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南 相 馬 を 訪 ね て
神戸地区社会活動委員会メンバー
Sr.佐々木・Sr.萩原・鈴木

なごむ小池長沼仮設の皆さん

9 月 3 日から６日南相馬に滞在。一番の目的は南相馬市鹿島区にあ
る神戸地区社会活動委員会と交流がある寺内第１仮設住宅とたかとり
教会が関わっている小池長沼仮設住宅を訪問することでした。カリタス
ジャパン原町ベースのボランティア登録を行って出発。
福島駅から 2 時間バスに揺られて宿泊する原町ベースに向かった。
一緒に乗り合わせた原町区住民同士が話されていたことを紹介しま
す。
「歯医者に行くのに一日仕事、バスは一日 4 便だから待ち時間うろう
ろして帰るのは夕方遅くなる。娘たちは東京に避難したので時々会いに
行く。津波で家を流された家族は一人月１０万、６人家族だったら６０万、いっそ流さ
れたほうが．．．。旅館は作業員でいっぱい。ハローワークで仕事があるけど隣町
の人たちが働いている。若い人は帰ってきたくても仕事がない。年寄りばっかりの町。
５年ほど前に小高、原町、鹿島が合併して相馬市になった、合併などしなかったらよ
かったのに。」

寺内第１仮設
南相馬市で一番早くできた仮設住宅、もともと市営住宅を建てる予定地だったため、上下水道、買い物、通
院への交通も整っている。Ａ棟には、４月まで警戒区域だった小高区民、Ｂ棟は津波の被害にあった鹿島区民、
Ｃ棟は津波被災の原町区民が居住するよう分けられていて、二階建ては多い家族用です。周りは顔見知りとい
う体制も落ち着きの要因かもしれないが、集会所には常設カフェがあり、毎日「ＮＰＯまごころ」の職員が派遣さ
れている。その職員は同じ仮設住宅に住む被災者。集まっている人は手作りをしながら会話しており、マッサー
ジ機を利用する人、本を読む人に優しく寄り添っているので、高齢者が安心して過ごせる様子でした。
小池長沼仮設で 4，50 人集会所に集まった人の声の一部
・津波に襲われ、着の身着のままで転々とさまよい７か所目の体育館で、自衛隊からおにぎり１個と水１本もら
った。そこからバス６台に分かれ新潟の文化センターで７か月過ごした。そこでは南相馬ミーティングがあり、
情報が入ったが、ここは情報がない。救えない、あきらめなさいと言われているような気がする。
・家は水もでない。５年帰れなければ住めない家になってしまう。建てた借金がある。中３の子どもに「住むとこ
どこ？」と聞かれても答えられない。将来が見えず、鬱になっている人も多い。原発の影響さえなければ、この
みじめさを伝えてほしい。過ちを繰り返さないために。
吐き出してくださることで、距離が少し縮まったのか、要望される事を話しに
こられた人もあった。
今年４月１６日警戒区域から避難指示解除準備区域の小高区に案内された
が、津波の被害があった所は、かっての様子が想像できない。立派な家が残
っていてもゴーストタウンだった。
現地で支えている NPO や,原町ベースへの支援も大切なことだと感じまし
た。
未だに被災したまま・・・
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祈 り の 宝 箱
「生活は祈りによって支えられている」
春名昌哉神父
「忙しくて祈る時間がない」という言葉をよく耳にします。確かに私たちの日常生活
は慌ただしく、分刻みのスケジュールをこなさなければならないこともよくあることで
しょう。そんな時、私たちは自分のことしか考えられなくなり、祈る時間がないと感じ
てしまうのではないでしょうか。
しかし私たちの生活は祈りによって支えられていることを忘れてはいけないと思い
ます。祈りの力によって私たちは神様からの恵みを実感していきます。それこそが
私たちの活力になっていきます。
私たちは「祈る」ということを、決まったお祈りを唱える、聖堂に行き静かな時を過ごすなど、日常生活から少し離れ
て神さまと対話するものと考えていないでしょうか。もちろんそのような時間を過ごすことは大切なことですし、必要な
ことです。それによって心身共にリフレッシュしてもっと良い活動ができるようになっていくことでしょう。とは言うものの
毎日のようにこのような時間を取ることができるかどうかはわかりません。
それならば私たちの生活そのものを祈りとして神さまにささげることが大切ではないでしょうか。祈りの心で生活し
ていくとき、私たちの心は豊かなものになり、多くの人々と協力し合いながら生きていく素晴らしい世界を作り出すこと
ができると思います。私たちがいつも祈りの心で生活していくことができるように励みましょう。

～ロザリオの祈り～
石田倫子（北須磨教会）
長年、単独あるいは家族と共に、時には信徒の集いで馴れ親しんできた大切な祈りですが、最近、前教皇ヨハネ・
パウロ二世使徒的書簡[おとめマリアのロザリオ]を読み、気持ちも新たにロザリオに向かっています。
単調な繰りかえしの祈りの中で、祈る側の私がどのような状況にあっても、その時宜にかなった導きがありました。
例えば、家族が問題を抱えた時には、清貧と苦難のうちに歩まれた聖家族が慰めとなり（喜びの神秘）、カナの婚礼
での奇跡は、聖母の執り成しへの信頼を深めました（光の神秘）。また試練の中でいつも右往左往しつづけている私
に、慈しみの神は、「受難」を通らなければ最終目標の「栄光」には入れないと諭して下さいました（苦しみの神秘）。
被昇天され、すべての人の母となられた聖マリア（栄えの神秘）は、時空を超えてルルドとファティマに出現されまし
たが、そのとき聖母の御手にはロザリオがかかっていました。ルルドの聖ベルナデッタには「私は無原罪の宿りです。
罪びとのために祈りなさい」と告げられ、ファティマの二人の牧童には重大なメッセージと共に「私はロザリオの聖母
です。ロザリオの祈りを毎日唱え、生活を改めなさい」と仰せになりました。
これらの啓示は、力ある者や知恵ある者にではなく、おとめマリアの似姿の
ごとく、穢れのない素朴で貧しい子ども達を選んで託されました。このことは
マリアのお告げの神秘と重なってきます（喜びの神秘）。
ロザリオを繰りながら観想していると、それぞれの神秘のひとつひとつに、
聖三位の神が宝石のようにちりばめられていることを実感するのです。
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２０１２年１１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：１１月４日（日）１４時 ～ １６時２０分 場所：カトリックたかとり教会
出席者：片柳地区長、赤波江神父、アニセ神父、中川神父、三宅議長、滝川副議長、 岩佐副議長、各小教区代表者
２２名、各専門委員会４名、エキュメニカル１名、（欠席）松浦神父
２．片柳地区長から地区評議会へのメッセ－ジ
・信仰年について：信仰年開始ミサが 10/14(日)カテドラルで行われた。信仰の光のシンボル、ロウソクを受取る。イベン
トに終わらせず、日常生活を通して信仰を根付かせ神の愛を受け止めたい。
・ブロックの再編について：現状維持。暫く様子を見る。
・青少年の信仰教育プログラム：各教会のプログラムに沿って実践する。
３．議 題
①審議事項
・ブロックの再編について ：現状維持。具体案が出た折に、皆で話し合う。
・信仰年の取り組みについて：各教会の実践が発表された。
②提案事項
・神戸地区評議会の規約について：規約に不備があり、来年の役員改選までに改定を行う。
③報告事項
・神戸地区大会進捗状況について：1 部ミサ、2 部イベントを行う。「信仰を生きる」信仰年との関わりはミサの中で行う。
ポスターは来年 1 月に配布。教会分担：献金⇒住吉。受付⇒たかとり。駐車場⇒洲
本。 アンケートまとめ⇒兵庫。
・「ふっこうのかけ橋プロジェクト」の今後：福島の子どもたちとの関係を継続したい。どんな形でも関係を続行したい。
・「高山右近」について：目的は右近の列福。関心のある方は「右近クラブ」へ参加下さい。
４．ブロックの活動報告
・明石教会：故クレニュー神父へのお心遣いに感謝いたします。再度山外人墓地に納骨します（11/5）
・垂水教会：11/23(金)、創立 70 周年・献堂 50 周年記念式典を行う。
５．委員会報告
①養成委員会（藤原） ・9/22(土)養成基礎コースを行う(62 名参加。多くの参加者より良かったという声を聞く。)
・11/17(土)聖体コース。於：住吉教会。講師：溝部司教・山本助祭
・2013/2/2(土)リフレッシュプログラム。於：神戸中央教会。集会祭儀司式者と病者訪問担当者は
3 年に 1 度リフレッシュプログラムを受ける義務がある。参加できない方の救済方法を検討中。
・「養成ガイドブック」2012 年度版配布。養成委員分のみ。地区評議会委員がこのマニュアルを理
解する必要あり。地区評議委員の「養成ガイドブック」理解方法を思案中。
②広報委員会（山本） ・つながり 52 号、総頁数 12 頁。原稿締切り 11/30(金) 印刷：住吉教会。
・各教会よりつながり HP へのリンクほぼ完了。
③青年委員会（内田） ・11/17(土)～18(日)黙想会 於：徳島教会 林神父様の講話と分かち合い。
於：中町教会(高知)JLMM のプログラムに参加。高松教区の青年と交流
・11/30(金)テゼの祈り、12/14(金)市民クリスマス、礼拝後、青年の集いに参加。2013/1 超教派の交流
６.その他 ①エキュメニカル（角田)
・11/27～30 台湾巡礼。団長：赤波江神父。・11/8・9・29

59 回聖書セミナー、講師：池長大司教。

・11/6～10 秋の聖書展。・11/8(木)18：30「耳で味わう聖書」 講師：山浦玄嗣先生。参加費 1,000 円
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・11/17(土)神戸バイブル･ハウスバザー。・12/4(火) キリスト教の世界シリーズ「このみことばが私を変えた」
講師：片柳弘史

・12/１(土)11 時～15 時 クリスマスランチョン 参加費は前売り 1,000 円、当日 1,200 円

・2013/2/8(金)～2/17(日)の１０日間 「神の聖ヨハネを訪ねるスペイン巡礼の旅」を計画。団長：池長大司教。
②第 54 回 市民クリスマス
・12/14(金)

於：カトリック神戸中央教会

＜今後の予定＞
・次回地区評議会：１月６日（日）１４時 ～ 垂水教会

・地区評役員会：１２月２８日（金）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
神戸地区養成委員会
１．10 月 7 日に開催された養成委員会で次のことが決まり、神戸地区評議会に報告しました。
①「聖体コース」を受講する集会祭儀司式者と病者訪問担当者が 3 年ごとのリフレッシュコースを兼ねることは取りやめ
る。
②その代り、2013 年 2 月 2 日（土）にリフレッシュコースを神戸中央教会で開催する。詳細については 12 月 9 日の養成
委員会で決める。
理由はリフレッシュコースを受講しなければならない対象者の人数が多く兼ねることは難しいことと、プログラム内容を
違える方が望ましいためです。
２．11 月 17 日「聖体コース」の開催
急遽会場変更になりご迷惑をかけましたが、住吉教会のご協力で無事「聖体コース」を開催することができ 67 名の参加
者を迎えました。現在は西陣教会におられる元仙台と四国の司教を務められた溝部司教様による、ミサと聖体について、
また信徒の役割について詳しくわかりやすく教えていただきました。とくにキリシタン時代少ない宣教師にもかかわらず
多数の信徒が活躍されたことを、東北地方の具体的な事例を交えて解説されたことは大変印象的でした。
午後は神戸中央教会におられる山本助祭によって、ミサの意義がキリストの生涯の想起（アナムネーシス）にあること
に力点を置いた説明に改めて参加者に感銘を与えたことと思われます。
最後に、溝部司教と赤波江司祭と山本助祭によって参加者一同の派遣のミサが行われました。

社会活動委員会

12・1 月活動予定

１．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』
日時：12 月 1 日（土）13：00～16：00 場所：神戸中央教会 聖堂
２．第 4 回定例会

於：兵庫教会

日時：１２月２日（日）15：00～16：00
14：00～15：00 ミニ学習会 テーマ：「続自死の現実を見つめて」
３．越年越冬活動

於：東遊園地南

日時：12 月 28 日（金）～2013 年１月５日（土）10：00～3：30
４．第 5 回定例会

於：たかとり教会

日時：１月 27 日（日）14：00～16：00（14：00～15：00 までミニ学習会実施）
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広報委員会
1. つながり 52 号編集 ①総頁数：12 頁 ②社会活動委員より投稿があり、P4 に掲載 ③印刷部数：1500 部
④印刷日：12 月 8 日(土) ⑤印刷場所：住吉教会から六甲教会へ変更
2. つながりＨＰ

①各教会からのつながりＨＰへのリンク、ほぼ完了 ②今後もつながりＨＰの充実を図る

青年委員会
1. 市民クリスマス 12 月 14 日（金）20：30～21：30 青年の集い（神戸中央教会集会室）教派を超えた仲間たちと楽しいひと時を過ごしましょう。
2. 1 月市民クリスマスで出会った超教派の仲間と交流会(日時未定のためお知らせは、青年委員会（belami）メールにてお知らせ致します)

黙 想 会
橋本 直人(神戸中央教会)
11 月 17 日～18 日にかけて、神戸地区青年会の黙想会で高松教区に行ってきました。まず、今年の 4 月に大阪教
区から高松教区に派遣された林神父様を訪ねて徳島教会を訪問しました。徳島教会では、林神父様指導の下『自分
の信仰をかえり見る』と言うテーマでお話を聞き、黙想と分かち合いの時間を持ちました。
普段は仕事や日々の生活に追われて、中々ゆっくりと自分を振り返る事が出来ないので、短い時間でしたが非常に
良い時間を持つ事が出来たと思います。
次に、高松教区の青年の集まりに参加する為に、高知県の中島町教会に向かいました。この集まりには、四国各地
から 20 名程の青年と諏訪司教様も参加しておられ、ブラザー八木の進行の下、海外でボランティア等色々な体験をし
た青年の話を聞き、分かち合いを行いました。ここでは様々な体験を共有し、同じ食卓を囲み 2 日間を過ごしたことで、
高松教区の青年と深いつながりを持つ事ができました。今回は高松教区を訪問させてもらいましたが、神戸地区だけ
では得られない貴重な体験とつながりを持つ事ができました。
これからも神戸地区青年会は、色々な企画を通して発展・成長していけるようにがんばって行きたいと思っています。
暖かいご支援・ご協力をお願い致します。
高橋 隆(兵庫教会)
「分かち合い」の素晴らしさを再確認した、とても恵み多い一泊二日だった。高知での青年交流会では海外で活動してい
る方々の活動報告を聞き分かち合いを行ったが、問題を認識し自分の頭でじっくり考え意見の交換を通して考えを深めるこ
とが出来た。徳島では信仰年に習って林神父様に、「今までの自分・信仰の振り返り」と題してお話を頂き、時間をたっぷり
掛けて今までの自分、そしてこれからの自分を考える非常に良い場であった。
山口 望(北須磨教会)
徳島教会では林神父様のお話を聞き、中島町
教会では高松教区の青年や JLMM の海外でのボ
ランティアの話を聞きました。若い時にそういう
色々な経験が出来て、素晴らしいと思う反面、羨
ましいとも思いました。今の私には、海外でのボラ
ンティア等する大きな勇気はありませんが、小教
区や教区また色々な自分のいる社会の中で、今
自分に何が出来るのかを考えるいい機会を頂い
た集まりでした。考えたことを、実行出来るよう
日々の生活を送りたいと思います。
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北ブロックの活動より
1 11 月 11 日ミサ中、2 人の子どもたちに七五三の祝福がありました。
2 11 月 11 日ミサ後交流会を開催。中川神父から「司祭修道者の高齢化・減少」についてお話を聞き、その後 30 名
ほどが参加して意見交換会をしました。
3 今年の待降節のテーマは、「信じ、生きる」～この素晴らしい喜びの時を分かち合う～に決定。待降節から主の公
現までの間、テーマに添っていろんな取り組みを行います。
4 2013 年度小教区年間テーマを引き続き、「祈りと交わり」に決定しました。
5 12 月 2 日、三田・篠山地区のプロテスタントの教会と合同で「三田クリスマスの集い」を開催しました。

三田教会 TEL 079-562-4404 FAX 079-562-9404
12 月 9 日(日)9：30 待降節黙想会 講話：中川明神父

25 日（火） 9：30 主の降誕の祭日 日中のミサ

ゆるしの秘跡

ミサ後、お祝いパーティー

24 日(月・祝)19：00 主の降誕の祭日 夜半のミサ

1 月 1 日（火）11：00 新年のミサ

ミサ後、お祝いパーティー

ミサ後 「成人のお祝いのつどい」(予定)

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

住吉教会

ミサ：日本語 毎日曜 9:30 英語 毎日曜 11:15

12 月 2 日（日）9:30 待降節黙想会 （溝部司教指導）

TEL 078-851-2756 FAX 078-842-3380

ポルトガル語 第一日曜 15:00～於：小聖堂

13 日（木）10：30

茶話会

インドネシア語 第二日曜 15:00～於：小聖堂

15 日（土）教会学校修了式とクリスマス会

韓国語 第三土曜 15:00～於：小聖堂

22 日（土）炊き出し

（12 月 23 日のミサは 19:00～バイリンガル）

24 日（月）主の降誕夜半のミサ（洗礼式）

信仰講座：どなたでも/講座場所：いずれも集会室

25 日（火）主の降誕日中のミサ

19：00

9：30

第 2.4 日曜 11:00～入門講座 指導：赤波江神父

2013 年

第 2.4 水曜 18:30～入門講座 指導：オマリー神父

1 月 1 日（火）新年ミサ（神の母聖マリア） 0：00 11：00

第 1.3 木曜 10:30～パウロの手紙 指導：オマリー神父

10 日（木）10：30

茶話会

12 月 9 日待降節黙想会、テーマ「信仰年」指導：赤松神父

13 日（日） 成人式(ミサ中）

2013 年東ブロック合同堅信式のための準備勉強会

六甲教会

１月 13 日①秘跡について（概論） ②洗礼について
2 月 10 日③堅信について

4 月 14 日

12 月 9 日（日）メサイヤコンサート 14：00 入場無料

④聖体について

3 月 10 日⑤ミサについて

TEL 078-851-2846 FAX 078-851-9023

23 日（日）クリスマス音楽の集い 11：00 入場無料

⑥赦し（和解）について

⑦共同体/教会について

24 日(月）主の降誕(夜半のミサ)16：30、19：00、21：00

⑧召命/使命/奉仕について

25 日(火)主の降誕ミサ 7：00、10：00

※ ひとつのお話は、約 20～30 分くらい。それぞれのお

2013 年

話とお話の間には、短い休憩時間を設けます。
※ 開始時刻：10 時 40 分

1 月 1 日（火） 新年のミサ 0：00、7：00、11：00

於：カトリック神戸中央教会

17 日（木） 阪神淡路大震災追悼記念ミサ 10：00

※ 集合・開始時間：10 時 40 分

※事務所の年末年始休業 2012/12/29(土)～2013/1/5(土)
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西ブロック４教会連絡会（議事録）
日 時：9 月 30 日（日） 14：00～16：00
場 所：カトリック明石教会
出席者：松浦神父、春名神父、垂水・北須磨・明石教会
各評議会代表者計 7 名
【議題】
１．神父様のローテーションについて
・ジェリー神父様の異動とクレニュー神父様の入院で
司祭２人体制で４教会を動くことになり、松永助祭、
アマド神父様に協力してもらう。
・このような体制での巡回で洲本のミサは 16：00 とな
る。
・司祭も忙しく急な仕事が入れば変更がある。
・12 月 31 日までのスケジュールを春名神父にて作成
し各教会間の調整を討議する。
２．西区宣教の経過報告
・23 人が出席し、日曜日は参加できない人が参加し、
なごやかな雰囲気でした。
・これからも第１木曜日実施。
・聖書 100 週間などの勉強会を行う。
9/15（土）2：00 北須磨教会にて反省会をします。「葬
儀のしおり」についても協議します。
３．「信仰年」の取り組みについて
・神戸地区は滝川さんがローソクを奉納して、持ち帰
り、住吉教会より順番に１か月ぐらいの間隔で回
す。
・教区よりレジメが配布されるのでそれを参考に各教
会で取り組みを考える。

明石教会

TEL

911-6330・FAX 913-6900

より

＜案＞
- ミサの前にロザリオを唱える（垂水）
- 年を４つに分けて目標をきめる(北須磨）
- 黙想会のテーマにする（垂水）
- 高山右近について勉強する（松浦神父様）
４．堅信式について
・経費については３教会で案分する。
・菓子の購入は明石教会に一任する。
・写真撮影を行う（堅信者には無料で配布）。
・10 月 6 日堅信式準備 13 時より明石教会テーブルセット。
・北須磨教会、垂水教会は９時より２名応援する。
５．監査について
・監査日時 10 月 21 日（日）
・相互監査とする。
垂水教会と北須磨教会
洲本教会と明石教会
６．死者のための意向ミサについて
松浦神父様より、主日のミサはそこに集う人々を始めす
べての人のために捧げられるもので特定の故人のため
のものではない（教会法による）
そこで神戸西ブロックでは、特定の故人のための意向
ミサは平日にのみ行うことにする。
命日にあたるなど日曜日に特別に祈ってほしい方たち
のためには、共同祈願の中で祈る
☆次回 12 月 16 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）

12 月 2 日(日)
馬小屋設置 大掃除
12 月 15 日(土) 日曜学校お泊まり会 13:00～
12 月 16 日(日) 聖劇
12 月 24 日(月) クリスマス･キャロル 19:30～
主の降誕夜半ミサ 20:00～交歓会
12 月 25 日(火) 主の降誕日中ミサ 9:00～交歓会
12 月 31 日(月) 年越しミサ 23:45～
1 月 1 日(火)
新年のミサ 9:00～
1 月 6 日(日)
成人の祝い ミサ 9:00～茶話会

12月 9日(日) 北須磨教会評議会 ミサ後
12 月 16 日(日) 黙想会・教会学校クリスマス会
名谷クリスマスキャロル 17:00
12 月 23 日(日) 西神クリスマスキャロル 17:00
12 月 24 日(月) 主の降誕 夜半のミサ 20：00
12 月 25 日(火) 主の降誕 ミサ 10：00
1 月 1 日（火） 新年ミサ 10：00
1 月 13 日(日) 北須磨教会評議会 ミサ後

垂水教会

洲本教会

TEL・FAX

12 月 2 日(日)
12 月 9 日(日)
12 月 22 日(土)
12 月 23 日(日)
12 月 24 日(月)
12 月 25 日(火)
1 月 1 日(火)
1 月 13 日(日)
1 月 20 日(日)

707-4434

評議会 ミサ後
共同回心式
指導司祭：酒井神父様
クリスマスキャロル 17：00
垂水駅前
クリスマス子供ミサ 11：00
教会学校クリスマス会 ミサ後
ご降誕 夜半ミサ
19：30 キャロル 20：00 ミサ
主の降誕 ミサ 11：00
新年ミサ 11：00
評議会 ミサ後
新成人のお祝い 11：00
ミサ後 新年会

TEL

0799-24-5144

FAX

23-3664

12 月 2 日(日)

共同回心式 14:00～
講話15:00～ ミサ16:00～
合同クリスマス(淡路島内有志キリスト教会):
12月9日(日) 評議会
12月16日(日)フィリピン･デー
(フィリピンの人たちのミサ)16:00～
12月24日(月) 聖夜ミサ 19:00～ パーティー
12月25日(火) クリスマス･ミサ 16:00～
1月1日(火) 元旦ミサ 16:00～
1月13日(日)一致祈祷集(淡路島内有志キリスト教会)
西ブロック内のミサ
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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

セント・ポール神戸（聖パウロ書院）

兵庫・生と死を考える会

神戸市中央区加納町４－１０－２４＜木曜定休＞
TEL: 393-7755 FAX: 393-7756 営業時間 10:30～18:00

☆12 月例会 日 時：12 月 16 日(日) 13：30～15：00
テーマ：「忘れ得ぬ人々―患者さんから学んだこと」

クリスマスに向けてのグッズ、各種クリスマスカード、
2013 年用手帖、カレンダー等を用意致しております。
御来店をお待ち致しております。

講 師：人見 滋樹氏 京都大学名誉教授
高槻赤十字病院前院長
日本ｶﾄﾘｯｸ医師会会長
※ 講演会終了後、クリスマス会を開催します（参加費 300 円）
☆1 月例会 日時：2013 年 1 月 20 日(日)13：30～15：00
行事：メモリアルサービス「亡くなれた全ての方に捧げる
祈りと音楽の集い」
講師：高木慶子 本会会長・上智大学特任教授
上智大学グリーフケア研究所所長
堀 早苗 本会理事・兵庫県音楽療法士会顧問
堀 彩 音楽療法士
場所：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会(阪急六甲駅北へ徒歩 8 分)
参加費：一般 700 円 会員 500 円
【お問合わせ】兵庫・生と死を考える会 TEL/FAX：078-805-5306

●信仰年について
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。
☆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

越年越冬活動
日時：12 月 28 日(金)～2013 年 1 月 5 日(土)10：00～3：30
場所：東遊園地南(ｶﾄﾘｯｸ当番日 1/1(火)と 1/5(土)です)

第 54 回 市民クリスマス
■あなた方に平和があるように（ヨハネ福音書 20 章 19 節より）
☆日時：2012 年 12 月 14 日（金）1.キャロリング/17：00～18：30
2.子どもプログラム/17：30～19：15 3.ホッとタイム/18：00～19:15
4.祈りと祝福のとき/19：30～20：30 5.青年の集い/20:30～21：30

クリスマス音楽の集い

日時：12 月 23 日(日)13：00 於：六甲教会(主聖堂)
※入場無料(会場にて東日本大震災被害者のための募金有)

☆メイン会場：ｶﾄﾘｯｸ神戸中央教会

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

☆聖書と教会の歴史を訪ねて（10 周年特別企画）

・「神の聖ヨハネを訪ねるスペイン巡礼の旅」2013 年 2 月 8 日(金)～2 月 17 日(日) 団長：池長大司教
☆第 60 回聖書セミナー 2013 年 1 月 8 日(火)～1 月 10 日(木)「聖書のみことばに聴く」 講師：榎本恵アシュラムセンター牧師
☆キリスト教一致祈祷週間 2013 年 1 月 12 日(土)14：00～16：00 於：神戸バイブル・ハウス
☆テレマン・アンサンブル チャリティーコンサート 2013 年 5 月 12 日(日) 於：ｶﾄﾘｯｸ神戸中央教会

編集後記

ｶﾄﾘｯｸ神戸地区だより

早いもので 12 月、待降節に入りました。

つながり

10 月から「信仰年」がスタート、今年は新たな気持ち

発行日

2012 年 12 月 9 日

でクリスマスを迎えたいと思います。これからも神戸

号

数

Vol.2

地区や各小教区での活動状況など、色々な情報を皆さ

発

行

ｶﾄﾘｯｸ大阪大司教区神戸地区評議会

まのお手元に届けることができるように、編集部一同

発行責任者

片 柳 弘 史 神 父

頑張っていきます。2013 年も神戸地区にとっていい年

編

神戸地区宣教司牧評議会広報委員会

でありますように。

集

（仲孝之介・三田教会） ホームページ
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クリスマスと新年のミサ案内
神戸地区・および近隣教会

教 会

ク リ ス マ ス
12 月 24 日（月）

新

12 月 25 日（火）

年（2013 年）

1 月 1 日（火）

洲本教会

19：00 春名神父

16：00 松浦神父

16：00 春名神父

明石教会

19：30 クリスマスキャロル 20：00 夜半ミサ

9：00

12/31 23：45 、1/1 9：00

11：00 松浦神父・松永助祭

11：00 松浦神父

垂水教会

19：30 クリスマスキャロル
20：00 アマド神父・松永助祭

北須磨教会

20：00 松浦神父

10：00 春名神父

10：00 春名神父

鈴蘭台教会

19：00

10：00

10：30

たかとり教会

19：00

9：00

12/30

19：00 ベトナム語感謝のミサ

12/31

23：30 日本語・ベトナム語

1/1

10：30

兵庫教会

19：00

9：30

10：00

神戸中央教会

19：00 バイリンガル

10：00 バイリンガル

10：00 バイリンガル

住吉教会

19：00

9：30

0：00

六甲教会

16：30 19：00 21：00

7：00 10：00

0：00 7：00 11：00

三田教会

19：00

9：30

11：00

玉造教会(カテドラル)

19：00 日本語

0：00 バイリンガル

0：00 バイリンガル

10：00 日本語 14：00 英語

10：00 日本語 14：00 英語

甲子園教会

19：00

9：30

9：30

仁川教会

18：00

21：00

10：00

0：00

10：００

夙川教会

17：00

19：00

10：00

0：00

11：00

芦屋教会

19：00

10：00

10：00

22：00 英語

20：30

22：00

11：00

無表示は日本語ミサ

今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。(ルカ 2：11)
神はその独り子をお与えになったほどに、この世を愛された。独り子を信じるものが
一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を
裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。(ヨハネ 3：16-17)
2012 年 クリスマス

画：鈴木 肇 氏（六甲教会）

