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春名昌哉 

 このたび神戸地区長に任命されました。叙階されて４年目の私にとって地区長はこれまでにない大役で

す。どれほどのことができるか分かりませんが、自分にできることを精一杯がんばっていこうと思います。 

 先日、全国復興担当者会議のため福島県を訪れました。大阪教会管区が大船渡ベースを運営している

関係で、岩手県にはたびたび足を運んでいたのですが、福島県を訪れるのは２回目でした。福島県を横

断する形で視察しましたが、非常に大きな矛盾を抱えながら被災された方々が生活する姿を目の当たり

にしました。目に見えない放射能への恐怖、しかしそこで暮らさざるをえない人々と、自主避難者との間に

ある温度差、さらに沿岸部の原発の被害を直接受けている人々の姿。警戒区域の中で、2年前の状況が

そのまま残っている地域。正直、まだ頭の中の整理がついていない状態です。しかし、被災された方々は

自分の場所で精一杯生きようと努力されていました。 神戸地区は阪神淡路大震災の被災地であったこと

もあり、早くから支援をして下さいました。 

現在も「ふっこうのかけ橋」をはじめとして、被災地支援に

取り組んで下さっています。神戸地区全体として今後も被

災地支援に全力で取り組んでいきたいと思います。 

 6 月 9 日の神戸地区大会ではこのような神戸地区の活

気を感じることができました。地区のすべての教会が一

致し、教会は一つであることを実感しました。最初に書い

たとおり、地区長というのは私にとって大役です。しかし

神戸地区の皆様の一致にむけた活気によって私も自分

に与えられた役割を果たせるのではないかと思っていま

す。皆様と一致協力して、より活気にあふれる神戸地区

を作っていきたいと思います。 

 2年間、どうぞよろしくお願いいたします。 
 



 3 

神戸地区大会 実行委員 カトリック垂水教会 三宅 成典 

好天に恵まれた 6 月 9 日、淡路市立しづかホールで『神戸地区大会』が松浦司教様、神戸地区司祭、修道者、信

徒が参加して開催されました。2年ぶりに開催された今大会は西ブロックが担当し、各小教区からのスタッフが中心と

なって準備されました。準備委員会は、地区評議会の承認を得て昨年 3月 25日に第 1回開催以来、延べ 10回の会

合で喧々諤々の議論がなされて地区評議会に報告、承認を得て完成されたものです。スタッフの皆さんの労に対し、

心より感謝します。 

 大会は松浦司教様と司祭団による共同司式ミサに始まり、第 2部では

ベトナム青年グループの民族衣装も艶やかなバンブーダンス、青年委

員会の映像を使っての『ふっこうの架け橋』プロジェクト活動報告と東北

被災地の状況報告。圧巻は地元淡路の葵連による阿波踊り、舞台一杯

に葵連の皆さんの踊りに凧踊り。本格的な阿波踊りを目の当たりにされ

た方も多かったのではないだろうか。そして踊りの指導に続いて客席を

巻き込んだ「踊るアホウに見るアホウ、同じアホウなら踊らにゃ損々」と

舞台と会場が一体。私たちはすばらしい体験のひと時を持ったのです。 

 各教会からはバスを仕立てての参加で、淡路観光も兼ねての

小旅行の気分を味あわれたのではないでしょうか。 参加された

皆様からアンケートを通じ貴重なご意見を多くいただきました。い

ただいたご意見は、次回以降の大会の参考にさせていただき、

今後の地区大会が神戸地区全体により良い指針となるよう聖霊

の導きを祈ります。 最後に松浦司教様のミサ説教（要約）を明

石教会広報委員会の了承をえて、月報「あかし」7 月号より転載

させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『2013年カトリック神戸地区大会』を終えて 

 

 

教皇フランシスコのメッセージがカトリック新聞に掲載されていましたが、皆さん読まれましたか？とってもいいですよ。 

教皇様は第二バチカン公会議から今日まで、公会議をどう生きてきましたか？と私たちに問われます。バチカン公会議から

生き方の方向を変えてきた証拠に、教会は締め切っていた窓を開けてきたはずですよね！世界に窓を開けたということは、この

世の現実が私たちの現実になったという事ですよ。貧しさの中での叫びも私たちの現実ですよ。私たちのすることの良いも悪い

もこの世の中を構成しています。私たちはそのメンバーなのです。そしてそこに派遣されているのです。 

私たちの気づきはこの世の現実に関わっていこうとする決心にあるのです。この「信仰年をどう生きるか？」この世の中に主

イエスの存在があります。私たちの確信は信仰との関わりの中にあります。イエスとラザロの復活の話の中にイエスの内臓が

締めつけられるような「憐れみの思い」があります。イエスの突き動かされる姿があります。イエスの方から近づいて来られるの

です。 

黒澤明監督の「赤ひげ」という映画がありましたが、その映画の中で「長坊」とい

う男の子が死にそうになります。その子を可愛がっていた「おとよ」という少女がい

ます。その少女は長坊が死にそうだというので、長屋の井戸の底に向かって「ちょ

うぼう～」と必死に叫びます。井戸の底は冥土に繋がっていて、そこに行きかけて

いる長坊に向かって叫びます。長屋のみんなも一緒に「ちょうぼう～」と叫びます。

死の底に閉じ込められようとしていた「長坊」の命に向かって叫びます。 

イエスの憐れみもこれと同じように私たちに叫ばれます。私たちの命を取り戻す

ために。暴力、貧困、孤独、絶望の死の中にある私たちにイエスは「生きろ！」と叫

ぶのです。この叫びに私たちは入って派遣されていくのです。 

この命の叫びを伝えていける人になりましょう。これこそ「信仰年を生きる」という

事です。 
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★地区大会でのミサ献金は、206,172円  寄付先は、「ふっこうのかけ橋プロジェクト」 「カトリック洲本教会」 
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神戸地区広報委員 カトリック鈴蘭台教会  西山泰義 

平成 25 年 6 月 9 日（日）淡路島で初めてとなるカトリック神戸地区大会が大阪湾に面した津名港近くの、淡

路市立「しづかホール」で開催されました。 

会場は、神戸淡路鳴門自動車道津名一ノ宮インターから車で 10 分の所にある静かな環境の中で、神戸地区

11教会からバスで約 650人が参加しました。 

「Let’s go 淡路 ～世代を超えて希望のかけはしに！」のテーマで定刻 13 時から、松浦悟郎司教と神戸地区

司祭団の司式でミサが始まりました。 

松浦司教の説教の中で、教皇フランシスコが、大変穏やかで親しみ

やすいお人柄の中に、信徒に向って「第二バチカン公会議からどう生

きて来ましたか」（公会議の精神に沿って生きてきましたか）と、実は

厳しい問いかけをされているのですよ、と話され、黒澤明監督の映画

「赤ひげ」から、死にそうになった子供の命を、井戸の底に向って懸命

に生きろと叫ぶシーンが、キリストの憐れみもこれと同じように、私達

に「生きろ」と呼びかけられるのです、というお話しをされました。 

第二部のイベントは、神戸地区司牧チームの紹介、ベトナムの美し

い衣装をまとった舞踊とバンブーダンス、葵連淡路支部の阿波踊り、

神戸地区青年委員会の「ふっこうのかけ橋」の報告等多彩でしたが、

特に阿波踊りは、葵連の子供達から長老まで見事な動きが圧巻で、

楽しいひと時を過ごすことが出来ました。 

当日会場での献金は 5月 13日の淡路地震の被害を受けた洲本教

会の補修費と「ふっこうのかけ橋プロジェクト」の活動資金に充てられ

ました。 

神戸地区大会実行委員会のメンバーの皆様と、カトリック洲本教会の皆様ご苦労さまでした。 

※本文作成に当たっては、カトリック明石教会の広報誌の内容を一部引用させていただきました。 

『2013年カトリック神戸地区大会』 

2013年神戸地区大会アンケート結果 

回収総数 286枚 

1.性別：男性 78名、女性 201名、無記載 7名 

2.良かったもの・楽しかったもの 

 司牧チーム紹介、バンブーダンス、阿波踊り、青年委員会等々 

3.今後の大会について 

 ・開催頻度：2～3年に 1回程度 

 ・開催場所：兵庫県内で観光を兼ねて、神戸・明石市内 

 ・・・頻度場所は「2年に 1回、県内観光を兼ねた地方」が最多 

4.いただいたご意見 

 ・松浦司教様の説教がとてもよく、元気が出た 

 ・ごミサ、イベントとも進行は大変良かった 

 ・多くの人とミサの分かち合いができ感動した 

 ・エネルギッシュな阿波踊りに感動 

 ・ベトナムの若者が文化を保っていてすばらしい 

 ・ご聖体が足りなかったのが残念 

 ・献金はミサの中がよいのではないか 

 ・神父様の紹介は舞台上が良かったのではないか 

 

等々沢山いただきました。ご協力ありがとうございました。 
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スタートしました“ふっこうのかけ橋”2013 ！ 

 

 3月 24日(日)に第 1回のミーティングを開催し、月 1回のペー

スでミーティングを重ねてきた“ふっこうのかけ橋”2013のキャ

ンプが始まりました。今回は去年の大掛かりな神戸地区合同キャ 

ンプへの招待とは異なり、各小教区への招待です。 

この企画に賛同して下さった山口教会（山口県）と箕面の大阪

聖ヨゼフ宣教修道女会（大阪府）が福島の子ども達の為にキャン

プを計画して下さり、神戸地区 4 小教区の教会学校キャンプと山

口、箕面のキャンプに 11家族 37人とシスター1人、合計 38人が

参加されることになりました。各教会が色々なアイディアを出し

て特色のあるキャンプを計画、福島の皆さんは日程等を考慮して

各家族で参加したいキャンプを選ばれました。 

最初のキャンプとなる「北須磨＆垂水教会」の合同キャンプは、

7月 21日(日)から北須磨教会で始まりました。福島からは 1家族

参加。主日のミサからキャンプが始まり、「しあわせの村」で遊び、

夜は北須磨教会に教会あげての BBQ 大会。あちらこちらの小教区

からの参加もあり、子ども達は美味しいものを食べた後は寝るま

で教会中を走り回っていました。北須磨も垂水も福島も一つの塊

になって子ども達が走り回っている姿はとても微笑ましかったです。 

2日目、アサヒ飲料の工場見学のあとに「海!!」それまで曇っていた空も晴天になり、日焼けが心配になる

ぐらいの中、海水浴とスイカ割りを楽しみました。舞子から教会に戻るバスの中で大雨に降られましたが、海

の時ではなくて本当に良かったです。 

3 日目、花鳥園に行き鳥達と遊んだ後は園内でのバイキング。子ども達

はチョコレートフォンデュに興味深々。その後、教会に戻ってキャンプは

終了。みんな別れが惜しくてなかなか帰れませんでした。3 日間のキャン

プがお天気にも恵まれ、無事に終わることが出来て本当に良かったと感謝

しています。 

 キャンプ終了後、福島からの親子さんは、中華街で夕食。家族水

入らずで最後の夜を過ごされました。 

翌日は、新幹線に乗るまでハーバーランドを散策し、お昼過ぎに

新神戸から新幹線で帰られました。 

3日間のキャンプ、そして福島の親子の前後泊に関わって下さっ

た方、そしてお祈り下さった方、本当にお疲れ様でした。そして、

ありがとうございました。この後、「神戸中央＆明石合同キャンプ」 

「たかとり教会キャンプ」、「箕面のキャンプ」、「三田キャンプ」「山

口教会キャンプ」、「六甲キャンプ」とまだまだ続きます。皆様全て 

のキャンプが無事終われる様お祈り下さい。  

北須磨教会 山口望 
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後藤進神父さまが西ブロック司牧チームに協力司祭として加わり、7月より北須磨教会に居住されることにな

りました。北須磨教会では 7月 28日（日）後藤神父様の司式による初めてのミサが行われ、ミサ後にはホール

にて歓迎パーティーが行われました。以下の記事は後藤神父さまに伺った経歴、歓迎パーティーでのご挨拶を

もとに構成しています。 

 

【後藤進神父様経歴】 

1941年 2月 4日愛知県生まれ。終戦の 1945年、4歳で加古川市稲美町へ、その後

小学 6年のときに神戸市垂水区に移られる。中高を六甲学院で過ごされ、大学に進

学したが、大学在学中に神学校への道を進まれる。召命のきっかけは、大学時代に

カトリック学生連盟で様々な活動に参加されたことが大きかったとのこと。司祭叙階

は 1972年 2月 27日、31歳の時。司祭として大阪へ赴任して間もない頃、入院中の

先輩の神父を見舞った際に、その神父から「『隅における』神父になりなさい」と声を

かけられたことが心に残っているとおっしゃる。 

 このたび、旅先の北海道で司教さまから携帯電話に連絡があり、「北須磨に行くように」との突然の要請を受

け、すぐさま「わかりました」と返事をされての赴任。司祭になられて 42年目となるそうですが、これからもます

ます元気で西ブロックでのご活躍を願っております。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

上智大学神学部教授 雨宮慧師による聖書講座 「みことばに聴く」 

 日時  2013年 9月 21日（土）・22日（日）  両日とも 13：30～16：00 参加費無料（申し込み不要） 

 場所  カトリック六甲教会 主聖堂 

神戸市灘区赤松町３－１－２１（阪急六甲駅より北へ徒歩７分）  

ご来場には公共交通機関をご利用ください。 

 講師  雨宮 慧神父 

東京教区司祭 ローマ教皇庁立聖書研究所卒 

上智大学神学部教授（聖書学）・（財）真生会館聖書センター編集責任者 

主な著書に「旧約聖書のこころ」（女子パウロ会）・「旧約聖書の預言者たち」（日本放送出版協会）・

「図解雑学旧約聖書」（ナツメ社）などがある。 

 問い合わせ先 カトリック六甲教会事務局 ☎０７８－８５１－２８４６ 

 

 

カトリック六甲教会オルガンメディテーションシリーズ Vol.7 ～信仰年によせて～ 

 日時  9月 29日(日曜日) 11:15～12:00（10時のミサ終了後） 入場料は無料 

 会場  カトリック六甲教会主聖堂 

 オルガン独奏  久野 将健 （くの まさたか） 

1965年京都生まれ。 

東京芸術大学音楽学部オルガン専攻卒業。同大学院音楽研究科修士課程修了。 

安宅賞受賞。 

現在、京都ノートルダム女子大学准教授。元カトリック田園調布教会オルガニスト。 

後藤進神父さまをお迎えしました 
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2013年 7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：７月７日（日）１４時 ～ １３時５０分 場 所：カトリック神戸中央教会 

出席者：春名地区長、松浦神父、アニセ神父、内橋議長、田中副議長、 氏家副議長、各小教区代表者１７名、各

専門委員会４名、エキュメニカル１名、（欠席）東 B司祭、北 B司祭、一粒会代表 

 

２．春名地区長から地区評議会への挨拶 

これからの２年間頑張って行きますので、ご協力の程宜しくお願いします。 

いろんな行事が目白押しであり、暑い中ではありますが、みなさんと共に力を合わせて進めて行きたく考えていま

すのでよろしくお願いします。 

司祭・修道者の集いからの報告については今回参加していないため内容については報告できませんので、次回

（９月度）より詳細報告して行きます。 

 

３．議 題 

◎審議事項 

・規約改正について 

第３条：各ブロックの司祭の参加(ローテーション参加) 

第５条：定例会頻度減について(６回／年⇒５回／年⇒４回／年) 

第１０条：青年委員会の設置追加 

などについて、役員会で内容を詰め、９月度の評議会で審議します。 

◎提案事項 

・平成２５年度神戸地区平和旬間について 

平和を子どもや孫に引き継ぐために ～あなたは何をのこせますか～ 

  一緒にキリスト者の立場から平和憲法について勉強しませんか？ 

  日 時：２０１３年８月１０日（土）１３：００～１６：３０ 

  場 所：カトリック神戸中央教会 聖堂 

  内 容：１３：００～１４：３０ 講演「平和と憲法(特に９条について)」 

                   講師：吉田弁護士 

       １４：３０～１５：３０ 質問用紙回収  休憩 音楽：コールポップ    質疑応答 

       １５：３０～１６：３０ 平和祈願ミサ 
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  ★主催：神戸地区宣教司牧評議会・神戸地区社会活動委員会で、費用面及び協力体制についての承認を

得た。(各小教区にチラシ配布済み) 

◎報告事項 

①「ふっこうのかけ橋」プロジェクトについて 

 各キャンプ受け入れ教会のスケジュール表が配布された。 

質問事項として①募金の振込み先②保険加入の件③今後の継続について及び所属委員会の見直し④最終

責任者などについては、後日報告しますとのこと。 

②神戸地区大会の結果について                   

反省会が今月末に開催される予定であり、結果については、会議後に報告されます。 

 

４．ブロックの活動報告 

西ブロック：連絡会(６月１６日)より、①主日のミサローテーションについてはマシエル神父様に代わり後藤神父様

が協力司祭となる②「からし種」の予算について③「西区のミサ」について、会場費を明石、垂水、北須

磨の３教会で支払うことを再確認した。その他神戸地区大会について 

中ブロック：「多民族で寄り添うために～こんなこと知ってますか」と銘打って国際協力の日行事が開催されます。 

          日時・場所：９月２２日(日)１０：００～１５：００・たかとり教会 

                          １６：００～懇親会(参加費１０００円) 詳細ポスター各小教区に配布。 

 

次回地区評議会：９月１日（日）１４時 ～ 鈴蘭台教会 

 

 

 

養成委員会 

・リフレッシュプログラムの修了証を参加者に発行しました。地区長から小教区担当司祭を通じて各人に渡されま

した。 

・２０１３年度の病者訪問奉仕者養成プログラムを、９月２８日（土）と１０月１２日（土）に神戸中央教会で行うこと

に決定しました。 

・養成委員のメンバー研修会を７月６～７日一泊二日で、宝塚黙想の家で開催しました。 

・２０１３年度の養成委員会の新役員を選出しました。 

委員長：平尾 享三（北須磨）、副委員長：高尾 誠（明石）吉岡 牧子（三田） 

会計：山野 和彦（神戸中央）、書記：藤原 泰（六甲） 

 

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 
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社会活動委員会 

8月 4日（日） 13：30～14：00  ミニ学習会『新、出生前診断について』  

14：00～16：00  定例会                     明石教会 

8月 10日（土） 13：00～16：30  平和旬間行事                 神戸中央教会 

           13：00～      講演：『平和と憲法（9条について）』 

                       講師：吉田維一さん（弁護士）  

      15：30～      平和祈願ミサ 

8月 18日（日）            クリスマスチャリティーコンサート出演申し込み締め切り 

8月 24日（土）            クリスマスチャリティーコンサート実行委員会 

 

 ♪クリスマスチャリティーコンサート２０１３ 出演者募集！ 

                             日 時：１２月７日（土）午後１時～４時 

                             場 所：カトリック神戸中央教会（聖堂） 

 

広報委員会 

「つながり」５６号について 

・内容：①新地区長の挨拶②神戸地区大会報告③「ふっこうのかけ橋」プロジェクト報告 

 ④新任司祭紹介：後藤神父様(西ブロック)⑤評議会議事録抜粋等他は、従来通り。 

・総頁数：１２頁、原稿締切日：７月２０日(土) 締切日厳守！ 

 尚、つながり原稿は「つながり編集長 荘田」までメール添付にて送信願います。 

・印刷日；８月３日（土）住𠮷教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部 

★９月に「つながり」号外として、「ふっこうのかけ橋・夏のキャンプ」の特集を発行します。 

 

青年委員会 

・６月９日(日)神戸地区大会では、活動内容を皆様にお伝えする良い機会となりました。ありがとうございます。 

・６月２２日(土)にバーべキュー大会を開催し、神父様他５０名の方々が集まりました。  初参加の方もおられ、

これからの繋がりを大切にしていきたいと思っています。 

・７月２０日(土)～８月１２日(日)に、各小教区キャンプに福島の方々が参加されます。 

・８月後半(日程未定)お疲れ様会と今後の活動会議を開催する予定です。会議内容は、小教区キャンプの報告・

９月のスポーツ大会に向けて・黙想会についてなどです。 

・９月は、スポーツの秋！！みなさんで体をいっぱい動かしましょう！日程場所は未定ですが、各小教区に後日

お知らせいたします。 

・ １ ０月は、神戸バイブルハウスで行われる聖書リレー朗読会に参加予定。詳しい情報は、

belami.kobe@gmail.com のメーリングリストでお知らせ致しますので、興味のある方は教会名・名前・年齢を記入

の上送信ください。対象１８歳以上です。宜しくお願いいたします。 
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三田教会 TEL079-562-4404   FAX 079-562-9404 

8 月 11 日(日) ミサ後、信徒交流会(そうめん流し・

納涼大会) 

  14 日(水) 19:00～ 三田教会合同追悼式 

  15 日(木)  9:30～ 聖母の被昇天の祭日ミサ   

9 月 8 日(日)  9:30～  敬老のお祝いミサ   

ミサ後、お祝い・茶話会 

  15 日(日) ミサ後、定例評議会 

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  英語 毎日曜日  11:15 

ポルトガル語 第１ 日曜  15:00～於： 小聖堂 

インドネシア語 第２ 日曜 16:00～於： 小聖堂 

韓国語  第３ 土曜  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  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」  赤波江神父 

第１・３月曜 10:30～「キリストとその教会」 信徒 

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」 タンス神父 

      （カトリック求道者に限る。） 

第 2・4土曜 14:00～土曜学校 於：小さな花の園 

        幼稚園 

     

六甲教会  TEL078-851-2846  FAX078-851-9023 

8 月 8～11 日(木～日) 教会学校キャンプ 

   13～16 日(火～金) 中高生会キャンプ 

      17 日(土)   ミサ 17：00 ミサ後「納涼の夕べ」 

9 月 1・8・15・22 日  第 25 回結婚準備セミナー 

(4 回で 1 コース)  何れも日曜 14：00～ 

9 月 1 日(日) 中高生会 2 学期開始(10 時ミサ後) 

7 日(土) 教会学校始業式 

9 月 21・22 日(土・日) 雨宮慧師(上智大教授)による 

聖書講座 「みことばに聴く」 

両日とも 13：30～16：00 於：六甲教会主聖堂 

無料。申し込み不要 

29 日(日) オルガンメディテーション 11：15～12：00 

～信仰年によせて～ 於：六甲教会主聖堂 

オルガン独奏：久野 将健 （入場無料） 

 

住吉教会 TEL：078-851-2756 

8 月 ３日（土）炊き出し 六甲学院より 5,6名参加        9 月 7 日(土） 炊き出し 

     9 日 (金)～12(月) 中高生会大分巡礼              14:00 教会学校始業式 

    15 日 (木) 19:00  被昇天祭ミサ・ミサ後パーティ     8 日(日) 13:30    東ブロック会(住吉教会) 

16 日 (金)～18 日(日) 教区〝青年と子供の練成会“     15 日(日） 9:30 恵老ミサ（敬老）・お祝い会 

北ブロックの活動より 

１ 神戸北ブロックチームの Br.岩田峰幸（聖ヨハネ病院修道会）が退任。神戸北ブロックは中川神父が 

主任司祭として担当される。 

2  6 月 2 日(日)ミサ後、信徒約６０名が参加し、小教区の信徒総会を開催。2012 年度の小教区の活動 

及び決算、2013 年度の事業計画及び予算を承認する。 

3  旧シメオン・アンナ会の解散に伴い、新たに 65 歳以上の高齢者を対象とした任意の活動団体 

(名称：ビアンネ会)として発足。 
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中ブロックでは、毎年「外国人が暮らしやすい

社会は日本人も暮らしやすい」をテーマで行って

きました。ボートピープルで日本へたどりつかれ

た方の話を伺ったり、改正入国管理法について学

習会を行ったりしました。改正された入国管理法

によって人間らしい生活が奪われているのではな

いか、お互いに注意して見て行こうと臨んでいま

す。国際協力の日のイベントは中ブロック間の交

流が深まります。合同ミサで国籍を超えて国際的

に豊かなものにしていきたと思います。 

 今年は神戸で「移住労働者と連帯する全国フォ

ーラム」が６月に行われました。実行委員会でこ

のフォーラムに是非参加しようということで参加

しました。200万人を超える移住者が日本に住んで

いて、日本の社会を支えているにもかかわらず、

決定権を持たない（政治参加等）うわべだけの多

文化共生社会となっていること、非正規滞在者の

子供が就学できないで困っている地域があること

等を聞かせていただきました。 

今年のテーマは「多民族で寄り添うために」で

す。国際協力の日に先立ち、たかとり教会のベト

ナム人に鈴蘭台教会・兵庫教会へ、兵庫教会のべ

トナム人にたかとり教会へ来ていただき、分かち

合う機会を持ちました。 

その時の感想を紹介します。 

《ベトナム脱出から33年間の歩みを真摯に話さ

れた O 氏に感謝したいと思います。多くの苦難の

中で素晴らしい出会い（信仰を含め）が与えられ

ていたことに感銘を受けました。日本で暮らすベ

トナムの人々が、それぞれの事情を抱えながら生

活していることに気付かされ、日本人としてどう

繋がって行くか考えさせられました。》 

《移住労働者と共に歩んで行くために色々な決

まり・システムを日本人が変えていかなければな

らないことを新たに強く感じるとともに、在日韓

国人の方々が日本で暮らすにあたり、大変な思い

をされていることも忘れないでいたいと思いまし

た。》   カトリックたかとり教会 鈴木 迪子 

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 

中ブロック協議会議事録 

日 時 2013年 7月 21日(日) 

場 所 カトリック 兵庫教会 

出席者 Fr.アニセ、Sr.木梨  

鈴蘭台 2名、たかとり 2名、兵庫 3名 

◇始めの祈り 大阪教区「信仰年の祈り・祝う」 

【報告事項】 

◇中ブロック国際協力の日「多民族で寄り添うた

めに」～こんなこと知ってますか～ 

1. 分かち合いの報告 

・7月 7日 たかとり、・7月 14日 鈴蘭台  

・7月 21日 兵庫  

【検討事項】 

◇中ブロック国際協力の日について 

１．ミサ堂内献金の件、終了後 16：00～に懇親会

を行う件、他 

8月 4日の実行委員会で改めて話し合う。 

２．三田教会から協力依頼があった件について 

３．合同ミサ 10：00～11：30の件 

◇待降節黙想会についての情報交換 

◇アニセ神父様より 

中ブロックでは 4 月から三竹神父様が来ら

れ、鈴蘭台でアニセ神父・高橋神父が司式して

いない状態になっています。司教様から中ブロ

ックということを考慮してくださいと要請が

ありましたので、9 月以降のミサローテーショ

ンを、三竹神父様と相談して、変更したいと考

えています。次に信仰年は今年の 11 月 24 日

(日)王であるキリストの日をもって終了しま

す。この日を中ブロックで共に行動したいと思

いますので、各小教区は大阪のカテドラルで行

われる予定の「信仰年閉祭のミサ」に参加され

る方を募ってください。皆でバスに乗って行き

たいと考えています。 

【おわりの祈り】Ｓｒ．木梨 

※次回の集まり 

9月 8日（日）たかとり教会にて 

 

 
２０１３年神戸地区中ブロック「国際協力の日」に向けて 
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西ブロック４教会連絡会 報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

日  時：6 月 9 日(日) 13：00～14：45 北須磨教会 

出席者：松浦謙神父  Ｓｒ．中尾  Ｓｒ．前田  

     明石・垂水・北須磨・洲本 4 教会代表者 

【議題】  

１．４教会の主日のミサ･ローテーションについて
(松浦神父) 
＊後藤進神父様がマシエル神父様の後任で西ブロ
ック協力司祭として７月から派遣されます。但し大
司教様は､まだ任命したという通知を出しておられ
ません。７月第１週目から北須磨教会に居住されま
す。車の運転はご自分でされます。病者訪問などに
もご同行して頂けます。松永助祭を加えて４人にな
るので洲本教会の主日のミサを午後にするのは､な
くする予定です。松永助祭が集会祭儀に加わるので
信徒だけによる集会祭儀はありません。 
 

８月 15 日(木) 聖母被昇天祭のミサ  
明石、19：30  垂水、11：00  洲本、10：00 
北須磨、10：00 
 
9 月 15 日(日) 垂水教会 (敬老のミサに後藤神父を
希望｡) 
 
ミサローテーション表（７－９月）は調整後、松浦
神父が各教会へ送付。 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

8月 11日(日) 北須磨評議会（ミサ後） 

8月 15日(日) 聖母の被昇天 ミサ 10:00～ 

9月 8 日(日) 北須磨評議会（ミサ後） 

9月 15日(日) からし種講座 14:00～ 

9月 29日(日) からし種講座 14:00～ 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 

8月３日(土) 「からし種」講座 10:00～ 
8月４日(日) ミサ(春名神父) 
8月10日(土) 大水神父(仁川教会) キャンプ 
8月11日(日) ミサ(大水神父) 
8月15日(木)  聖母被昇天祭 スイカ･パーティ 
9月１日(日)  評議会 
9月７日(土) 「からし種」講座 10:00～ 
9月21日(土) 「からし種」講座 10:00～ 

 

 
明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
８月 10日(土) 朝祷会 8：30～ 

８月 11日(日) 慰霊祭(ミサ中) 

８月 15日(木) 聖母被昇天祭 19：30～ 

９月 ７日(土) ｢からし種｣講座 15：00～ 

９月 14日(土) 朝祷会 8：30～ 

９月 15日(日) 恵老会(ミサ後) 

９月 21日(土) ｢からし種｣講座 15：00～ 

９月 22日(日) 評議会 
 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
8 月 15 日(木) 聖母の被昇天祭 11：00～ 
8 月 17 日(土) ファミリーパーティー ミサ後 

19：00 頃～ 
9 月 1 日(日)  集会祭儀 11：00～ 
9 月 4 日(水）｢からし種｣講座 19：00～ 
9 月 7 日(土) 運営委員会 10：30～12：00 
9 月 15 日(日) 評議会 9：15～10：30 
9 月 15 日(日) 敬老のお祝い ミサ 11：00～ 
        ミサ後 お祝いのパーティー 
9 月 18 日(水）｢からし種｣講座 19：00～ 
 

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 

 

２．「からし種」の予算について 

福音宣教チーム「からし種」の予算（資料代・交 
通費・印刷代・昼食費等々）は４教会より合計 30
万円拠出、内訳は明石・垂水・北須磨より各８万円、
洲本より６万円をお願いしていたが、洲本の信徒数
を考えると６万円の負担が大きいのではないか？と
いう意見が明石教会からあり（別紙配布）、明石・垂
水・北須磨より各９万円・洲本３万円でお願いした
い旨を、各小教区評議会にて説明し、了解を再確認
して頂きたい。ただし、この金額は上限で様子を見
る。(要、評議会議決) 
 
３．「西区のミサ」について 

・第一木曜日の｢西区のミサ｣は主日のミサではない 
ので献金がなく､会場費の年間 6 万円は、明石・垂 
水・北須磨の３教会で､昨年同様､各 2 万円の分担を 
することを再確認。(要、評議会議決) 
 
４．神戸地区大会について 

洲本教会から、『西ブロックの皆様からの地震お見舞 
のあたたかいお心とお見舞金をありがとうござい 
ました。』とのお礼がありました。 
 
阿波踊りの「葵連」に洲本教会の信徒さんが所属し
ておられるので、出演料は破格とのことでした。 
 

 

 

次回は、10 月 20 日（日） 垂水教会 14 時～ 
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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＞ 

Tel: 393-7755  Fax: 393-7756  営業時間 10:30～18:00 

 

新刊がたくさん出ています。 特に晴佐久昌英神父の

「幸の書」と「生きるためのひとこと」はおすすめできる

書物です。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（リジューのテレジアと共に） 

 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。 

兵庫・生と死を考える会 

☆研修会 『悲嘆ケアの実践を学ぶ』 

 日 時：９月２２日（日）１３:３０～１６：３０ 

        ２３日（月）１０:００～１６:００ 

 場 所：カトリック六甲教会 

 講 師：髙木慶子 

 参加費：一般 ２２日 ３０００円 ２３日 ６０００円 

          両日 ８０００円 

 会員 ２２日 １５００円 ２３日 ３０００円 

          両日 ４０００円   

 問い合わせ・申込：兵庫・生と死を考える会 

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

 

☆８月例会は休会いたします 

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 

☆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 

 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。 

☆１０月２１日（月）から２４日（木）高山右近の足跡を訪ねるフィ

リピン巡礼の旅が計画されています。詳細はまもなく小教区

へ届けられます。 

☆１１月６日（水）から９日（土）にかけ、秋の聖書展が開催され

ます。９日（土）には高山右近に関する講演が、日本フリーメ

ソジスト明石上の丸教会の内貴八郎上右衛門師によってあ

ります。 

 

 

＊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  

6 月、淡路で行われた神戸地区大会は盛況のう

ちに終了、関係者の皆さんに感謝。神戸地区の地

区長が片柳神父様から春名神父様に交代、片柳

神父様 2 年間ご苦労さまでした。まだまだ暑い日

が続きますが、皆さんも熱中症などに充分注意

し、スタミナ付けて今年の暑い夏を乗り切りましょ

う。（三田教会 仲孝之介） 

ｶﾄﾘｯｸ 神戸地区だより つながり 
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