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「ふっこうのかけ橋 2013」始動!
山野真実子(カトリック社会活動神戸センター)
4 月下旬に、福島を訪問させていただきました。今回の
訪問の目的は、野田町・松木町の両教会を取り巻く福島の
現状を知ること、また昨年、キャンプに参加された親子さ
ん達のその後を知ること、そして今年度の「ふっこうのか
け橋」キャンプに対する要望等の聞き取りが主な目的でし
た。
教会までの福島市街地の風景には、あまり変化を感じま
せんでしたが、荒地と化した公園の廻りに張り巡らされたロープに「あぶない！入いるな」と言う、板
に手書きしたような看板とも言えない粗末な札が強風にあおられていたこと、また、野田町教会の幼稚
園にも同じようなものが張り巡らされ、片隅にはブルーシートで覆われた 2ｍ角位の場所に園庭の汚染
土砂が埋められていることが目を引きました。幼稚園は閉園の予定にも関わらず、福島市内の保育所 5
ヶ所が県外避難児童続出のため 1 ヶ所に統廃合され、待機児童が増えたこと、また僅かながらも父親の
転勤等で福島入りした子ども達のために継続を選択されたとのことでした。福島市内は盆地のため、す
り鉢の中で汚染された空気をかき混ぜているだけで、決して安全になったとは思っていないけれど、こ
こで生まれ、育ち、福島が大好きだから、離れられないと言われた稲葉さんの眼差しが心に残ると同時
に、それ故生まれた家族間の断裂が大きな問題として影を落としている実情に痛みを覚えました。
わたしたちが参加したミサは丁度「こどもミサ」で、昨年の顔なじみの子ども達が侍者や朗読を当番
し、しっかり教会の一員としての役割を果たしていました。ミサの参加者がおとな、子ども合せて 60
～70 人位。その内 2～3 割位が外国籍信徒の方でフィリピンの方が殆どでした。
ミサ後、主任司祭から紹介を受け、信徒会長さんを始め大勢の方から、「去年は大変お世話になりま
した。今年も呼んでくださるのですか？」とまるで自分の家族が世話になったかのような挨拶を受けま
した。説明会ではお母さん達、子ども達から、今
年の取り組みについて活発な質問が出され、新た
に参加したいという親子さんも何組かおられま
した。
今年度の取り組みは、昨年のような大掛かりな
ものではなく、神戸地区の小教区キャンプへの参
加が主になります。特別参加として、山口教会と
箕面の大阪聖ヨゼフ宣教修道会からも協働の申
し出があり、広がりを見せています。今年も、皆
さんのご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

～福島県南相馬市を訪ねて～
片柳弘史(イエズス会)
東京電力福島第一原発での事故発生から 3 週間
後に福島県を訪れたとき、住民たちの口からこんな
怒りの言葉を聞いた。
「毎日のように福島は危険だと報道されているけれ
ど、冗談じゃない。私たちはここで普通に暮らしてい
るんだ。」
この時点ですでに、わたしたちの間に大きな意識
のずれが生じ始めていた。政府の示す安全基準に
疑問を抱き、福島は危険だと考える人々と、安全基
準を信頼し、福島で生活することは可能だと考える

とは、ある意味でそういうことだ。福島の一日も早い

人々の間に生まれる意識のずれ。事故発生から 2 年

復興を願う人々は、これからも子どもたちを原発のす

2 ヶ月が過ぎた今年 5 月、福島を再び訪れて感じた

ぐ近くに呼び戻すための努力を続けることだろう。

のは、このずれが、狭まるどころかますます広がって
いるということだった。
そのことを特に強く実感したのは、原発から 20 キロ

一方で、先生方の懸命の努力にもかかわらず、避
難指示の解除後、この学校に戻ってきた生徒の数は
以前の半分くらいだという。放射の危険は、空中の

の地点で再開された小学校の校庭を訪れたときだっ

放射線だけでなく、内部被曝によってももたらされる。

た。校庭では、半そで半ズボンの子どもたちが元気

政府の安全基準を満たしたとはいえ、高濃度に汚染

よくサッカーをしていた。校庭の空間線量は、除染に

された地帯のすぐ隣に子どもたちを住まわせてよい

よって 0.1μSv/h 以下にまで下がっているので、校庭

のだろうか、そう迷う親御さんたちが多かったとして

で遊ぶことにはまったく問題がないとの説明だった。

も、それはもっともなことだと思う。
福島の一日も早い復興を願う人々の思いと、子ど

この小学校の校長先生はマスコミの取材に対して、
「復興とは子どもが生活して学ぶ環境を取り戻すこ

もたちの健康を心配する人たちの思い。ずれ続ける

と」と語ったという。その言葉には説得力がある。福

二つの思いを、どう受け止めていくことが最も福音的

島を復興させるためには、子どもたちが安心して暮

なのだろうか。イエスならば、この事態に直面してど

らせる環境を取り戻さなければならない。子どもたち

う行動するだろうか。
イエスなら福島の人たちに向かって、「土地への執

がいない地域には、未来がないからだ。政府の安全
基準を満たすために最善の努力をし、満たしたなら

着を捨て、ただちに避難せよ。命が一番大切だ」と言

ば子どもたちを積極的に呼び戻す。福島を復興する

うに違いないと考える人もいる。だが、先の見えない
苦しみを味わっている人々がいるときイエスが真っ
先にしたのは、人々を裁くことではなく、その人々の
苦しみに寄り添うことだったことも思い出したい。
人々の苦しみに寄り添いながら、その人々のために
神の救いを願う、おそらくそれが最も福音的な対応
だろう。私にでるきることは限られているが、現地の
人々の声に十分耳を傾け、彼らの気持ちに寄り添い
ながら、放射能という正体不明の敵に立ち向かって
いきたいと思う。
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鈴蘭台教会

三竹

洋一神父

中村

英明神父

神戸地区の皆様 こんにちは 私は今年の 4 月に新しく鈴蘭台教会に来まし
た。1937 年 9 月 11 日生まれで、出身は東京都渋谷区です。1964 年東京オリンピ
ックの年に 27 歳で叙階しました。この自然豊かな鈴蘭台の教会で宣教と司牧を
通して、教会が元気で生き生きと、また信者が一人一人福音宣教を大切にして新
しい沢山の人々と交じり合い、一人でも多くの人が教会の門をたたいていただく
様努力すること、それが教会の責務だと思っております。

神戸中央/住吉教会

再び自己紹介をということなので改めて、司祭に叙階された山本です。昨年 8 月より、助祭として神戸中央教
会、住吉教会にお世話になり、叙階にむけての物心両面での準備までしていただき、本当に感謝しております。
再び協力司祭として両教会にお世話になることになりました。司祭として新たな地でスタートするべきだったほう
が良かったのかもしれません。「山本神父」、「山本さん」と言われるよりも「山本司祭」と呼ばれる回数が多いの
は、昨年まで「山本助祭」と呼ばれていた名残があるからでしょう。まだまだ「神父」といわれるような父親的存
在になれていないので、むしろこの呼び方は的を得ているのかもしれませんが、この斬新な呼び方は助祭から
司祭になる過程を目の当たりにした皆様の戸惑いのあらわれであり、その戸惑いを感じつつも、司祭として自
覚を持つ、ここが私にとってもう 1 年ここで働くことになった不利な点でしょう。なにわともあれ今後ともよろしくお
願いします。

内橋 有三(明石教会)
垂水教会の三宅さんの後任として明石教会の内橋が神戸地区宣教司牧評議会議長になりました。私に取っ
て誠に重い大役ですが、“御心のままに”と心に刻み全霊を尽くす所存です。
日本での人口構成がますます高齢化社会に向かっており、教会に来られる信徒の多くは 60 歳以上の方が多
くなってきています。この方々は神父様、シスター、修道士、を中心に信仰心を積み上げてきた信者の方々です。
その方の思いを大事にする教会になればと願っております。又現在は少子化では有りますが、ミサに授かる子
供たちが自主的に侍者をしてくれる事大変嬉しく思います。
今後はこの子供たちのため教会に来やすい環境作る様に初聖体 御復活 クリスマスその他の行事を含め
神父さまやシスター方 修道士の方々の協力を得て信徒の信仰の輪を広げることが出来ればと願っております。
御聖体の前においてはなにびとも謙虚で世界の何処に居てもイエズス様の身体をいただき、“よきサマリヤ人”
のように 周りの人に“愛、思いやり”の有る信徒の集まる教会になればと願っております。
地区長、始め神父様、シスター方、修道士の方々、各教会の委員の皆さんの協力無くしてこの評議会議長の
大役全うすることは出来ません、皆様の一層のご指導とご協力を心よりお願いいたします。
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神戸地区宣教司牧評議会 新メンバーのご紹介
２０１３年度神戸地区評議会メンバー一覧表（２０１３年５月現在）
ブロック

所属

担当
議長

明石

氏

名

内橋 有三
福原 茂幸

書記
洲本

出嶋 重夫
谷間 秀樹

西ブロック

三井 武志(議長)
垂水

黒森 輝美(副議長)
藤原 剛( 〃 )
会計

北須磨

髙橋 豐
片山 よし子
寿賀 穂(議長)

たかとり

PHAM・VAN・CU(副議長)
橋本 千景( 〃 )
会計

中ブロック
兵庫

脇田 英二
久宝 実
中井 迪代

鈴蘭台

東ブロック

副議長

神戸中央

山本 雄一

六甲

飯塚 和彦

住吉

副議長

氏家 友三
滝川 晃

書記
北ブロック

椿館 正

三田

富山 順己
立花 昌子
西村 房代

地 区 長

Fr.片柳 弘史
Fr.松浦 謙(西Ｂ)
Fr.アニセ (中Ｂ)

司祭・修道者

Fr.赤波 江豊(東Ｂ)
Fr.中川 明(北Ｂ)

広報委員会代表(旧)
〃

山本順子(六甲)

(新)

福原茂幸（明石）

養成委員会代表

藤原 泰(六甲)

青年委員会代表

内田 麻美(鈴蘭台)

社会活動委員会代表

中村 真人(三田)

〃

事務局

長瀬 三千子(六甲)

社会活動神戸センター代表

山野 真実子(神戸中央)

一粒会神戸地区代表

蛭田 武(六甲)

エキュメニカル担当

角田 正治(北須磨)
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2013 年 5 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：５月５日（日）１４時 ～ １６時３０分 場所：カトリック三田教会
出席者：片柳地区長、赤波江神父、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１９名、各専
門委員会代表、エキュメニカル担当、『ふっこうのかけ橋』担当（欠席）アニセ神父、一粒会神戸地区代表
２．片柳地区長から地区評議会へのメッセ－ジ
☆２年間地区長を務めさせていただきました。５月末で任期が満了し、６月には新しい地区長が選ばれると思いま
す。みなさんと一緒にいろいろ取り組んで来ましたが、ふっこうのかけ橋プロジェクトの取り組みが印象に残って
います。福島の復興はまだまだ何ら変わっていません、今後も継続的な取り組みを行っていきたいと思います。
みなさんのご協力に感謝します。本当にありがとうございました。
☆司祭協議会では、毎回信仰年の取り組みについての報告が行われています。大きなイベントはありませんが、
信者さん一人一人が信仰を見直す機会になればと思います。
３．新役員紹介
議長；内橋 有三(明石教会)
副議長；氏家 友三(住吉教会)、田中(鈴蘭台教会)
会計；脇田 英二(兵庫教会)、高橋(北須磨教会)
書記；出嶋 重夫(洲本教会)、富山 順己(三田教会)
監事；寿賀 穂(たかとり教会)、飯塚 和彦(六甲教会)
４．議 題
◎審議事項
①２０１２年度決算及び２０１３年度予算について
・担当から各項目について配布資料にて説明があった。２０１３年度予算では次期繰越金がタイトになって来て
いるため、各小教区負担金合計を１００万円と１２５万円の２案の提案があり、審議を行った結果、１２５万円
案で了承された。(詳細は配布資料参照) 尚、納付は、５月３１日(金)までにお願いします。
②神戸地区評議会規約改正について
・現規約は、２０１１年４月２１日に池長大司教様承認に頂いたものです。
各ブロックからの司祭参加ローテーション、地区評回数の減少、などについて、７月開催の地区評でさらに検
討を加えて行きます。
◎提案事項
①平和旬間行事について(社会活動委員会)
・例年通り（８月開催）地区評として支援して行くことで進める。
具体的案を７月の評議会で提案しますが、各小教区から何か提案あれば紹介願いします。
②典礼委員会について
・教区から典礼について提案がありましたが、地区評としては現在養成委員会がありその会と重ならないか懸
念された。養成委員会からは「養成と言うものが勉強会になりすぎている。本当はイエスキリストとの出会い
方が大事なのに勉強会、講習会的になっている」と言うような反省が出てきている。キリストとの出会いを大
事に、また勉強会というよりコミュニケーションが大事と考えます。
・神戸地区評としては、新たに典礼委員会を作るより各小教区で「典礼とは」について見直して欲しい。
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◎報告事項
①「ふっこうのかけ橋」プロジェクト」について
・４月２７、２８日に福島に行き、状況の説明などの打ち合わせた内容を報告。
・福島の現状は、放射能汚染・家族問題などますます状況が厳しくなっている。
・今後の取り組み内容としては個人レベルでの対応が必要、そのための細やかな対応が必要である。
・去年のような大きなキャンプではなく、小教区のキャンプへの参加を主軸に、滞在期間のプログラムを考える
ような形にして行く。
(他の詳細な状況は実行委員会の議事録参照)
・尚、費用の負担が一番大きい交通費を捻出するため、今年も地区で募金活動を行う。
②神戸地区大会進捗状況について
・各小教区の業務及び準備物などの役割分担が決定された。
・T シャツの取りまとめが行われた。(買いそびれた方々には当日購入可)
・淡路島マップを配布し、行程・食事どころなどを説明。
５．ブロックの活動報告
西ブロック― ６月末よりミサ後３０分程度、典礼についての勉強会を４教会一斉に行って行きます。
次回地区評議会：７月７日（日）１４時 ～ 神戸中央教会

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
１． リフレッシュプログラムについて
神戸地区養成委員会が開催する 2012 年度のリフレッシュプログラムは 4 月 29 日に補講が終わり終了しまし
た。総勢 120 名の方が参加されました。委員会開催のプログラムに参加できなかった方は主任司祭とご相談い
ただくことになります。
２．地区養成チーム代表者会議について
大阪大司教区では 4 月 13 日に第 5 回の代表者会議が開催されました。神戸地区からは赤波江神父の代理
として山本神父と藤原が出席しました。会議では各地区の状況が話し合われましたが、養成プログラムが宗教
の勉強会のようになっているとの反省の声がありました。信仰の本質は生きているキリストとの出会いであって
キリスト教の知識の豊かさではないとの指摘です。
また、教区では新生計画にある「聖霊の働きを識別しながらともに歩む教会」を小教区に根付かせることを願っ
て、識別に対する理解を図りたい意向です。この会議でも後半で識別の疑似体験をするようディスカッションが
行われました。

社会活動委員会

静修会報告

・２０１３年度ミニ学習会は出生前診断について勉強会を行います。
４回シリーズで第１回は６月２日１４；００～１４；３０
場所は、カトリック北須磨教会⇒詳細は配布チラシを参照下さい。
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・定例会 6 月 2 日(日）14：30～16：00

北須磨教会

・「国際協力の日」について
日時；５月１９日(日) １２；３０～１６；３０
会場；越中公園にて(雨天決行)
ミサは、１１；００～カテドラル聖マリア大聖堂にて
尚、応援者１０名(地区評５名、社活５名)は、１０；２０に正面入り口に集合下さい。

広報委員会
・つながり５５号について、内容は、①福島の現状②司祭紹介③新議長挨拶及び新委員の紹介④会計報告⑤評
議会議事録抜粋他。(総頁数１２頁)他は従来通り。
・印刷は、６月１日(土)９；００～住吉教会にて行う。(印刷部数；１５００部)
・原稿締切日；５月２５日(土)「つながり編集長 荘田」までメール添付にて送信下さい。

青年委員会
・６月２２日(土)たかとり教会にて BBQ 大会を開催します。
時間は１７；００～２１；００(準備を手伝って頂ける方は１５；００)
対象は１８歳以上の大学生(高校生以下は保護者付きなら OK)
他詳細は各小教区に配布のポスターで確認ください。

神戸地区司祭紹介

ブロック

司

祭

北ブロック

中川 明神父

東ブロック

松村 信也神父 片柳 弘史神父 ダニエル・コリンズ神父
赤波江 豊神父 山本 英明神父
コンスタンシオ・コンスルタ神父
ジョン・オマリー神父（協力司祭）

中ブロック

三竹 洋一神父 アニセ神父 高橋 聡神父

西ブロック

松浦 謙神父 春名 昌哉神父
マシエル・アパレシード神父（協力司祭 一時帰国）
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北ブロックの活動より
１

4 月から第 2、第 4 日曜日のミサ後、中川神父様による「今さら聞けないキリスト教」の講座が始まる。
4 月は創世記の読み方、5 月は旧約聖書の編纂

などについて話がありました。

２

6 月 9 日（日）、淡路で開かれる神戸地区大会の参加に合わせ、教会の遠足を兼ねたバスツアーを企画する。

３

高齢者で構成する、シメオン・アンナ会が今年 3 月末で解散。小教区評議会規約を改正し評議員から削除した。

三田教会 TEL 079-562-4404
6 月 2 日（日）

FAX 079-562-9404

ミサ後

9 日（日）

小教区信徒総会

7 月 21 日（日） ミサ後

神戸地区大会＆教会遠足

16 日（日）

ミサ後

定例評議会

7 月 7 日（日）

ミサ後

交流会

定例評議会

8 月 3 日（土）～4 日（日）教会学校キャンプ
於：三田市野外活動センター
4 日（日）ミサ後

地区集会

東ブロック合同堅信式 5 月 12 日(日) 於：六甲教会。
10：00～11：30。その後パーティー開催。

～堅信を受けて～

総受堅者数：34 名
中 2 宮崎根於(六甲教会)

僕は正直、堅信式は面倒くさかった。指導を受け、勉強会があり、リハー
サルまであった。いざ式が終わってみると自分にとってためになり良かった
ナァと言う気持ちで一杯になった。油を塗られた時、体ごと清められたよう
な、神様が僕の中へ舞い降りたような、今までの僕とは違う気持ちがあっ
た。心が力強くなった気がした。僕は変わったと感じた。ミサはいつもより長
かったけど僕にとって貴重な 1 時間半となった。ありがとうございました。
六甲教会 TEL

078-851-2846

FAX

078-851-9023

6 月 2 日（日）第 24 回結婚準備セミナー④4:00
7 日（金）イエスのみ心ミサ

10:00 ミサ後、

6 月 15 日（土）～16 日（日）中高生会
7 月 5 日（金）初金ミサ

聖体顕示と聖体讃美式

住吉教会

TEL 078-851-2756

13 日（土）教会学校終業式

7 月 ６日（土）炊き出し

17:00

20 日（土）教会学校終業式

9 日（日）神戸地区大会（淡路市）に参加
29 日（土）炊き出し

10:00

FAX 078-842-3380

6 月 2 日（日）
「終末期医療を考える」分かち合い 11:00
聖体礼拝

一泊練成会

24～25 日（水～木）教会学校キャンプ（甲山）

子供のミサ 14:00

28 日（日）バーベキューパーティ 17:00

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

毎日曜日 ９：３０

ポルトガル語 第１ 日曜

英語 毎日曜日 １１：１５
１５：００～於： 小聖堂

信仰講座： どなたでも 講座場所： いずれも集会室
第１ 日曜

インドネシア語 第２ 日曜 １５：００～於： 小聖堂
韓国語

第３ 土曜

１５：００～於： 小聖堂

１１：００～ 「もう一度入門講座」 山本神父
（対象：受洗５年以内の方と特に希望する人）

第２・４日曜

１１：００～「信仰講座」

第１・３月曜

１０：３０～「キリストとその教会」

第１・３水曜

１９：００～「キリスト教入門講座」 山本神父

第２・４土曜

１４：００～「英語聖書講座」

第２・４土曜

１４：００～土曜学校 於：小さな花の園幼稚園
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赤波江神父
信徒

タンス神父

中ブロック協議会議事録
日

時 2013 年５月 12 日(日)13：00～14：40

場

所 カトリック 鈴蘭台教会

・在日の人々の悩み、考え等を全員で分かち合
う。在日の方々が抱えている問題を知り、そ

出席者 Fr.三竹、Fr.アニセ、Sr.木梨

れを知らせていくことが大切。

兵庫 3 名、たかとり 3 名、鈴蘭台 3 名

・国際協力の日当日だけでなく、それに向けて

◇始めの祈り 大阪教区「信仰年の祈り・祝う」

何か学んでいく。 また、その学んだことを

〔議題〕

教会の週報に載せるなどして、分かち合って

1）中ブロック国際協力の日について

いく。

・実施日 9 月 22 日〔日〕

2）中ブロック合同堅信式について

実行委員会の設置が急務。各小教区から最低 3
名以上選出。

・アニセ神父より 本日受堅しなかった 2 名に
ついては出来るだけ早い時期に受けるよう

・5 月 26 日〔日〕14 時からたかとり教会で第 1
回打合せ。

指示があった。
3）大阪教区による神戸地区会計監査

・TＣＣ（たかとりコミュニティーセンター）は
日ごろの活動自体が国際協力という意味合い

・10 月 13 日～20 日の間に鈴蘭台教会で実施す
る予定。

を持っている。その活動でどんなことが行わ

【Fr.アニセより】

れ、問題を抱えているのかを知り、みなさんに

・中ブロック国際協力の日には鈴蘭台教会の信

伝えるかをテーマに掲げたい。

徒に多く参加して欲しい。

・一昨年入管法改正について勉強を行ったが、一
部の人達のみにしか伝えられなかった。ベトナ
ム、フィリピン、ペルー、中国、韓国、特に非
正規滞在者について入管法改正による問題が
出ているのかなど。かかわりを持っている人か
ら聞く機会を作っていく。

【Sｒ．木梨より】
・中ブロック 3 教会が今後も横の連絡を常に密
にする様にしましょう。
◇終わりの祈り
ニケア・コンスタンチノーブル信条
次回の予定 7 月 21 日（日）兵庫教会

神戸地区中ブロック合同堅信式
5 月 12 日〔日〕午前 10 時から合同堅信式が鈴

という説教をいただきました。また、司教から堅

蘭台教会で行なわれました。

信証明書の交付、その後記念写真を撮り、最後に

当日は五月晴れで 300 名以上の信徒、求道

「ウオークインザライト」を

者が集まり、大阪大司教区から松浦補佐司教

歌って閉祭しました。

に来ていただき、受堅者の

ミサ後は教会の庭で、各教

入堂と共にミサが始まりま

会持ち寄りの美味しい料理

した。本日の受堅者は 20

と飲み物で祝賀会を行いま

名、松浦司教から受堅の働

した。受堅者の方々をお祝い

きとして

するとともに、聖霊の導きに従いキリ

① 聖霊は私たちを新しく

ストに繋がるよう、私たち一人一人の

する

信仰を見直す一日になりました。

② 神の前にみんなが一つになる

鈴蘭台教会：TEL 593-0025 ・FAX 593-2727

（鈴蘭台教会 萬崎坑三）

たかとり教会：TEL・FAX 731-8300
10

兵庫教会：TEL・FAX：575-5294

西ブロック４教会連絡会
日 時：4 月 21 日(日) 14：00～ 明石教会

今後の予定
〇｢西区のミサ｣の位置付けについて、各小教区の西神
地区委員と意見交換を行います。
〇会場使用料について西ブロック連絡会の議題に取り
上げます。

出席者：松浦謙神父・春名昌哉神父・松永篤助祭
Sr．中尾・Sr．前田
明石・垂水・北須磨・洲本 4 教会代表者
【議題】
1) ｢西区のミサ｣の西区民センターの会場使用料に
ついて
2012 年 5 月に､毎月第 2 日曜日に西区民センターで
14 時から行われていた｢西区の主日ミサ｣が中止とな
り、同年 9 月より毎月第 1 木曜日 14 時から｢西区のミ
サ｣として行なわれるようになりました。西区民センター
の会場使用料 1 回 5,000 円(年間 60,000 円)は、明石･
垂水･北須磨教会の各小教区が年間 20,000 円を負担
してきました。

2) 洲本教会へのお見舞い金の募金
洲本教会の代表者から、4 月 13 日(土)早朝の地震に
より、洲本教会は下記の被害があったとの報告があり
ました。
・ヨゼフ像が倒壊
・聖堂入口の壁に亀裂が入った。
・司祭館の食器棚が倒れ、食器類が割れた。
3 教会では、小教区ごとに見舞金の募金活動を行い、
6 月 9 日(日)の地区大会の当日、洲本教会の代表者
に渡してはとの、意見が出ました。
(要・評議会議決)

・現在、毎月第 1 木曜日に西区民センターで行なれて
いる｢西区のミサ｣が、その地域に居住されておられる
信徒の地区集会(家庭集会)であるなら、会場使用料
は参加者の自己負担にすればどうか。
・｢西区のミサ｣が西ブロックの宣教活動の拠点になっ
ていることを考慮すれば、会場使用料は 3 教会で負担
しても良いないのではないか。
・尚、昨年度の会場使用料は、3 教会で各 20,000 円の
負担はしてもいいのではとの意見でした。
(要・評議会議決)

明石教会

TEL

議事録

3) 典礼とは？ 典礼の勉強会
松浦謙神父様から、ミサ後 30 分位の時間で、典礼に
かかわる「司祭の動作」「聖具の名前」「言葉の意味」
等を説明･解説をされるとのことです。同じテーマを同
じ司祭が 4 教会で、行ないます。開催日は､不定期で
す。
次回は、2013 年 6 月 16 日(日)
14:00～ 北須磨教会

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919
6 月 2 日(日) マシエル神父様歓迎会（ミサ後）
6 月 6 日(木) 西区のミサ 14:00～
6 月 9 日(日) 神戸地区大会 淡路市しづかホール
6 月 16 日(日) 北須磨評議会（ミサ後）
からし種講座 14:00～
6 月 23 日(日) からし種講座 14:00～
7 月 14 日(日) 北須磨評議会(ミサ後)
からし種講座 14:00～
7 月 24 日(日) からし種講座 14:00～

911-6330・FAX 913-6900

６月８日(土) ｢からし種｣講座 15:00～
６月９日(日) 神戸地区大会
淡路市しづかホール
６月 29 日(土) ｢からし種｣講座 15:00～
６月 30 日(日) 大掃除
７月 6 日(土) ｢からし種｣講座 15:00～
７月 20 日(土) ｢からし種｣講座 15:00～
７月 21 日(日) 信徒総会

垂水教会 TEL・FAX 707-4434
6 月 2 日(日) 信者総会 ミサ後
6 月 8 日(土) 運営委員会 10:30～
6 月 9 日(日) 神戸地区大会（しづかホール）
6 月 16 日(日) 評議会 9：15～10：30
垂水北地区の集い ミサ後
6 月 22 日(土) 大掃除
7 月 6 日(土) 運営委員会 10：30～
7 月 7 日(日) 神戸地区評議会（神戸中央）
7 月 14 日(日) 評議会 9：15～10：30
7 月 21 日(日) 垂水地区の集い ミサ後
7 月 28 日(日) 集会祭儀

洲本教会

TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664

6月2日(日) 洲本教会評議会
6月8日(土) 「からし種」講座
6月9日(日) 神戸地区大会
6月15日(土) 「からし種」講座
6月16日(日) 西ブロック連絡会
6月30日(日) 勉強会(ミサについて)
7月6日(土) 「からし種」講座
7月7日(日) 神戸地区評議会 洲本教会評議会
7月20日(土) 「からし種」講座

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
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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
おすすめできる数多くの書物を用意しています。
新刊「ゆるしの道」はシスター推薦の本です。
ルワンダの大虐殺から奇跡的に生き延びた若い女性
が、絶望の淵で神と向き合い、どのように生きる意味を
見出していったかを語る、心の軌跡。聖書では、フランシ
スコ会発行（カトリックのみ）の大型、中型聖書が出てい
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（リジュ―のテレジアと共に）
毎月第２・４火曜 10:30～12:00 担当：小泉百合
☆聖書入門講座（マザーテレサと共に）
毎週第１・３火曜 10:30～12:00 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
※曜日、時間など念の為に電話にて確認下さい。
エキュメニカル活動

☆講演会 日 時：６月２日（日）１３:００から１６：００
場 所：カトリック夙川教会
テーマ：２５周年を迎えて「今、生と死を考える〉」
講 師：玄侑宗久・髙木慶子
音 楽：冨田恭子・大井典子
参加費：一般券 当日１５００円 会員券 当日１２００円

☆７月例会 日 時：７月２１日

１３:３０~１５：００

場 所：カトリック六甲教会
テーマ：「良き死を考える」
講 師：藤川晃成
（本会理事・協和マリナホスピタル緩和ケア内科部長）
参加費：一般 ７００円 会員 ５００円

事務局 TEL/FAX 078-805-5306 受付：火・木・金 10：00～
16：00

クリスチャンセンター神戸バイブルハウス

☆第 63 回聖書セミナー
6 月 20 日（木）と 6 月 27 日（木）共に 14：00～16：00
講師は岩崎 謙（神港教会牧師）
テーマは「試練の中で読む手紙：ヨハネの黙示録」 参加費等
詳細はﾊﾞｲﾌﾞﾙ・ﾊｳｽﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ No.58 を参照下さい。
☆第 64 回聖書セミナー
8 月 8 日（木）～8 月 22 日（木）毎週木曜日 14：00～16：00
及び 8 月 29 日（木）10：00～15：30
講師は森田美芽（大阪キリスト教短期大学教授）
テーマは「聖書と女性」 参加費等詳細はﾊﾞｲﾌﾞﾙ・ﾊｳｽﾆｭｰｽﾞ
ﾚﾀｰ No.58 を参照下さい
☆キリスト教の世界シリーズ
第１０年度は 5 月 7 日より来年の 1 月 7 日まで、毎月第一火
曜日（ただし 8 月は休み）に開催
午後 7 時～午後 8 時 30 分まで。
7 月 2 日は白井進淀川キリスト教病院チャプレンが講師で「平
和でなく、分裂を」
9 月 3 日は村上茂樹淀川キリスト教病院チャプレンが講師で
「種を蒔く人」がテーマ

☆・神戸バイブル・ハウス創立１０周年記念第６回聖書リレー
朗読会が１０月２日（水）～１１日（金）
すべての世代で読みつなぐーのテーマで開催され、既に１コ
マ１時間（４人以上）のエントリー受付が始まっています。特
に、１０月５日（土）は小学生からの若者の日に。
７月５日にはキックオフ大会が、開催される。講師北須磨教
会松井茂氏による「聖書の朗読の仕方」や聖書物語の紙芝
居（松下勝彦垂水福音教会牧師）が講演される。
＊クリスチャンセンター神戸バイブル･ハウスでは、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。
＊事務局は神戸市中央区磯上通４－１－１２
（ホテル１－２－３の南側２階）
Ｔｅｌ/Ｆａｘ ： ０７８－２５２－１９６６
月曜～金曜 １１：００～１７：００受付
http://ｋｏｂｅ－ｂｉｂｌｅ－ｈｏｕｓｅ．ｎｅｔ

編集後記

ｶﾄﾘｯｸ 神戸地区だより

今年は、例年より十日も早く梅雨期を迎えまし
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