時に、神戸はとっても明るく
て、きれいな街だなあと思いました。

神戸の大地震のあとが残る場所にまず連れて
行ってもらいました。わたしは、神戸にも、大
地震がおこった事を知らなかったのですが、こ
の様子を見て、神戸の人たちも、苦労したんだ
ろうと思いました。船に乗って、仲間たちとい
っしょに写真をとったり、話をしたりして、一
日目が終わりました。
二日目は、福島から 16 人と、神戸の 80 人以
上の小、中学生と、高校、大学生以上のリーダ
ーが集まり、大キャンプが始まりました。私は
とてもどきどきしていました。そのうち自然に、
話をして、仲間たちがふえて、どきどきしてい
た気持ちも、消えていきました。大好きなしっぽ取りゲームで、楽しくすごしました。三日目は、明石
大橋の近くの海に行きました。深いところまで行ってみました。海に入ったのは、二年ぶりでした。水
がしょっぱくて、冷たかったけれど楽しかったです。午後は、神戸市民の方々と、集いをして、ふっこ
うのかけ橋のテーマソングを歌って、一つになりました。最後の日には、明石大橋をわたって、淡路島
に行きました。しばふの上で、だるまさんが転んだや、ハンカチ落としをしました。このキャンプで、
グループのみんなと、本当に仲間になれてうれしい時間でした。そして笑いが止まりませんでした。ま
た私は、地震のこわさや、放射線のえいきょうの不安を忘れていました。お別れの時には、
「またきて
ね。」と神戸の仲間に言われました。
テーマソングの中の「ふっこうのかけ橋は七色にじのように、やさしくのびるよどこまでも。幸せを
はこぶために。
」の歌詩が大好きです。福島にいるわたし達が笑顔を持ち続けて、神戸のみなさんに感
謝しながら乗りこえて、いきたいです。心の中のかけ橋をこれからも大切にしていきたいです。
「福島県民として生きる」林由加子(中 1)
今回のキャンプでは本当に楽しかったです。海に入ったり橋をわたったりと、普段はできない、すば
らしい体験をすることができました。
私の一番の思い出は、神戸のお友達がたくさんできたことです。とくに女の子とはおしゃべりしたり、
遊んだりして過しました。また、各班のリーダーさんたちには本当にお世話になりました。いつも私た
ちの先頭に立ってくれて、とてもたよりになりました。私たちもまた福島と向き合うことができて良か
ったです。普段はそんなに放射能のことをよく考えたことはありませんでしたが、ビデオなどを見て、
考えさせられました。
これからも私たちは福島県民として生きていかなければなりません。また未来は子どもたちにまかさ
れつつあります。その中でどう放射能問題に向き合っていくのか、きちんと考えなくてはいけません。
だからこそ今回、このキャンプで神戸の人たちに、福島がおかれている現状を知っていただけて良かっ
たです。
「神戸の皆さんとともに」佐々木尚哉(中 2)
この度は自分たちのお仕事や、時間を犠牲に
して、福島の僕たちやお母さんのために、この
ような素晴らしい機会を作っていただきまし
て、本当にありがとうございました。僕は、神
戸の方たちとは 3 日間いっしょに過ごしてと
ても楽しい思い出をつくることができました。
僕は、初めて班の人たちに会った、8 月 3 日
のオリエンテーションで、みんなと打ち溶けら
れるかという心配で緊張していたのですが、神
戸の人たちと、自己紹介や、ゲームなどをして
いるうちに仲良くなれました。それから、ほか
にもたくさんのイベントなども用意してくれ
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て、本当に楽しかったです。
神戸の大人の方々は、僕たちの見えないところでも、朝、昼、晩と毎日 3 食しっかり作ってくれたり、
本当にお世話になりました。この 3 日間は本当に忘れられないものになりました。ありがとうございま
した。
【神戸から】
「すぐに仲良し」松田咲良(小 1)
キャンプで一番楽しかったことは、須磨
の海で砂遊びをしたことです。最初トンネ
ルを作ると言っていましたが、水風呂を作
ることにしました。そして水風呂にトンネ
ルをつなげました。そうすると、水風呂の
水がふえたりへったりでとてもおもしろか
ったです。
こころに残ったことは、福島のお友だち
とみんながホールで初めて会ってすぐに仲
良しになれたことです。とても嬉しかった
です。
キャンプから帰って、お母さんが初めて
離れた三日間だったから寂しかったでしょ？と聞いてくれましたが、わたしは全然さびしくなかったと
言ったので、わたしもみんなもびっくりしました。キャンプの二泊三日はとても楽しかったです。
「ふくしまのおともだちと」山本花美(小 3)
わたしとわたしのお兄ちゃんとふっこうのかけはしっていうプロジェクトにいきました。それで一ば
んたのしかったところは海にいったときです。
とても楽しかったです。もうひとつはおんせんにいったときです。たつのゆとたいへいのゆっていう
ところにいきました。ブドガムのおんせんにはいったりしました。わたしの思いでは、ふくしまのおと
もだちとあそべたのがとてもたのしかったです。ほかのおともだちとあえてうれしかったです。

「楽しかった海」十河愛(小 4)
私はふっこうのかけ橋キャンプで一番思い出に残った事は、海へ遊びに行った事です。なぜなら、福
島の友達と海へもぐり、とても楽しかったからです。福島の子ども達は、久しぶりの海でとても楽しん
でいる様子が見れて、うれしかったです。
「友だちいっぱい」古江勝海(小 5)
ぼくは、ふくしまの友だちがいっぱいで
きてうれしかったです。海でいっぱいで
きてうれしかったです。海でいっぱいお
よいだりなつまつりしてとてもたのし
かったです。
「元気な福島の子供たち」小林涼(中 2)
福島の子供たちは、私が想像していた
よりも、ずっと元気でした。みんなと仲
良くなれるかなという不安が、一瞬で消
えました。海で貝がら拾いをしたり、花
火の前のちょっとした時間で地面に絵
を描いたり、楽しかった思い出ばかりが
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残っています。
このキャンプの目的は、福島の子供たちに外で思いっ切り遊んでもらうこと。しかし、神戸の私達も
負けないくらい遊び、大きな思い出ができました。福島の方々に、キャンプを考えてくださったみなさ
んに、お礼を言いたいです。
「神戸と福島の絆」山本直樹(中 2)
今回の 2 泊 3 日はぼくにとって、大切な 2 泊 3
日でした。なぜかというと、このキャンプは、福
島からきた人達とすごしたからです。中でも 1
番楽しかったことは、海に入ったことです。海に
入ると、冷めたかったけど、だんだんと中に入っ
ているとなれてきました。砂浜では、山を作った
り城をつくったりして楽しかったです。最終日に
は、明石かいきょう大橋を見に行きました。そこ
の大きなかんらん車にも乗りました。ぼくたちが
乗ったのはぷーさんのぬいぐるみがありました。
とてもラッキーでした。この 2 泊 3 日で、ぼくは
福島と神戸の人たちの絆ができたと思います。
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司教様方からのメッセージ
「ふっこうのかけ橋」に参加して
大司教 池長 潤
8 月 2 日（木）には神戸で大きな期待が広がった日であった。福島の大津波と原発事故で、普通の人
間的な生活が奪われ、これまで毎日一緒に生きてきた家族からも引き離されるという未曽有の悲劇を多
くの人々が体験した 2011 年 3 月 11 日の出来事から現在に至るまで、放射能の危機のため、まともに野
外で過ごすこともできない日々を送っているとくに子供たちに、せめて数日だけでも、自然な生活体験
をしてもらおうと、カトリックの有志の青年たちが 40 名ほどの子供とお母さんたちを招待したのだ。
最初に行った場所は神戸港である。少し港を見たあと、ハーバーランドからコンチェルトに乗り込ん
で神戸港と大阪湾を見物し、その間 2 時間余りの間に夕食も楽しむという企画だ。コンチェルトに乗船
した時にまず驚いたのは、コンチェルトを運営する会社の社長・南部真知子さんや営業部長さんたちが、
突堤に来て、とくに福島からの大切なお客さんに手を振って送り出して下さったことだ。どれほど、い
ろいろな方が、被災地に心を向け、あたたかい応援をして下さっているかを改めて感じとったひと時で
あった。
食堂では、自由に席を選んだが、セルフサービスの食事の大皿を運んで下さる給仕の人たちも、細や
かな配慮を子供たちにして下さった。例えば、ジュースなども好みにあわせて持って来て下さったり、
料理にしても、何が食べたいかを聞いて、その場に誘導して下さったりが印象に残った。
こういうことで、子供たちは、神戸での初日から、とても楽しい体験をしたので大喜びであった。こ
れを見たお母様方ももちろんうれしくて仕方がない。お母様の中には、日本で結婚したフィリピンの方
も 8 名ほど参加していた。私も食事をしながら、彼女たちの日本での苦労話しやさまざまな経験談を聞
かせて頂いた。
船を降りた頃は、陸から船の明かりもきれいに輝いていたし、港のまわりもさまざまな光に照らされ
て、とても印象に残っている。私は最初の幾時間かを一緒に過ごせたことを非常に大きな体験として有
難く思っている。子供たちは、今も福島では野外で遊ぶことも大きく時間制限をされており、まして、
海だけではなく、プールで泳ぐことも禁じられて、この今年の特別に暑い夏を過ごしているのである。
明後日の海水浴も素晴らしいひと時になるだろう。このわずか数時間の彼らと過ごした時も、私には祈
りの時でもあった。
参加して感じたこと、願ったこと
補佐司教 松浦悟郎
子どもたちが笑顔で走り回る、海ではしゃぐ・・・。この当た
り前の光景がとても喜ばしく映り、いつまでも続いてほしいと願
いながら一日半、私も彼らと一緒に過ごしました。その中でいく
つか感じたことがあります。
まず、神戸地区が中心になってこのような企画を立て、多くの
協力者を得て実現したことはさすが神戸地区！と感心しました。
何よりも福島から子供たちや保護者たちを招くだけではなく、神
戸地区の子供たちも信徒もたくさん参加し、交流を深められたこ
と、また神戸内にあるカトリック学校や公立の高校からも多くの
高校生、大学生がかけつけてくれたことで、本当に大きな輪に広がっていき良かったと思います。今後
も生きたつながりが続くことを願っています。
それから、複雑な思いも正直に感じました。放射能という見えない毒に対する恐れはどれだけ子供た
ちの、また母親たちの心に大きな影響を及ぼしでいるのだろうかと。このことはそういう状況に自分が
置かれないと分からないことだと思いますが、子どもたちののびのびした顔から逆にそれを感じてしま
います。普通に外で遊べる、空気が吸えることさえ脅かされる文明とはいったい何だろうかと思わざる
を得ません。
このプロジェクトが、ここで生まれたつながりを育てること、また感じたこと、疑問に思ったことを
分かち合い、人間らしい当たり前の生活がおくれる社会を一緒につくっていこうとする連帯に育ってく
ことを心から願います。
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福島は今…
神戸からは知ることができない福島の現実、改めてお二人に語っていただきました。

苦しみの向こうにある希望
稲葉景(福島から東京へ避難中)
8 月中旬に福島市の実家に帰ってきま
した。4 月に東京に引っ越してから、GW
に続いて二回目の帰省。メインは息子の
駿の甲状腺検査でしたが（結果は先日到
着し、異常なしでした）、もう一つの目
的は離れてから半年経った福島の現状
を知ることでした。
今回は津波で被害にあった相馬にも
行ってきました。相馬市は福島市から車
で 1 時間くらいの場所です。私たちは家
族で年に 4、
5 回は海に泳ぎに行ったり、
魚を買いに行ったりと遊びに行ってい
た場所でしたが、震災のさいに津波で流
されてから 1 年以上経っても未だ足を伸
ばすことがなかった場所でした。
福島県は全国で 3 番目に面積の広い県で、太平洋側から浜通り・中通り・会津の三つの地域に分かれ
ています。相馬市は浜通りで第一原発からも近いのですが、放射線量は福島市よりも低い地域です。住
む分には問題はあまりないかもしれませんが、しかし漁業中心の町なので、原発事故の影響で近海での
漁をすることが出来ず、魚屋でも福島産のものはほとんど売っていないのが現状でした。
実際に見た相馬は、まさに「あったはずのものがなくなった」光景でした。いつも買い物に行ってい
た海鮮物商店や海鮮丼の美味しい食堂など、以前はあったはずの海辺の建物は跡形もなく、見晴らしが
良い平地になっていました。また、少し商店街から離れた場所では未だに取り壊すことができず、1 階
部分が津波で流されたままの建物も建っていました。以前を知っている私にとっては、この光景は悲し
いというより、うまく言葉にできない空虚感のような心の動きを感じました。被害を頭では認識してい
るけれど、現実であって欲しくない、という気持ちが現れていたのだと思います。
実家の福島市は中通りにあり、現在も放射性物質の影響で苦しんでいます。中間処理施設が未だにで
きていないため、1 年半経った今でも除染は進んでいません。今回、帰省したときにも線量計で家の周
りを測ったのですが、残念なことに私たちが引っ越した半年前と線量はほとんど変わっていませんでし
た。
しかし、福島市に住む人たちの意識は変わってしまったと思います。昨年は夏でも長袖長ズボン、帽
子にマスクをつけていた子どもたちは、今年は半袖半ズボンで歩いていました。マスクをしている子ど
もたちも極端に減りました。もちろん学校の校庭などの除染はされていますが、通学路などはまだ除染
されていない場所が多いのが現実です。とはいえ、実際、子どもたちにこの猛暑の中で長袖長ズボンを
強要するのは難しいですし、親も不安に慣れたというよりも、むしろ疲れた、諦めたという方が適切か
もしれません。見えない不安に脅かされる毎日、何も進まない除染などの対応に諦めを感じて、現実か
ら目を背けているという気がします。福島を離れた私は、この現状をもどかしく感じています。
目に見える被害、目に見えない被害。福島は今でも震災の被害に苦しんでいます。しかし、時が経つ
につれ、苦しみに慣れると、痛みや憤りさえ感じなくなってきます。もともと東北人は一般的に苦しみ
を言葉にせず、自分たちが我慢さえすれば･･･と思いがちな気質を持っています。福島の人たちは今も
続いている放射能の不安を現実として受け入れながら、自分たちに与えられた試練を生きています。苦
しみの向こうにある希望を信じることができるように、多くの人にこの苦しみを知っていたらければと
思っています。そして、「ふっこうの架け橋」が様々なかたちでこれからも互いに分かち合うことがで
きるための道となることを願っています。
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放射線の中で生活する福島市民の現状
江川幸子(コングレガシオン・ド・ノートルダム会員）
福島市に住む一市民として、聞き取りしたこと、私が実感していることをお伝えしたいと思います。
年齢、立場、健康状態によって各人の感じ方、受け取り方は違うので、市民の総意ではないことをお断
りしておきます。
１．市の対応
福島市としては、除染計画を提示し、市民への理解を求めている。モニタリングポストを３９１箇所
設置し、リアルタイムで放射線量の測定情報を市のホームページで市民に知らせている。水道水井戸水
などに含まれるセシウム濃度の情報を市民に公開している。また、今年 5 月中旬に市民の放射線に対す
る意識調査をし、この 9 月その結果を公開した。
２．市民生活の実情
１）除染についての不満
放射線量が高い地区（ホットスポット）に住むある主婦の方の話によると、「除染作業はしている。
初めは表土を１ｃｍ削っても線量が下がらず、また、掘り下げるなど念入りにやっているようであった。
しかし、期限が来年３月末という事で終了の期限が迫ってきたのか、この頃はそう丁寧でもなくなった。
問題は、削った表土を埋めるところがなく、自宅の敷地に埋めるようにといわれている。敷地が狭い家
庭の場合、埋める場所の確保に頭を悩まされている。」
２）食材について
放射線量の高い食材は、内部被爆となるため、かなり気を使っている。成長期の子どもがいる家庭で
は、子どもに飲ませる水も購入したものを使用しているところもある。野菜は生産地をチェックし、福
島県産のものは使用しない。市内の小学校の給食の食材は、毎回放射線量を測定している。
３）将来へ不安
成長期にある幼い子供ほど放射線の影響を受けやすい。この春に行われた、ホールボディカウタの結
果が出て、現在のところ健康に支障はないと言われてはいるが、ここに住み続けることにより、将来ど
んな結果が出るかは分らない。女児を持つ親で、将来結婚する時に、わが子が福島に住んでいたという
ことによる差別を受けるのではないかという心配を持っている人もいるようである。
４）子どもの健全な成長への危惧
ある小学校の例、「昨年は、校庭の表土改善後、放射線量は、それまでの１０分の１に下がったのに
もかかわらず、保護者の意見を考慮に入れ、授業のみならず屋外での体育行事は一切実施しなかった。
今年度に入って、戸外の運動を抑えることによる子どもの心理的ストレス、身体的成長、体力の低下に
危惧を感じ、保護者会での説明、親への理解を求める
通信、アンケートなど入念な調査の末、外での活動を
少しずつ増やしている。」しかし、幼稚園においては、
親の意見も様々あるので、子どもたちは、砂遊びを一
切していない。砂遊びをさせている幼稚園でも、時間
の制限がある。しかし、これを体験しないで成長する
ことの心配のほうが大きいと思われる。結果、幼児が
避難し、幼稚園、保育園の存続の危機に曝されている
ところもある。
このように不安の中にありながらも、意識調査によ
れば、約 8 割が福島市に定住を望んでいます。どうぞ、
福島市民が、安心して生活できる日が早く来ますよう
に、また、
「福島」が孤立してしまわないように、応援
をお願いいたします。
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神戸地区へようこそ!!
この秋から、神戸地区共同宣教司牧チームに若い二人の助祭が加わりました。垂水教会に住んで西ブ
ロックを手伝う松永敦助祭と、神戸中央教会に住んで東ブロックを手伝う山本英明助祭です。とりあえ
ず、お二人に自己紹介をしていただきました。

祖父の一言から始まった召命
松永敦(コンベンツアル聖フランシスコ会助祭)
初めまして。コンベンツアル聖フランシスコ修道会の助祭松永敦と申し
ます。生まれは大阪市で、育ちは三重県の名張市です。幼児洗礼で洗礼名
はステファノです。
私が司祭への道を歩むきっかけを与えてくれたのは熱心な信者だった祖
父です。
「敦。司祭にならないか。お前はむいている」
。
どういう話の流れだったのか覚えていませんが、高校 1 年生だった私に
祖父がそう言いました。当時は丁重にお断りしましたが、その言葉が私の
中に植えられた種となり、今育っています。
趣味は美術鑑賞とジョギングです。美術を通して信仰を深める方法を考
えています。昨年度は西宮市にある仁川学院高校で宗教科を担当しながら、
仁川教会で実習させていただいていました。なので、神戸には何度も来たことがあります。こちらでた
くさんのことを学ばせていただきたいと考えていますので、神戸地区の司祭、修道者、信徒の皆様、ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

司祭叙階に向けて
山本英明(大阪教区助祭)
大阪教区助祭の山本英明と申します。1975 年 9 月 9 日生まれで、今年 37
歳になります。血液型はＢ型です。出身地は愛知県豊橋市です。愛知県とい
いますと、名古屋を連想する方が多いと思いますが、名古屋がある尾張地方
と豊橋のある三河地方では方言すら全く違います。三河弁は名古屋弁の「だ
がや」とかではなく、語尾に「じゃん・だら・りん」を付けるのが特徴です。
ちなみに、豊橋の名物は一般的にはちくわですが、ゆたかおこしという和菓
子がお土産にはおすすめです。
9 月 1 日より、神戸中央教会に居住し、神戸東ブロック共同宣教司牧チー
ムの協力者として助祭研修をすることになりました。この研修を通して、司
牧の実践を学びながら、来春の司祭叙階の良い準備ができればと思っていま
す。そして自動車免許を取得する課題も与えられていますので、そちらのほうも追加講習を受けること
がないように頑張りたいと思います。
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祈 り の 宝 箱
沈

黙
ブラッドリー・ロザイロ神父

ある人が毎日聖体訪問をするために教会のチャペルに入って長い時間静止していました。このことに気づ
いた教会の神父様が彼のところに行って、 “あなたは長い時間沈黙を守っていますが神様があなたに何をお
っしゃっていますか”と聞きました。
彼は、“神様は何もおっしゃっていません。ただ聴いてくださっているだけです”と答えました。
神父は、
“じゃ、それならあなたは神様に何を言っていますか”と聞きました。
彼は、“私は何も言っていません、聴いているだけです”と答えました。

祈りの四つの段階： 私は話す、相手が聞く

相手が話す、私は聞く
両方とも話さない、両方とも聞く
両方とも話さない、両方とも聞かない
− これは沈黙です。

沈黙というのは神様と一致する時です。それは神との交わりを持つ時でもあると思います。忙しい日々を
送っている私たちは自分の生活の中でほんの少しの時間でも良いですので沈黙の時を持つことができたらと
思います。

わたしの祈り
中村 靖（兵庫教会）
私が祈り始めたのは、小学校に入る少し前です。｢観音様、お助け下さい｣と心の中で祈っていました。こ
の祈りは、いじめにあっているところを見た母が教えてくれました。心の中で祈っていると何事もなく友達
の中にいられたので、何かにつけて祈っていました。
母の親しい人にキリストの行われたことを話す人がいました。わたしの家が引っ越して話を聞けなくなっ
た母は、日曜日には教会へ行くようになりました。私も 5 年生の時教会へ行ってみると、ミサが終わってか
ら感激することがありました。それから私も教会へ行くようになり、観音様への祈
りをやめて、教わった朝夕の祈りをしていましたが、いつの間にかよほど困ったと
きだけ祈るようになっていました。
ある日のごミサの中で神父様が祈りについてお話しされました。祈る時は、願い
をことばにしてキリストに話しかける、というお話をされていました。
サッカーや野球の試合の中で、天に話しかけながらプレーをしている人を見かけ
ます。結果を出せると天に感謝をしている姿を見るのが好きです。
子どものころは観音様に祈っていましたが、今はキリストに話しかけることを心
がけています。
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2012 年 9 月度「神戸地区宣教司牧評議会」議事録抜粋
１．日 時・場 所・出席者
日 時：9 月 2 日（日）14 時 ～ 17 時

場所：カトリック住吉教会

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 21 名、
各専門委員会 4 名、一粒会 1 名、エキュメニカル 1 名、待者錬成会 2 名、『ふっこうのかけ橋プロジェクト』結果
報告 2 名、（欠席）アニセ神父、中川神父

２．片柳地区長から地区評議会への挨拶
・ふっこうのかけ橋プロジェクトが無事に終了したことに感謝。
・人事異動(ジェリー神父⇒加古川教会)洲本教会は司祭不在。松永助祭・山本助祭、神戸地区に派遣。
・ブロックの再編について
・教区主催侍者錬成会(神戸地区開催)の報告
・侍者錬成会三日間の簡単な流れと内容を報告

３．議 題
◎審議事項
☆ブロックの見直しについて（継続審議）
・今回の人事異動(ジェリー神父⇒加古川教会)で西ブロックが混乱。松浦司教から神戸地区全体の具体的な
意見提案要望あり。今後も見直すなかで小教区からの案があれば提出願いたい。

◎提案事項
☆「信仰年」の取り組みについて
・具体的行動をおこすことを勧められている。信徒の霊的な信仰の分かち合いを行い、信仰を深めることが
勧められている。司教団からの資料を参考に各小教区で進める。
☆「高山右近」列福推進委員会への派遣について：参加者募集（三宅議長まで）。

◎報告事項
☆「ふっこうのかけ橋プロジェクト」の結果について
・成功であった旨の報告。会計報告(配布資料参照)未完。剰余金は、アルバム・報告書・CD（テーマソング）・
DVD(（24 時間テレビからの収録分）などの作成費用にて当てる。Ｔシャツが多少残あり。希望の方は山野さん
まで。反省会経費を神戸地区より補助することを承認。
☆神戸地区大会進捗状況について
・前回実行委員会で時間の決定。
・葵連に対する謝礼（クリーニング代・交通費）５万円を承認。・ふっこうのかけ橋に関連を持った企画も計画して
いる。 ・次回実行委員会は、10 月 28 日六甲教会にて開催。
☆「二十六聖人の道」の結果について
・教区からの地図で 11 小教区の協力を得て終了。結果を長崎教区に送付済み。

４．ブロックの報告
西ブロック、西区のミサについては 9 月より、第１週の木曜日にミサを行う。
中ブロック、①「信徒による通夜司式」の勉強会を実施する。
②ブロックだけによる、国際協力についての話し合いを行う
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５．委員会報告
①養成委員会（藤原）
・7 月 16 日(月)「アジアの教会シリーズ」の結果報告。
・神戸地区養成プログラムの基礎コースと聖体コースについて具体的に決定。
・大阪大司教区事務局よりの要請：「識別養成コース」一人 18000 円(２泊３日)、宝塚黙想の家
②社会活動委員会（中村）
・「ふっこうのかけ橋プロジェクト」報告、協力に感謝。チャリティコンサートについての報告。
③広報委員会（山本）
◎ つながり 51 号に関して：巻頭特集 8 頁、総頁数は 12 頁。原稿締め切り 9 月 30 日(日)
印刷は、10 月 6 日(土)六甲教会。(印刷部数；1600 部)
◎つながり HP アドレスについて
・神戸地区５教会がリンク完了。未完の教会は教会の広報委員が担当者にお願いする。
・各教会のリーフレットを作成し、HP へアップすることになった。
・HP による連携や連絡体制の充実への取り組みを確認。
④青年委員会（内田）
◎活動報告：ふっこうのかけ橋・待者錬成会。９月２２日(土)にスポーツ大会を開催予定。

６.その他
①一粒会(蛭田)
・新規約(2012 年 4 月 1 日)について：司祭の医療・介護費用の援助、司祭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。
高松教区神学生援助金の報告⇒5 月 18 日に高松教区へ 510 万円を送金
・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)
・KBH 主催講演会 高木慶子氏に聴く『生きる』シリーズ
第 2 回目 9 月 17 日(月) 第 3 回目 11 月 3 日(土) 詳細については、神戸バイブル・ハウスへ
・大塚国際美術館バスツアー(10 月 27 日)
・台湾巡礼の旅について：団長・赤波江神父。11 月 27 日～30 日。
・第 59 回聖書セミナーについて
11 月 8 日(午前・午後)、11 月 9 日(午後のみ)、11 月 29 日(午前・午後) 講師：池長潤大司教
・秋の聖書展について：11 月 6 日～10 日までの間、神戸バイブル・ハウスにて開催。
・11 月 17 日(土)秋のバザー開催。
・市民クリスマス：12 月 14 日(金)、カトリック神戸中央教会にて行われる。
プレイベントとして『テゼの祈り』実施。11 月 30 日 19：00～20：30 於：神戸中央教会

＜地区評議会・委員会・今後の予定＞
・次回地区評議会：11 月

4 日(日）14 時 ～ たかとり教会

・地区評役員会 ：10 月 29 日(月）10 時 ～ 六甲教会
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☆ 養成委員会 ☆
1．9 月 22 日信徒養成基礎コースが神戸中央教会で行われました。参加者は 63 名になりました。教会の動きなど解
説があった後、聖書を読み内省し 8 グループに分かれ「信仰とは？」「教会共同体とは？」というテーマで分かち
合いをしました。終了後赤波江神父さまの「教会は生きている共同体で変化し続ける必要がある」との講評を得
て全員の祝福で 16 時に解散しました。
2．大阪教区では「識別コース」を開催し、養成委員の参加を呼び掛けられました。神戸地区宣教司牧評議会の了承
を得て神戸地区からは 5 名の参加を決定しました。コースは 9 月と 1 月に行われます。内容は「聖霊の導きを識
別しながらともに歩む教会」を目指して、導きを識別するための研修です。

☆ 社会活動委員会 ☆ 予定
10 月 7 日（日）14：00～15：00 ミニ学習会 「いのちをたいせつに ～生きる支えになるために～ 」
15：00～第４回定例会

場所：神戸中央教会

12 月 1 日（土）2012 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」
12：30 開場

13：00 開演

16：00 終了

☆ 広報委員会 ☆
10 月 6 日(土) 11 時より 『つながり 51 号』 印刷 (1600 部)。 於：六甲教会
各教会のＨＰより、つながりＨＰへリンクをお願いします。

☆ 青年委員会 ☆
9 月 22 日（土）聖トマス大学にてスポーツ大会が行われた。神父様(3 名)、シスター(1 名)、青年の 20 名程の参加とな
りました。belami 初参加の方も数名いて、新しい出会いもあり、とてもよい交流の場となりました。体力測定・バスケッ
トボール・ドッジボール等、体を思いきり使いスポーツの秋を満喫しました。参加された皆様ありがとうございました。
＜次回の予定＞
・10 月 14 日（日）14：00～中央教会に於いて会議

・11 月 17 日（土）～18 日（日）黙想会

黙想会は高松教区に行き、教会訪問・黙想会・洲本教会でのミサに与る予定。参加希望者は、10 月 31 日までに
belami メールに連絡下さい【大学生以上（18 歳以上）の方】。belami.kobe@gmail.com お名前・教会名・社会人か
学生かを明記の上、送信下さい。詳細は、各教会、belami メールにて、後日案内致します。宜しくお願い致します。

北ブロックの活動より
1 8 月 15 日、聖母被昇天祭のお祝いを兼ね、信徒の交流会を行う。そうめん流しやスイカ割りなど行い子ども
から高齢者まで楽しいひと時を過ごしました。
2 9 月 2 日、篠山「和みの家」に池長潤大司教様が訪問され、信徒数名と交流を持たれた。
3 篠山「和みの家」のミサが 10 月から変更になります。第 1・4 日曜日が第 2・4 日曜日になります。時間は 14：
30 からです。ご注意下さい。

三田教会

TEL 079-562-4404

10 月 21 日（日）11：00～14：00

FAX

079-562-9404

ふれあいバザー

11 日（日）9：30「七五三お祝いミサ」 ミサ後、信徒交流会

11 月 3 日（土）西宮・三田・猪名川方面墓地墓参

12 月 2 日（日）14：00 「三田クリスマスの集い」

4 日（日）11：00 カトリック三田教会墓地墓参

於：キッピーモール 6

10 日（土）神戸方面墓地墓参
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東ブロック会議 議事録
日時：2012 年 9 月 23 日(日)13 時 30 分～14 時 30 分

場所：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会

出席者：住吉：赤波江神父、滝川、君田、黒田。神戸中央：山本、臼井。六甲：松村神父、蛭田、河野、北上 （敬称略）
１．初めの祈り 松村神父
２．議題
（1）2013 年度合同堅信式について
日時：第１候補 2013 年 5 月 19 日（日）、第２候補 5 月 12 日（日）、時間はいずれも 10 時のミサで行う。
日時については司教様のご都合を確かめる。（松村神父）

場所：カトリック六甲教会

・ミサ後、パーティーは各教会が協力して行う。準備の勉強は各小教区で行う。事前勉強会は一週間前の日曜日（日時
は未定）の午後に行う。受堅者に外国人の参加があるか次回までに確認を行う。当日の駐車場使用について検討する。
（2）各教会での信仰年の取り組みについて
・住吉：日本 26 聖人の一人聖パウロ三木列聖 150 周年に当たり「殉教者の霊性を生きる」ということで 2015 年まで信仰を
深める機会を作っていきたい。12 月２日には溝部司教様を迎えて黙想会を行う。
・六甲：典礼奉仕者（集会祭儀司式者、聖体授与の臨時の奉仕者、祭壇奉仕者、先唱者、独唱者、オルガン奏者等）の集
いがそれぞれの役割ごとに行われるが、今年は「信仰年」をテーマに神父様の講話を聴き、分かち合いを行ってい
る。宣教部が秋の公開黙想会を予定している。
・神戸中央：役員会で検討中。
３．終わりの祈り 赤波江神父

次回：2013 年 2 月 17 日（日）13:30 神戸中央教会

神戸中央教会 TEL 078-221-4682 ＦＡＸ 078-221-4584
ミサ：日本語 毎日曜 9：30

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

英語 毎日曜 11：15

11 月 11 日（日）チャリティーバザー（9 時のミサ後）

ポルトガル語 第一日曜 15：00～於:小聖堂

18 日（日）七五三祝福式(10 時ミサ中)。

インドネシア語 第二日曜 15：00～於:小聖堂

ご希望の方は事務所まで。

韓国語 第三土曜 15：00～於:小聖堂

24 日（土）黙想会：六甲教会宣教部主催
『神さまからの無償の恵みを受けとるために』

信仰講座：どなたでも 講座場所：いずれも集会室

指導司祭：コリンズ神父

第２・４日曜 11：00～入門講座 指導：赤波江神父

10：00～六甲学院生徒研修所

第２・４水曜 18：30～入門講座 指導：オマリー神父

15：00～六甲教会聖堂にてミサ

第１・３木曜 10：30～パウロの手紙 指導：オマリー神父

昼食は各自持参・参加費無料

10 月 14 日(日)教会バザー、ミサはバイリンガル 10 時～

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

車の乗り入れは特別な事情のある方を除き、禁止。
10 月 27 日(土)ミケランジェロ展、大塚美術館へ行きましよう

10 月 6 日（土）炊き出し 9:30～

お問い合わせ： 山野和彦さんまで

11 日（木）茶話会 10:30～

11 月 6 日(火)ヨハネ会 50 周年記念ミサ。於:神戸中央教会

20 日（土）舞鶴教会、住吉教会へ巡礼訪問予定

時間などは事務所にお問い合わせ下さい。

（午前中のミサを希望）
21 日（日）セニョール・デ・ロス・ミラグロス

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

11 月 3 日（土）炊き出し 9:30～

11 月 3 日(土)祈りの道場 時間：10 時～16 時（15 時～ミサ）

4 日（日）祈念祭

場所：六甲教会主聖堂。指導司祭：英 隆一朗神父

8 日（木）茶話会 10:30～

会費：600 円（昼食代）申込締切：10 月 28 日（日）

11 日（日）東日本大震災復興支援バザー

4 日（日）秋の墓参（10 時ミサ後、教会出発）

18 日（日）ミサ中に七五三の祝福
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中ブロック協議会議事録
日

時 2012 年 8 月 26 日〔日〕

（3 教会合同 マリスト国際学校）

14：00〜16：30
場

・9 月 23 日〔日〕10 時 30 分〜12 時

所 カトリック 鈴蘭台教会

ミサ 12 時〜13 時／昼食
（各教会にて用意）

出席者 アニセ神父

イベント 13 時〜14 時

兵庫 3 名 たかとり 4 名 鈴蘭台 7 名

３． 中ブロック通夜葬儀勉強会

[はじめの祈り]

・毎月第 2 土曜日 14：30〜16：30

・東日本大震災被災者のための祈り
［議

（兵庫教会）

題］

４． 冠婚葬祭費用について

１． 堅信受堅者対象中ブロック合同キャンプ

・各教会の情報交換

報告

［神父さまより］

・8 月 17 日〜19 日の 3 日間、姫路仁豊野

・今後通夜に信者がどう取り組んでゆくか

淳心の家で行われた。

真剣に考え勉強して欲しい。

（たかとり 7 人、兵庫 1 人、鈴蘭台 5 人、

［終りの祈り］
・アヴェマリアの祈り

スタッフ 13 人 合計 26 人）

次回：11 月 8 日（日）14：00〜 兵庫教会

２． 中ブロック国際協力の日について

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

◆◇ 国際協力の日の合同ミサと交流イベント ◇◆
9 月 23 日（日）兵庫・たかとり・鈴蘭台三教

ミサの後はそれぞれの教会自慢のベトナム料

会合同で国際協力の日のミサ・イベントを須磨の

理、おでん、山菜ご飯やメキシコ料理等で楽しく

マリスト国際学校運動場で行いました。

昼食を取りながら交流することが出来ました。昼

折り悪しく前夜から早朝にかけてかなり雨が

食後は更に三教会の交流を深めるイベントを行

降ったため、運動場は所々

いました。5 人一組でゼスチ

泥と水たまりがありまし

ャーによる伝言を最初の人

たが、ミサの始まる前から

から最後の人に正確に伝え

陽も差し晴天となりまし

る伝言ゲーム（兵庫教会優

た。

勝）
、7 人一組で体重の軽い

アニセ神父・高橋神父に

人を袋の中に入れて走る搬

大阪教区から神田神父を

送ゲーム（たかとり教会優

お招きして午前 10 時 30 分

勝）
、男女一組がペアになっ

よりミサが始まりました。日本、ベトナム、イン

て竹の上を跳ぶバンブーダンス、そして最後は皆

ドネシア、フィリピン等、多くの国籍の信者が集

でフォークダンスをして終りました。

まり、日本語、ベトナム語の聖歌を歌い、最後は

来年も又、三教会が協力し合い元気で明るい国

ビリーブ で締めくくりました。また、マリス

際協力の日を分かち合いたいと思います。

トのブラザーラモンがあいにく体調を崩されて

（鈴蘭台教会 萬崎抗三）

おり、自室から祝っていただきました。
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西ブロック４教会連絡会（議事録）

より

日 時：8 月 12 日（日） 14：00～16：00
６．４教会スケジュール
場 所：カトリック垂水教会
松浦神父
出席者：松浦神父、明石・北須磨・洲本・垂水教会
・8/17～8/19 侍者錬成会
各評議会代表者計 9 名
・8/20～8/25 夏季休暇
【議題】
・8/26～8/30 司祭黙想会
１．クレニュー神父様近況・松永敦助祭様について
・10/14 信仰年カテドラル司教ミサ出席
・クレニュー神父様は病状も安定し、８月中は療
春名神父
養に専念される。
・8/17～8/19 侍者錬成会
・松永敦助祭様（コンベンツアル聖フランシスコ
・8/23～8/29 東北
修道会）が西ブロックの協力助祭として 8/20 に
レクダク神父
着任。住居は垂水教会。
・8/19～8/24 司祭黙想会
２．信徒による通夜司式の反省会について
・8/26～9/6 フィリピン
9/15（土）2：00 北須磨教会にて反省会をします。 ミサ変更
「葬儀のしおり」についても協議します。
・明石・8/19 山本助祭（集会祭儀）
・9/2 赤松神父・8/18
３．西区民センターのミサについて
～8/30 朝ミサなし
・当面、毎月第１木曜日にミサをすることに決定
・北須磨・8/26 松永助祭（集会祭儀）8/22～8/29 朝ミ
しました。第１回目は 9/6（木）14：00 です。
サなし
・会場費は３教会で分担する。
・洲本・8/21～8/30 朝ミサなし
・北須磨は西区の地区担当者が変わり、積極的に
堅信式
なった。明石も地区担当者が変わることを希望す
・9/30 リハーサル
る。
・10/7 10 時ミサ 献金⇒司教へ ミサ後お茶会 費
４．地区大会について
用分担
・テーマは「″Let’s Go 淡路島〟希望のかけは
次回司祭司牧チーム会議 8/31
し」。
７．侍者錬成会について
・会場は「しずかホール」洲本教会より車で１０
参加者が予定より少ないため、食事依頼数を 200 食か
分。
ら 150 食に変更。米は 10 升～11 升でお願いします。
９．その他・・・追悼ミサについて
・次回準備委員会は８/２６六甲教会。
主日に追悼のミサはできず、共同祈願で名前を読み上
５．ミサの司祭ローテーションの感想について
げるだけ。法事のつもりで日曜日に初めて教会に来ら
・それぞれの神父様の説教を聞く事ができ評判が
れた人にわかりにくい。
いい。
松浦神父より・・・教会法的には主日のミサは、特定
・垂水はミサ時間が遅くなり、ミサ前に各委員会
の故人のための追悼ミサではないので、司祭が唱える
の会議が出来、別に不満は聞こえない。
奉献文のなかに、特定の故人の為の祈りは入れられな
・洲本はレクダク神父により、外国の方の話を聞
い。そのため日曜日にしか教会に来られない遺族の
き問題があれば対応が出来る。
方々のために、共同祈願の中で先唱者がお名前を言う
・前日に神父様が到着されると信徒とゆっくり話
ことになる。ミサを個別に依頼された方のために、司
が出来るのでは・・・。
祭は平日のミサのときを利用して順次執り行ってい
・北須磨教会評議会に司祭が出席する為に、洲本
の午後ミサもありうる。
る。
10
21
14 00

明石教会

TEL

911-6330・FAX 913-6900

10 月 7 日(日) 合同堅信式 10：00～
10 月 28 日(日) 信徒総会 ミサ後
11 月 3 日(土) 死者ミサ・墓参 9：30～
11 月 25 日(日) 黙想会
指導司祭：片柳弘史神父様

垂水教会

TEL・FAX

707-4434

10 月 7 日(日)

合同堅信式（明石）10:00
（垂水教会のミサはありません）
10 月 14 日(日) 評議会 ミサ後
11 月 4 日(日) 舞子、ひよどり台合同墓参 14：00
11 月 11 日(日) 子供と共に捧げるミサ 11：00
評議会 ミサ後
11 月 18 日(日) ｸﾞﾚｺﾞﾘｱﾝ聖歌によるミサ 11：00
11 月 23 日(金) 創立 70、献堂 50 周年記念式典
10：30 松浦司教
「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 15

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 7 日(日) 西ブロック合同堅信式（明石 10～）
北須磨教会のミサはありません
10 月 14 日(日) 北須磨教会評議会 ミサ後
11 月 18 日(日) 七五三のお祝い・北須磨教会評議会
11 月 25 日(日) 東北支援バザー
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664
10 月 7 日(日) ミサ 16:00～
10 月 8 日(月) 神戸地区司祭･修道者たちの遠足
洲本教会へ。19 名
10 月 14 日(日) 秋の日帰り旅行
洲本教会のミサはありません。
10 月 21 日(日) ミサ 16：00～ 評議会
11月4日(日) ミサ19：00～ 墓地訪問
11月11日(日) ミサ 16：00～ 評議会
11月18日･25日(日) ミサ16：00～
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

神 戸 地 区 活 動 情 報
セント・ポール神戸（聖パウロ書院）

秋 の 黙 想 会

神戸市中央区加納町 4-10-24＜木曜定休＞

日 時：11 月 24 日（土）10 時～（15 時六甲教会聖堂にてミサ）

TEL:393-7755

テーマ：「神さまからの無償の恵みを受けとるために」

FAX:393-7756 営業時間 10:30～18:00

☆信仰年について

場 所：六甲学院生徒研修所

参考になる書籍の紹介、お薦めしたい本を準備しています。

指導司祭：ｺﾘﾝｽﾞ神父

昼食は持参・参加費無料。ご参加、お待ちしております。

☆祈りの集い

（主催：六甲教会）

毎週火曜 １４：００～１５：３０ どなたでも 担当：信徒

兵庫・生と死を考える会

☆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）

☆月例会

☆聖書入門講座

テーマ：「苦悩の中から見る希望」 講師：高木慶子氏

毎週月曜第 1・3 火曜 19：00～20：30 担当：片柳神父
☆キリスト教入門講座

場所：カトリック六甲教会
参加費：一般 700 円

毎週金曜 19：00～20：30 担当：片柳神父

会員 500 円

☆東日本大震災のチャリティーのための講演会

☆グレゴリオ聖歌を歌う会

日時：11 月 18 日（日） 13：30～16：00

第 2・4 月曜 18：30～20：30 入会資格：男性
入会金：2000 円

日時：10 月 21 日(日)13：30～16：00

タイトル：「勇気と希望の源泉」
講師：吉田俊雄氏 仙台教区サポートセンター釜石ベースボランティア

会費：2000 円(月）

小さな森東京主宰

担当：グレゴリアンチャントの会

高木慶子氏 兵庫・生と死を考える会会長、上智大学特任教授

市民クリスマス

上智大学グリーフケア研究所所長

☆11 月 30 日(金)プレイベント『テゼの祈り』

参加費：無料（講演会に参加された方々のお志を被災地

19：00～20：30 於：神戸中央教会

へお送りし、一助の支援とさせていただきます）

☆12 月 14 日(金)市民クリスマス 於：神戸中央教会
エキュメニカル活動

事務所受付：火・木・金 10：00～16：00 TEL&FAX 078-805-5306

クリスチャンセンター神戸バイブルハウス

☆10/9-12/4 キリスト教の世界シリーズ隔週火曜 19 時～

☆第 59 回聖書セミナー

☆10 月 27 日(土)大塚国際美術館バスツアー

11 月 8 日(1 日)、11 月 9 日(午後)、11 月 29 日(1 日)

☆11 月 3 日(土)“生きる”シリーズ③

☆秋の聖書展 11 月 6 日～10 日 於：バイブルハウス

テーマ：生きる

講師：高木慶子氏 13：30～

講師：池長潤大司教

☆11 月 8 日(木)18 時～「耳で味わう聖書」講師：山浦玄嗣氏

☆11/27～30 日 台湾巡礼の旅・団長：赤波江神父

☆11 月 17 日(土)秋のバザー 於：バイブルハウス

ｶﾄﾘｯｸ 神戸地区だより

編集後記

つながり
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そうです。加えて､オリンピックやパラリンピックが開かれ､神戸
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地区では、被災地の子ども達を招いての催しなど､暑さと共に

発

行

ｶﾄﾘｯｸ大阪大司教区神戸地区評議会

思い起こす感動の夏でもありました。日増しに秋の装いを深め

発行責任者

片 柳 弘 史 神 父

ていく自然の中で残り四分の一となった今年も充実したものに

編

神戸地区宣教司牧評議会広報委員会

したいと思います。(明石教会・福原茂幸)
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この夏は､日本で統計を取り始めて以来､最も暑い夏だった
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