
 

 

 

 

 

 

 

 2013年 10月号 57号 

 

“ふっこうのかけ橋”２０１３ 

片柳弘史(担当司祭) 

 福島から山口教会のキャンプに参加した女の子が、放射能をまったく気にせ

ずに外で遊べる開放感から、自分は外国に来たと勘違い。引率のシスターに、

「明日は日本に帰るの」と尋ねたという話を聞きました。いろいろな意味で、とて

も考えさせられる話だと思います。 

 まず心が痛むのは、小さな子ども達がどれだけ日々、ストレスを感じながら生活しているかということで

す。長い年月を経て自分たちの体を蝕むかもしれない放射能の危険を、子ども達は子ども達なりに感じ取

っているのです。あれほど美しい福島の大自然を、生命にとって危険なもので汚してしまった私たち大人

の責任が問われているようにも思います。 

 もう一つ考えさせられるのは、放射能で深刻に汚染された地域に住む人々と、そうでない人々の間に生

まれつつある意識の壁です。福島に住むのは、まったく安全ではありえないということが分かっていながら、

「あの人たちは福島に生まれたのだからしかたがない」、「引越ししない人たちが悪い」などと考えて福島

の苦しみに目を閉ざそうとするとき、福島と私たちの間に大きな壁が生まれます。それは、まるで国境のよ

うなものかもしれません。フィリピンでたくさんの人たちが飢え、ゴミの山で生活していても、「あの人たちは

フィリピンに生まれたのだから仕方がない。日本人は、まず日本人のことを心配しなければ」というのと同

じような論理が、福島とそれ以外の地域の間にも生まれつつあるのです。しかし、福島に住む子ども達に

とってはまったく逆です。福島の子ども達にとっては、放射能に汚染され、外で自由に遊ぶことができない

現実こそが日本なのです。そのことを忘れないようにしたいと思います。 

 そんな現実の中に生きる子ども達が、この夏も神戸で、箕面で、山口で、放射能をまったく気にせずに元

気いっぱいに遊び、たくさんの友だちを作り、よい思い出を心に刻むことができたのは、ほんとうに素晴ら

しいことだったと思います。一人では何もできなくても、福島を思う私たちの心を一つに合わせれば、こん

なにすごいことができるんだと改めて感動せずにいられませんでした。スタッフとして働いて下さった皆さ

ん、募金などで支援して下さった皆さん、そして祈りで支えて下さったすべての皆さんに心から感謝したい

と思います。この体験を心の糧として、神戸の地でさらなる福音宣教に励んでゆきましょう。 
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Tôi rất vui vì năm nay được cộng tác cùng với giáo xứ katatori để tham gia buổi trại hè giành cho 

các em thiếu nhi. Qua buổi giao lưu và sinh hoạt vơi các em, thí tôi cảm thấy rất vui vì tinh thần 

hăng say của các em dành cho buổi trại, bên cạnh đó giáo xứ cũng mời các em ở xa làng về cùng 

giao lưu với các em thiếu nhi thuộc giáo xứ katatori (các em ở katatori và có những em ở america 

cùng tham gia) với tinh thần giao lưu và học hỏi tôi cảm thấy các em đó có nhiều điều thân thiện với 

nhau.. 

Tôi mong muốn trại hè năm sau sẽ có nhiều các em ở trong giáo xứ cùng tham gia hơn và các bạn 

thiếu nhi ở ngoài giáo xứ cũng nhiếu hơn so với năm nay 

 

今回のたかとりお泊まり会に参加することができてとってもうれしいです。お泊り会で子

供たちの意欲的な姿を見れてよかったです。福島やアメリカから来ている子供たちとも交

流ができ、様々なことを学べたと思います。来年はもっとたくさんの子供たちに参加して

いただけたらと思います。 

 

TRAN DANG QUANG  

 

Năm đầu tiên tham gia buổi trại với các em thiếu nhi với tư cách là huynh trưởng tôi rất bỡ ngỡ vì 

không biết phải làm gì nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các sơ và những người phụ trách trong nhà thờ 

mà buổi trại đâ diễn ra tốt đẹp . Tôi rất mừng và cảm thấy sau buổi trại tôi hiểu và gần gũi với các 

em hơn và các em cũng thân thiện với mình hơn . Tôi cũng gởi lời cảm ơn đến các em đến từ 

Hukushima tuy thời gian sinh hoạt với nhau không nhiều nhưng tôi nghĩ mỗi cá nhân các em đều có 

một kỷ niệm về buổi trại này. 

 Năm sau tôi sẽ rút kinh nghiệm những gì chưa đạt được của năm nay và hy vọng sẽ tổ chức được 

một buổi trai cho các em để các em có những giờ sinh hoạt bổ ích.  

 

初めてリーダーとして鷹取お泊まり会に参加しました。始めはとっても緊張してどうした

らいいのかわかりませんでしたがシスターや教会の責任者の方に協力していただき 2 日間

無事に終わることができました。とっても感謝しております。お泊り会を終えて子供たち

とさらに仲良くなりました。福島から参加してくれた子供たちにも感謝の言葉を送りたい

と思います。一緒に過ごす時間は短かったけれどそれぞれにいい思い出ができたのではな

いでしょうか。 

 今回のお泊り会の経験を生かし、自分のなかできたことできなかったことを思い返し、

来年は子供たちに有意義に過ごせる時間を作りたいと思います。 

 

FX. NGUYEN HOANG QUOC BAO 
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カトリックたかとり教会 吉本 加津子 

 

神戸地区平和旬間行事として、８月１０日（土）１３時から１６時半まで、「平和を子どもや孫に引き

継ぐために」というテーマでカトリック神戸中央教会聖堂にて講演とミサがありました。 

社会活動チームの一員として、初めて平和旬間行事に参加しました。猛暑が続く中、しかも日中

の暑い盛りに行われるため、いったい何人の方が来られるのかとても不安に感じておりましたが、

遠くは堺の方からも参加があり、大勢の方が集まられました。 

社活のスタッフは１０時から準備を始めましたが、中央教会の方が何度も冷たいお茶を用意して

下さり、とても有難かったです。また、鈴蘭台教会の男性陣は駐車場係として炎天下で車の案内

をして下さっていましたが、本当にお疲れ様でした。 

 

まず評議会議長のあいさつと祈りを持って開会し、吉田維一弁護士

による「平和と憲法」の講演会にはいりました。個人の尊厳・基本的

人権が守られるために、権力を有する者に規制をかけることが目的

で憲法がつくられ、国民自らも基本的人権が侵されないように常に

努力するよう命じられていること。憲法９条は、人類がこれまでに到

達したことのない平和の歴史を更新し続けており、世界中から注目

されていること。集団的自衛権の行使により、経済や外交面でかえ

って難しい局面に立たされる可能性があることなどを学びました。子

どもや孫たちには、世界の宝であるこの憲法９条をどうしても残さな

ければ！と強く思いました。 

その後「コールポップ」の皆さんによる素晴らしいゴスペルを聴かせていただきながらアンケート用

紙に質問を書いていただき、再度吉田弁護士に応答いただきました。 

 

１５時半からは平和祈願ミサが、地区

長の春名神父と社活担当の松浦神

父の司式で捧げられました。平和は、

まず自分の隣にいる人から、家族か

ら、職場へ地域へと水面に輪が広が

るように、連なり広がっていくものだと

お説教がありましたが、平和への熱

い思いに参加者の心が一つに繋がっ

たと感じられるミサでした。 

平成２５年度 神戸地区平和旬間行事に参加して 

 

 



 中ブロック「国際協力の日」 

テーマ「多民族で寄り添うために 〜こんなこと知ってますか〜」 

 9月 22日(日)世界難民移住移動者の日に、鈴蘭台、

兵庫、たかとり３教会合同の中ブロック国際協力の

日のミサ・イベントが、「多民族で寄り添うために 

〜こんなこと知ってますか〜」をテーマにたかとり

教会で行われました。 

 はじめにアニセ神父さま、高橋神父さま、ベトナ

ムの高山神父さま司式によるミサがありました。33

年前に難民として日本に来られた高山神父さまは説

教の中で「イエ

スも神の国から

人としてこの世

に来られた永遠

の移住者で、弟

子たちにも全世

界へ行って宣教するように伝えている。神の呼びか

けに応える者は移住者であり、信仰の恵みに感謝し

て、神の国の豊かさを宣べ伝えましょう。」と話され

ました。 

 ミサ後のイベントのはじめに、日本へ移住された

４人の方々の話を聞きました。皆、それぞれに事情

を抱えながらも、今は周りの人々とのあたたかいつ

ながりができ、日

本で暮らすこと

に喜びを感じて

おられました。 

 その後、た

かとりコミュ

ニティセンタ

ー (TCC)の活

動の紹介があ

りました。阪神・淡路大震災後の救援活動が発展し、

外国人が多く住む地域で多文化共生のまちづくりを

目指している TCC。その中にある６つの団体がそれぞ

れのユニークな活動を紹介しました。 

 続いてファッションショーが行われ、ラテンの

国々、ベトナム、フィリピン、タイ、インド、コン

ゴのそれぞれの

風土にあった民

族衣装を各教会

の信徒、TCCの

メンバーが着

て登場し、華

やかなショー

に会場は盛り

上がりました。 

 その後、ベ

トナムのバンブーダンス、地域の方の指導による日

本の盆踊りを皆で楽しみ、交流を深めることができ

ました。 

 会場には各国

料理が並び、子

供たちが遊ぶゲ

ームコーナーも

設けられていて、

多彩な国際協力

の場となり、心もお腹もいっぱいに満たされた一日

となりました。 

 世界で難民が増え続けている今日、私たちは、外

国人も共に暮らしや

すい環境づくりを日

常的に身近な所から

考えていく必要があ

ると思います。先ず

は「知ること、理解

すること」 中ブロックでは国際協力の日のイベン

トが一つのきっかけになるように今後も取り組んで

行きたいと思います。 

   カトリックたかとり教会 橋本千景 

シスターの飛び入りに会場盛り上がる 

ボートピープルの 

説明に聞き入る人 

中ブロック「国際協力の日」 
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2013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１日（日）１４時 ～ １５時５０分 場 所：カトリック鈴蘭台教会 

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、エキュメニカル担当、（欠席）一粒会代表 

２．春名地区長から地区評議会への挨拶 

神戸地区宣教司牧評議会への司祭の参加についてですが、以前は４ブロックから１名の参加となっていましたが、

各神父様は業務多忙とのこともあり、神戸地区代表として１名の参加に変更いたします。尚、参加についてはロー

テーションを決めたいと考えています。今回は、松浦謙神父様に参加頂きました。いろんな行事をみなさんと共に

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。 

司祭評議会からの報告については、まず新常任委員を紹介します。Fr.松浦謙(神戸地区)、Fr.松村繁彦(大阪北地

区)、そして春名昌哉です。書記は Fｒ.山本(神戸地区)で、研修委員はFr.松浦信行(大阪南地区)、Fr.アニセ(神戸地

区)となっています。 

教区の典礼委員会については、はっきり決まっていません、各地区委員会の中から進めてもらい、教区としても早

く指針を出して行きたいと考えています。 

 

３．議 題 

◎審議事項 

・神戸地区大会の報告について 

大会参加アンケート結果・反省会(７／２８)のまとめ・経費報告の資料を各人に配布され、三宅さん(垂水教会)

より説明がありました。経費報告では、大会予算として、４５４,０００円で実施し、残金５０,２５３円となりました。

(詳細別紙参照) 当日のミサ献金については、東日本の被災地への義援及び洲本教会で折半することで承認

されました。アンケート結果及び反省会まとめについては、配布資料を一読願います。尚、次回は中ブロックの

担当となっていますので、よろしくお願い致します。 

・規約改正について 

今回配布された改正案は、７月度に配布された規約を整理したものになっています。中身そのものはほとんど

変わっていません。追加としましては、第７条３号の「議長は構成員求めに応じて評議会会議を開催することが

できる」です。 

評議会回数については、何月に行うか空欄になっています。本会議では、目標年４回にすることで承認された。

（案として４、７、１０、１月）また、各小教区は分担金を前年度から前々年度に変えています。そうすることにより、
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予算案が早く作れます。これで行きますとスタートの評議会が４月に出来ると考えます。 

また、各役員決定及び開催場所については、すでに配布されている輪番制表を今後も引き続き採用して行く。 

以上のことを整理して、１１月度開催時には正式な物を作成し、確認後大司教様に承認を頂くことにする。 

◎提案事項 

・高山右近列福推進委員会状況について 

列福運動が行われている中、高山右近の地元である大阪に各地区巡礼するようになっています。神戸地区に

おいても計画して行きたい。(来春)また、右近クラブに神戸地区から１０名ほど参加頂いています。しかし、参加

されている小教区が偏っていますので、平均的参加にご協力をお願いします。 

◎報告事項 

・「ふっこうのかけ橋」プロジェクト結果について 

収支中間報告(別紙配布資料参照)みなさんのご協力もあり、無事スケジュール通り推進しました。(詳細神戸地

区だより 号外参照)尚、残金７７５,２２８円については、次年度の繰越金として、事務局に預かりとして頂く。 

・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 

   ※神戸地区宣教司牧評議会・神戸地区社会活動委員会から費用面及び関係各位のご協力を得て無事

終了致しました。ありがとうございました。(当日配布資料参照) 

４．ブロックの活動報告 

西ブロック：垂水・北須磨合同キャンプ 

中ブロック：９月２２日 神戸中ブロック国際協力の日（たかとり教会） 

       インドネシア、ペルー、ベトナム、韓国の方々の気持ちを話していただく。 

北ブロック：８月３～４日 三田教会キャンプ、８月６日追悼ミサ、納涼大会 

東ブロック：７月２８日 バーベキュー大会（住𠮷教会、東ブロック） 

       ８月１７日 納涼の夕べ（六甲教会）アメリカンカントリーウエスタン 

次回地区評議会：１１月３日（日）１４時 ～ 兵庫教会 



7 

 

 

 

 

養成委員会 

・活動状況：７月２０日に姫路マリア病院藤原神父様を平尾・高尾両名で訪問し、９月２８日の病者訪問コース講

演の打ち合わせを実施。(謝礼 税抜３万円) 

 ７月２２日地区評メンバーに「病者訪問コース」(９／２８、１０／１２)の案内、ポスターを送付しました。(９／８申し

込み締め切り) 

・その他：養成委員会担当司祭として、片柳神父様が加わりました。尚、委員会メンバーは、別紙配布資料の通

りになっていますが、空欄になっています小教区の連絡をお願い致します。 

 

社会活動委員会 

・10月 4日（日）13：30～14：00 第 3回ミニ学習会「新出生前診断について」 

           14：00～16：00 第 4回定例会  いずれも住吉教会にて 

・12月 7日（土）12：00～16：00 須磨夜回り支援クリスマスチャリティーコンサート  神戸中央教会 

・12月 8日（日）13：30～14：00 第 4回ミニ学習会「新終章前診断について」 

           14：00～16：00 第 5回定例会 場所未定 

 

広報委員会 

「つながり」５７号について 

・内容：①巻頭文・片柳神父様より「ふっこうのかけ橋」キャンプ報告、②平和旬間行事報告(8/10)、 

③他民族に寄り添うために(9/22)、④各小教区バザー情報、⑤地区評議事録抜粋など、他は従来通り 

・総頁数：１２頁、原稿締切日：９月２１日(土) 締切日厳守！ 

・印刷日；１０月５日（土）六甲教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部 

 

青年委員会 

・７月・８月は各小教区でのキャンプ・青年と子どもの練成会も無事に終わり、良い実りの場となりました。 

・１０月１０日（木）１９時～２１時、超教派の青年で聖書リレー朗読会を神戸バイブルハウスに於いて行います。

その後交流会を考えています。 

・１０月２６日（土）１５時から中央教会に於い

て会議を行います。１１月には、黙想会も考

えています。どうぞご参加ください。 

 

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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北ブロックの活動より 

1  9 月から来春までの間、神戸地区の北ブロック（三田教会）と中ブロック（3 教会）の司祭が 4 教会の 

  ミサを分担することになりました。 

2   9 月 8 日(日)敬老のお祝いミサを行う。ミサ後、信徒約 40 名と 18 名のお年寄りが参加しお祝い会を 

  開催。お祝い会では、教会学校の子どもたちによるゲームや歌のプレゼントがあり、楽しいひと時を 

  過ごしました。 

3   待降節の取り組みについて各委員会・地区で話し合っています。 

4   三田市・篠山市・丹波市内のプロテスタント教会などでつくる実行委員会で、12 月 2日の 

  「三田クリスマスの集い」の開催に向け話し合っています。 

 

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

10 月 13 日(日) ミサ後、定例評議会                   11 月 17 日(日)  ミサ後、定例評議会   

   20 日(日)  11:00～14：00  ふれあいバザー    12 月 1 日(日) 9:30～13:00 待降節黙想会 

 26 日(土)  神戸方面墓地墓参                         (指導司祭：藤原昭神父)、ゆるしの秘跡 

11 月  3 日(日)  11:00 カトリック三田教会墓地墓参                 14:00  「三田クリスマスの集い」 

   9 日(土)  西宮・三田・猪名川方面墓地墓参 ＜於：キッピ－モール 6 階＞ 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

■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 

☆バザー 10 月 6 日(日)午前 11:00 頃～  外国料理を楽しみに！ 

 

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

10 月 27 日(日) 社会活動部学習会 10：00 ミサ後  於：イグナチオホール  

        テーマ：“アルツハイマー型・痴呆症”“認知症”を知る。 講師：大西 道生先生(精神科医) 

11 月  1 日(金)    諸聖人ミサ 10:00 

      3 日 (日) 秋の墓参   10:00 ミサ後 

     10 日 (日)   チャリティーバザー (ミサ 9:00、ミサ後) 

     17 日 (日)    七五三祝福式(１０時ミサにて) 

     23 日 (土)    秋の黙想会(詳細は各教会へ配布されましたチラシをご覧ください) 

     30 日（土）  オルガンメディテーション 17:00～17：45  入場無料  於：六甲教会主聖堂 

         『待降節の初めに』音楽による祈りの集いです。どなたでもおいでください。   

 

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

10 月   5 日(土) 9:20  炊き出し  教会学校・・バイブルハウスの聖書リレー朗読会に参加 

   13 日(日) 池長大司教司牧訪問 

      19 日(土) 14:00  教会学校 

      20 日(日) 10:00 セニョール・デ・ロス・ミラグロス 

11 月   2 日(土) 9:20 炊き出し  14:00 教会学校  

        3 日(日)  9:30  祈念ミサ、納骨者追悼式 

       10 日(日) 東日本大震災復興支援バザー（ 9:30 のミサ～14:00） 

       16 日(土) 14:00 教会学校 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 15日（日）の敬老の日に、鈴蘭台教会に

大阪教区から池長大司教が来られました。 

当日は、台風の接近であい

にくの雨模様でしたが、昨年

の 5 月以来の大司教の元気

なお姿を見て、信徒一同安堵

いたしました。 

大司教はミサの中で、＂本

物の信仰とは何か＂を問わ

れ、あるがままの神様を信じ

る。実際のあるがままのものを信じる現実主義

者になって欲しいという事を「放蕩息子」のた

とえを例に出して強調されました。 

ミサ後は聖堂で敬老者の写真撮影をした後、

大司教を囲んでパーテイー

を楽しみ、最後に聖歌隊に

よる「主よ感謝します」「ア

メージング・グレイス」そ

の後、全員で「ありがとう」

「ふるさと」を合唱して閉

会しました。 

来年もまた全員元気な姿

で会いましょう。 

カトリック鈴蘭台教会 萬崎 抗三 

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 

日 時 2013年 9月 8日(日) 

場 所 カトリックたかとり教会 

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」５ 

【報告事項】 

１．9月 22日中ブロック「国際協力の日」 

「多民族で寄り添うために」 

〜こんなこと知っていますか〜 

（1）8月 25日（日）第 4回中ブロック「国際協

力の日」実行委員会からの報告 

  ・外国籍の方の訴え フィリピン、ペルー、

インドネシア、ベトナム 2人 

  ・ファッションショー ・盆踊り ・食べ物  

・ゲーム 

  ・当日の堂内献金は大阪教区へ、売り上げは

TCCへおくる。 

 （2）当日各教会で用意するものについて 

 （3）その他 

   ・共同祈願 兵庫教会が 250部刷ってくる。 

     ・献金は献金籠を回すのではなくミサ前に

入口で入れる。 

【検討事項】 

１．9月 22日中ブロック国際協力の日について 

（1）式次第表紙について 

（2）教皇様考案の共同祈願について 

（3）「外国人住民基本法」署名について 

（4）その他 

  ・「つながり」に載せる記事について 

  ・田淵さん、世界地図を作成。A3に印刷し

て当日配布。 

２．2015年度神戸地区大会開催について 

 ・来年度初めに実行委員会が発足。 

３．北須磨教会松井さんを講師に招いての朗読

勉強会開催について 

４．11月 24日カテドラルでの「信仰年」閉幕

ミサへ参加について 

【神父さま・シスターから】 

 ◇アニセ神父さまより 

国際協力の日を皆で力を合わせてやって

いきたい。「共にいる」ということがとて

も大事。素晴らしい 1日になるように祈る。 

 ◇シスター木梨より 

  皆で力を合わせて創っていくことの素晴

らしさを感じる。相互理解できるように互

いを大切に。 

【終わりの祈り】アヴェマリアの祈り 

次回 11月 17日（日）14：00〜 

 

 「敬老の日」を池長大司教と祝う（鈴蘭台教会） 

中ブロック協議会議事録 
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西ブロック４教会連絡会 報告  

８月は、休会しました。 

                       次回は、10月 20日(日) 垂水教会 14時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    」 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

10月 13日(日) 北須磨評議会 

 「からし種」講座 14:00～ 

10月 27日(日) 「からし種」講座 14:00～ 

11月 10日(日) 北須磨評議会 

        「からし種」講座 14:00～ 

11月 17日(日) バザー 

        「からし種」講座 14:00～ 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 

10月5日(土)「からし種」講座 10：00～ 

10月6日(日) 評議会  

10月19日(土)「からし種」講座 10：00～ 

10月20日(日) 西ブロック連絡会 

11月2日(土) 「からし種」講座 10：00～ 
11月10日(日) 集会祭儀 

11月30日(土)「からし種」講座 10：00～ 
 
 
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 

 
明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
10月 10日(土) ｢からし種｣講座 15：00～  

10月 12日(土) 朝祷会 8：30～ 

10月 19日(土) ｢からし種｣講座 15：00～ 

10月 27日(日) 評議会 

11月 2日(土) 墓参 

11月 9日(土)  朝祷会 8：30～ 

        ｢からし種｣講座 15：00～ 

11月 24日(日) 評議会 

11月 30日(土) ｢からし種｣講座 15：00～ 

12月 1日(日) 待降節黙想会 
        指導司祭：アマド神父様 
 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
10 月 13 日(日) 評議会 13：00～ 
10 月 16 日(水)「からし種」講座 19：00～ 
10 月 20 日(日)  ４教会連絡会 14：00～ 
10 月 27 日(日) 集会祭儀 11：00～ 
        バザー 12：00～ 
11 月 2 日(土) 運営委員会 10：30～ 
11 月 6 日(水) 「からし種」講座 19：00～ 
11 月 9～10 日(日) 教会学校お泊まり会 
11 月 10 日（日） 評議会 9：15～ 
11 月 17 日（日） 舞子地区の集い ミサ後 
11 月 20 日（水）「からし種」講座 19：00～ 
11 月 23 日（土） 大掃除 
 

 

神戸地区各教会バザーのお知らせ 

『三田教会』 

10月 20日（日）11：00～14：00 

福祉団体とインドの方々が出店 

『六甲教会』 

11月 10日（日）9：00のミサ終了後～14：00 

  当日 10:00のミサはありません。 

『住吉教会』 

11月 10日（日）9：30のミサ終了後～14：00 

住吉名物は赤波江神父様直伝タイカレー 

美味しいですよ！ 

『神戸中央教会』 

10月 6日（日）11：30～ 

『鈴蘭台教会』 

10月 27日（日）11：00～14：00 

『兵庫教会』 

10月 20日（日）10：30～14：00 

兵庫教会名物はおでんちらし寿司です 

『北須磨教会』 

 11月 17日（日）ミサ後から 

 カレー、おでんの他、手作りお菓子など 

『垂水教会』 

10月 27日（日）12：00～14：30 

神父様のオンステージがあります！！ 

 

たかとり教会、明石教会は秋のバザーは

ありません。 
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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 

 

喜びのときにも、悲しみの時にも、皆が歌う感謝の歌「アメージ

ング グレース」、この歌はどうして生まれたのか？ 今から約

２４０年前、英国人によって作詩されました。 この英国人は元

奴隷貿易を行い、奴隷になる黒人をアフリカからアメリカへ送り

こんでいました。 悪逆非道の人生から召されて牧師となり、当

時の英国の奴隷解放に貢献しました。 この「アメージンググレ

ース」がアメリカの黒人達に安らぎや、なぐさめを与え、希望と

勇気を授けています。 英国で生まれた作詩に、その１００年後

アメリカ人作曲家によって今の「アメージンググレース」の曲が

作られ、聖歌になっています。 光と希望を！ 絶望から救わ

れた奴隷商人の物語、シスターのおすすめの書です。 

☆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：古泉百合 

☆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（グレゴリアンチャントの会） 

 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） 

＊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 

☆月例会 『今、認知症高齢者の生と死を考える』 

 日 時：１０月２０日（日）１３:３０～１５：００ 

 場 所：カトリック六甲教会 

 講 師：関本雅子（本会常務理事、関本クリニック院長） 

 参加費：一般 ７００円  会員 ５００円 

 

☆設立２５周年記念・感謝のセミナー 

日 時：１１月１７日（日）１３:３０～１６：３０ 

 場 所：兵庫県看護協会ハーモニーホール 

    神戸市中央区下山手通 5-6-24 TEL078-341-0190 

 講 演：『祈り』 森清範（京都清水寺貫主） 

      『感謝と希望』 高木慶子（本会会長） 

 参加費：一般 １７００円  会員・学生 ７００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 

 

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 65回聖書セミナー 

 10月 3日（木）～10月 31日（木）毎週木曜日 14：00～16：00 

 津村春英師 大阪キリスト教短期大学・前学長 

 テーマは、「ヨハネの手紙を読む」 

 受講料 1500円/回(KBH友の会会員1000円/回)受講CD有。 

☆キリスト教の世界シリーズ：次回は、１０月１日(火)。 

 内容は日本イエス・キリスト教団鈴蘭台福音教会牧師の鍋島

猛師、テーマは「誰にも挨拶をするな」－ルカ１０章１節～２節 

 受講料は、１回のみの場合1200円(KBH友の会会員1000円) 

☆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ます。(但し、６日(日)は休み) 

 １０月５日(土)は若者が聖書に親しみを覚えられるよう、小学

生以上の学生が参加する枠とします。ポスターは既に各小

教区に配布済みで、６０％程度うまってます。 

☆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  

特別暑かった夏も過ぎ、佳い季節になりました。 

各教会ではバザーの季節ですね。皆が気持ちを

合わせて目に見えること、目に見えないことの中

にお恵みがたくさんありますように。 

             （住吉教会   橋本光子） 

ｶﾄﾘｯｸ 神戸地区だより つながり 
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