2013 年 12 月号 58 号

神戸地区 地区長 春名昌哉
私たちは今、待降節を過ごしています。人となられたキリストが私たちの元へ来てくださるのを待ってい
ます。
クリスマスが現在のように 12 月 25 日に祝われるようになったのは、４世紀ごろからです。それ以前は１
月６日に祝われることが多かったようですが、これはエジプトのアレクサンドロスにあった「イエスは人間で
あったが、洗礼を受けたことによって神になった」と考えるキリスト教の一派が、祝っていたものが広まった
ようです。よってクリスマスは主の公現の祭日を経て、主の洗礼の祝日の頃に祝われていたことになりま
す。この習慣は現在も東方教会（ギリシア正教、ロシア正教等）に伝わって祝われています。
一方、12 月 25 日にクリスマスが祝われるようになったのは、ローマ帝国から広まったもので、この日は
もともと当時ローマ帝国に普及していたミトラス教の祭日でした。ミトラス教は太陽神ミトラスを崇拝する宗
教で、太陽の勢いが最も小さくなる冬至にあたる 12 月 25 日を、この日を境に太陽が力を取り戻し始める
日、「不滅の太陽の誕生日」として祝っていました。
これに対してキリスト教は、旧約聖書のマラキ書３章 20 節の「義の
太陽」という箇所から、「12 月 25 日には真の『義の太陽』であるイエ
スの誕生」を祝うべきであると考えるようになり、ミトラス教が徹夜
で「不滅の太陽の誕生日」を祝ったのに対し、徹夜で主の降誕を喜
ぶミサをささげるようになりました。そして 325 年、第１回目の公会
議であるニケア公会議で 12 月 25 日がクリスマスと正式に決定され
ました。
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ローマでは当初、12 月 25 日の日中のミサでクリスマスを祝っていましたが、５世紀に 24 日の夜に祝うミ
サ、６世紀には 25 日の早朝のミサが加わりました。やがて降誕祭から始まり公現、主の洗礼の祝日まで
含む祝いの期間としての降誕節が成立していきました。私たちはこの季節に神の子であるキリストが、人
となられて私たちのもとに来てくださったことを記念します。ここに示された神様の私たち人間への大きな
愛。最愛のひとり子を私たちの救いのために遣わして下さったことに心から感謝をささげます。私たちはク
リスマスを祝う時、この思いを新たにする必要があるのです。
ところで、待降節の「待つ」という言葉には二つの意味があります。一つ目は最初に触れたようにキリス
トが私たちの元へ人となられて来られるのを「待つ」こと、そしてもう一つは終わりの時にキリストが再び私
たちの元に来られるのを「待つ」ということです。
この時期、私たちはふさわしい心で降誕祭を迎えるための準備をします。それは同時にキリストの再臨
を待つための準備をすることでもあります。キリストは地上に来られ、私たちが自らの罪を認め回心し、神
の元へ立ち返ることを望まれました。主はそのために私たちが何をなすべきかを示してくださいました。
待降節に私たちがふさわしい心を準備して「待つ」ということは、このキリストが示してくださった道を再
確認し、主に従う心を新たにすることです。それは自己中心的に生きることではなく、神の望みを私たちが
この地上に実現していくための歩みです。神が私たちに何を望んでおられるのか、そして私たちが何をな
すべきなのかをみ言葉によって黙想し、識別する必要があります。私たちの周りにおられる最も小さな
人々の中にキリストを感じ、その人々のために自分ができることを精一杯行うよう心がけ、そしていつ主が
こられてもいいように、私たちの心をふさわしく準備しながら待ちましょう。
2013 年も今月を残すだけとなりました。今年 1 年、神から与えられた豊かな恵みに感謝しつつ、新しい
年もまた神の恵みの内に生きることができるように祈りましょう。そして私たちが神からいただいた恵みを
自分だけのものにすることなく、多くの人々とその喜びを分かち合い、共に支え合い、助け合って生きる決
意を新たにいたしましょう。
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“ふくしま通信”

－ 第1号 ―

2013 年 12 月 1 日

ふっこうのかけ橋実行委員会
木枯らし 1 号がやって来ました。
あの熱かった夏がウソのようで、突然季節が変わったように感じられます。神戸地区としての大
きな協力によって、夏休みを利用して行われた“ふっこうのかけ橋 2013”も終了から早や 3 ヶ
月が経ちました。お蔭さまで福島から来られた親子さん達は、たくさんの楽しい思い出を、福島
で待つ家族への「お土産」としてカバンに詰め込んで帰られました。
昨年から始まったこのプロジェクトを通して、福島の抱える今と私たちの在り方をこれからも
問い続けていきたいと思います。幸いにも地区広報誌の「つながり」編集部から、毎号、このこ
とのために 1 ページを頂きました。神戸が受けたように、長い支援の継続を目指して、福島から
の「生」の声をお届けしたいと思います。
第 1 回目は、このプロジェクトの経緯と、支援先の 2 教会のご紹介です。
2011 年 11 月、六甲教会で開催された超

りませんでしたが、その分、細やかな対応によ

教派の祈りの集い（
“テゼの祈り”
）に集まった

り、特にお母さん達とゆっくり話合うことがで

青年たちに向けて、Fr.片柳から福島の置かれ

き、プロジェクトに広がりが生まれました。

ている現状の紹介「放射能を気にせず思いっき
り外遊びさせたい」というお母さん達の願いに
何か一緒に出来ることがないかとの呼びかけ

支援先となった「野田町教会」と「松木町教会」

があり、模索が始まりました。検討を重ね、支

は、どちらも福島市内にあり、東北新幹線の福

援の対象を子どもに絞り、神戸地区の教会学校

島駅を挟んで東西に同程度の距離（徒歩 20 分

へ参加を呼びかけました。福島には、Fr.片柳

位）に位置しています。共に長い歴史のある教

と親交のあった Sr.江川（桜の聖母小学校）が

会で、ドミニコ会のカナダ管区から宣教師が派

キーパーソンとして入ってくださり、福島市内

遣され、最初の教会から数えて 80 年以上の歳

にある 2 つの教会、
「松木町教会」と「野田町

月が経っています。現在、両教会の主任司祭は

教会」が支援先として決まり、合同キャンプ開

ポーランド管区から派遣された方々で、野田町

催に向けてスタートしました。

では、幼稚園の園長先生もなさっています。

子供たちの置かれている現状を聞き取るた

同じくカナダから、コングレガシオン・ド・

めに現地訪問を行い、県外保養の重要性を確認。

ノートルダム修道会が 1932 年に福島に来日。

定例の実行委員会開催の他に臨時で夜に集ま

約 80 年間、福島と共にあゆんで来られました。

りを持ったりしながら、話し合いを深め、合同

今では「桜の聖母学院」として地域に開かれた

キャンプ開催に至りました。子ども達は神戸・

教育の場を提供されています。

福島合わせて約 100 名、リーダー他関わった

両教会とも外国人信徒と共に歩んでいます

おとな達も子どもと同人数位となり、楽しい盛

が、特に松木町教会には相当数の外国籍の信徒

りだくさんのプログラムはアッという間に終

が集まり、拝領時には英語の聖歌がギター伴奏

了しました。神戸地区の平和旬間行事とコラボ

で歌われるなど、一部バイリンガルに。

し、福島からの証言をミサ中に行う等、地区全

在住する外国籍の女性の内ミサに参加する

体が大きく動いた取組みとなりました。

人の多くはフィリピン人で、今回参加した子供

2013 年度は、昨年の取組みに賛同された

達の母親もそうでした。慣れない文化的な違和

山口ブロックと大阪聖ヨゼフ宣教修道女会が

感を乗り越え逞しくこの地に根を下ろそうと

参加。一度に大勢が集まるキャンプ形式ではあ

努力しているように見えました。
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瓦礫のなかのインマヌエル
助祭：松永 敦
被災地の南三陸町で 2011 年の 6 月から支援活動をされている A さん。A さんが南三陸町を初めて訪れ
た日。瓦礫の山となった町の姿を見て、いつになったらすべて片付くのか、見当をつけることすらでき
なかったと語っておられました。それでも「やるしかない」。そう思ったそうです。A さんが最初に派遣
された地域は南三陸町でも海岸に近い地区でした。当初はボランティアのひとりとして活動していまし
たが、長期滞在だったので、数か月後には現場監督をするようになりました。A さんは毎日、数十人のボ
ランティアを振り分け、瓦礫撤去に無我夢中で汗を流したそうです。ボランティアの数が多かったので、
予想していたよりペースが速く、その地区の瓦礫撤去は年内に終わるめどが立ちました。
そして、2011 年の 12 月 24 日。雪交じりの風に頬をあかく染め、瓦礫撤去をしていた A さん。瓦礫の中
に見つけたものは、泥にまみれ、傷ついたイエス様のご像でした。南三陸町はそれほど大きな町ではな
く、キリスト教徒の多い町でもありません。それまで仏像は見つかっても、キリスト教のものが見つか
ったことはなかったそうです。「イエスの御心」のご像を見た時、
A さんが思ったことは「やっぱり見てくれていたんだ」ということでした。

クリスマスイブのこのご像の発見はどれほど A さんを勇気づけたことでし
ょう。私達が信じている神様はどこか遠くにおられる方ではなく、私達と
共におられる方です。喜ぶ人と共に喜び、悲しむ人と共に悲しみます。マ
タイ福音書の降誕物語には、聖霊によって身ごもった妻と密かに縁を切ろ
うとしたヨセフが夢を見る話があります。夢に天使が現れ、その天使の言
葉に従い、考えを改め、ヨセフはマリアを妻として迎え入れたという話で
す。マタイはこの話の後、次のように記しています。

このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。
「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」
この名は「神は我々と共におられる」という意味である。
（マタ 1 章 22，23 節）
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2013 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３日（日）１４時 ～ １５時５０分 場 所：カトリック兵庫教会
出席者：春名地区長、赤波江神父、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１８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
１１月に入りこれからクリスマスを迎えるなど多忙になると思いますが、体調管理に充分留意し、お過ごしください。
尚、司祭評議会の中で話のあった事柄については、教皇様を２０１５年に日本に迎える提案がなされています。
その他、典礼委員会及び「信仰年」などについては後ほど審議及び報告事項のなかで詳しく説明します。
３．議 題
◎審議事項
・規約改正最終案について
今回配布された最終案は、９月度に配布された規約を整理したものになっています。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したが、本会議では、年４回にすることで承認された。（４、７、１１、１月）
本会議の開催は、第一日曜日の午後２時からで以前と同様です。
尚、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、本会議で承認された規約書を教区に提出し、大司教様に承認を頂くことにする。
・典礼委員会について
教区から各地区に典礼委員会を設置し、各地区で受け皿を検討し、１１月２０日の司祭評議会に回答しなけれ
ばならないと地区長から報告がありました。
既に典礼委員会がある地区もありますが、新たに委員会を設置するのではなく既存の委員会若しくは地区評
自体を受け皿とするところも多く、典礼に関する研修の実施が主目的のようなもので地区評では、既に実績の
ある養成委員会で受けて戴けないかとの案が出た。各教会からも様々な意見があり、教区の典礼委員会設置
の趣旨がまだはっきりして見えないこともあり、とりあえず地区評議長団を窓口とし、趣旨がはっきりした時点で
地区としての対応を考えるとの結論になりました。(１１月の司祭評議会で何らかの動きがあると思います)

◎提案事項
・高山右近列福推進委員について
現在、三宅さん(垂水教会)が委員として活動して頂いていますが、本人からの要望で続けられないので辞退を
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したいとの申し出がありました。やってみたいと言う人及び推薦者が居れば議長団に連絡をお願いします。
・２０１４年度神戸地区合同キャンプの開催提案について
今後も神戸地区小教区として進めて行くかどうかについての討議がなされ、結論として、すばらしい活動でもあ
り、神戸地区としても莫大なるバックアップをしていくので続けて欲しい。
本提案事項については、委員全員の賛成を得て承認されました。
今後、実行委員会を立ち上げ、地区評議会や各小教区へ呼びかけていきます。
尚、ふっこうのかけ橋実行委員会から「２０１３年度ふっこうのかけ橋プロジェクト実施報告書」(冊子)が各小教
区に２冊ずつ渡されました。
◎報告事項
・「信仰年」閉幕ミサについて
昨年１０月１４日に大阪カテドラル聖マリア大聖堂で行われた開年ミサから始まった「信仰年」も今月の１１月２
４日(日)１４：００～ 大阪カテドラル聖マリア大聖堂にて、司式松浦悟朗補佐司教の閉幕ミサで終了致します。
取り組みの一つであった、神戸地区１１教会を回りましたローソクは１１月２０日(木)必着で洲本教会より教区に
送ります。(どのように処理されるのかは未定)

４．ブロックの活動報告
西ブロック：司祭ミサローテーションの確認(共同回心式、クリスマスミサ、元旦ミサなど)
２０１４年度の合同堅信式は、明石教会にて実施する。クリスマスキャロル in 西神中央を今年も開催さ
れます。詳細は配布パンフレットを参照願います。
北ブロック：10/20 三田教会のバザーを開催しました。待降節からクリスマスに向けた準備会を行いました。今後の
予定としては、12/1 黙想会、ミサ時間としては、12/24 午後 7:00～、12/25 午前 9:30～、 2014/1/1 午
前 11:00～のミサとなっています。
東ブロック：11/10 六甲教会及び住𠮷教会同時にバザーがありました。
次回地区評議会：２０１４年１月５日（日）１４時 ～ 明石教会
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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
・活動状況：９月２８日及び１０月１２日の病者訪問コースを実施(神戸中央教会にて)姫路マリア病院 藤原神父
様講演(謝礼税抜３万円、源泉徴収１０.２１％)
１０月１２日は、病者訪問養成の仕組みと実習を行い講演には１００名余、養成には８０名弱参加されました。
両日修了者(６０名弱)には地区長の修了証、基礎・聖体コース修了者には司教の修了証発行。
アンケートでは、藤原神父様の講演が好評、実技・分かち合いも良かったとの声があった。一方音響の改善、
終了時間厳守、ファシリテーターのリーダーシップなどの要望もあった。
※今後の活動計画を検討していきますので、ご要望あれば養成委員にお伝え下さい。

社会活動委員会
・カトリック社会活動神戸＆須磨夜回り会支援クリスマスチャリティーコンサートのポスター及びチラシの配布。各
小教区で情宣をお願いします。尚チラシが少数ですのでコピーしてご利用ください。
・シナピス学習会を２月２日(日)１４：００～垂水教会で開催します。
長谷川禎子さん(産婦人科医師)から「新出生前診断」について、お二人目は三田教会の本田さんが、「神から
のプレゼント～ダウン症の子を育てて～」と題しお話して頂く。
その間『コスモス』という障碍者の方たちによるミュージックベル（ハンドベル）のグループの演奏を 15 分程して
いただく。それぞれ、30 分ほどの講演と質疑応答を予定しています。

広報委員会
「つながり」５８号について
・内容：①巻頭分・春名神父様より「クリスマスメッセージ」②「ふっこうのかけ橋」活動報告③地区評議事録抜粋
などで他は従来通り
別紙：各小教区クリスマスミサの時間・イベント情報
・総頁数：１２頁、原稿締切日：１１月１６日(土) 締切日厳守！
・印刷日；１１月３０日（土）住吉教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部

青年委員会
・１０月１０日(木)聖書リレー朗読会に参加しました。
１１月４日(月)高松教区５０周年記念ミサに参加しました。昨年の交流をきっかけに参加させて頂ける事になり
ました。
・今後の活動予定：１２月２０日(金)市民クリスマス会、場所は神戸栄光教会ミサ後超教派の交流会
１月１９日(日)神戸栄光教会にて超教派の鍋会１６：００～
次回の会議は、３月１日(土)中央教会で１６：００～

7

病者訪問養成コースに参加して
神戸地区養成委員会 活動報告 平尾
聖体授与を伴う病者訪問奉仕者養成の 1 ステップとして病者訪問養成コースが 9/28,10/12 の２日間にわたっ
て神戸中央教会で実施されました。
１日目は聖マリア病院チャプレンの藤原神父様に「病者訪問のこころとキリスト」と題して、聖書のみことばとご
自身の病者としての体験に基づきご講演をいただきました。「よきサマリア人」ではこのサマリア人も助けてもらっ
た体験があったからこそではないかとか「マリアとマルタ」では病者訪問にあたってのマリアとマルタとは？という
新しい気付きを戴きました。そして徹底的に聴く姿勢で病者に寄り添う大切さを教えて頂きました。
2 日目は病者訪問奉仕者養成の仕組みと病者訪問・聖体授与の具体的方法についてグループに分かれての
実技や分ち合いを交えて学びました。実技を交えたことで自信がつき、また分ち合いで経験者の声や他教会の
やり方を学ぶことが出来て良かったとの声が聞かれました。
ご講演には 100 名弱、コースへは延 80 名弱が参加し、うち 59 名が二日間の課程を修了しました。社会の高
齢化が進む中、ミサに来られない病者、高齢者も増える傾向にあり、その中でご聖体と福音をもって信徒が訪問
する奉仕のニーズは高まっていると言えるでしょう。

会員募集！
右近クラブはユスト高山右近列福を願い、そのために自分の待つ時間、
能力などを差し出してくださるボランティアで強制はありません、ミー
ティングも開いています。
役割の募集もあります。したいことを提案できます。どうか参加してく
ださい。
申込用紙は､教区事務局企画広報課の｢松本秀樹｣まで電話して下さいま
したら､教会宛でも個人宅でも郵送します。 電話
よろしくお願いします。
2013 年 11 月 26 日

8

06‐6941-9700 です。

川邨 裕明神父

北ブロックの活動より
１ １１月１０日フィリピンの児童養護施設（孤児院）ハウス オブ ジョイのスタッフ澤村さんから施設の運営
状況などについてお話を聞きました。
２ 待降節のテーマを「主のいのちを待つ」とし、いろんな取り組みをします。
３ 12 月１日の待降節黙想会に、姫路聖マリア病院チャプレン藤原昭神父様を招き、「老い、病、死、信仰」を
テーマにお話しをして頂きます。
４ 三田・篠山地区のプロテスタントの教会と合同で行う「三田クリスマスの集い」を１２月１日に“共に歌おう”を
テーマに開催します。

■三田教会 TEL 079-562-4404

FAX 079-562-９４04
9:30 待降節黙想会、 ゆるしの秘跡
14:00 三田クリスマスの集い（於：三田駅前一番館６階）
15 日(日) ミサ後 定例評議会、ゆるしの秘跡
22 日(日) ミサ後 教会学校クリスマス会、ゆるしの秘跡
24 日(火) 19:00 主の降誕の祭日 夜半のミサ ミサ後お祝いパーティ
25 日(水) 9:30 主の降誕の祭日 日中のミサ ミサ後お祝い茶話会
1 月 1 日(水) 11:00 新年のミサ
12 日(日) ミサ中｢成人の祝福｣ ミサ後 新年あいさつ会と成人のお祝いのつどい
19 日(日) ミサ後 定例評議会

1２月 1 日(日)

*******************************************************************************
■神戸中央教会 TEL 078-221-4682 FAX 078-221-4584
12 月 7 日(土)
8 日(日)
15 日(日)
24 日(火)
25 日(水)
31 日(火)
1 月 1 日(水)

■六甲教会
12 月 8 日(日)
9 日(月)
23 日(月)
24 日(火)
25 日(水)
1 月 1 日(水)
12 日(日)
17 日(金)

クリスマスチャリティコンサート
開場 12:30
開演 13:00～
待降節黙想会 10:40～
ミサ後大掃除
クリスマスイブ、バイリンガルミサ 19:00～
クリスマス、バイリンガルミサ 10:00～
ミサ後パーティ
深夜ミサ (英語)深夜 0 時～
元旦 バイリンガルミサ 10:00～

入場無料

TEL 078-851-2846 FAX 078-851-9023
クリスマスコンサート ｢ヘンデルによるメサイヤ｣ 13：30～
六甲教会創立記念日 (無原罪の聖マリア) ロザリオの祈り 10：00～ ミサ 10：30
クリスマス音楽の集い オルガン・合唱 室内楽による演奏会 14：00～15：00
主の降誕夜半ミサ 16：30 (子供と共に)、19：00、 21：00
主の降誕
ミサ 7：00、 10：00
新年のミサ
0: 00、 7:30、11: 00
新成人祝福式(10: 00 ミサ中)と教会新年会(10:00 ミサ後)
阪神淡路大震災追悼ミサ 10:00

■住吉教会 TEL 078-851-2756 FAX 078-842-3380
12 月 1 日(日) 待降節黙想会
指導：梅崎神父様
7 日(土) 炊き出し(住吉教会当番)
24 日(火) 主の降誕 夜半のミサ 19:00
25 日(水) 主の降誕 日中のミサ
9:30
1 月 1 日(水) 新年ミサ(神の母聖マリア) 0:00、
11 日(土) 教会学校始業式
12 日(日) 成人式(ミサの中で)
17 日(金) 阪神淡路大震災追悼ミサ 9：30
2 月 1 日(土) 炊き出し(住吉教会当番)

11:00
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中ブロック協議会議事録
日

時 2013 年 11 月 17 日(日)14：00～

場

所 カトリック鈴蘭台教会信徒館

⑤その他・・クレド・ドミネの歌詞用意
３．次回神戸地区大会実行委員会への対応

出席者 Fr.アニセ、Sr.木梨

テーマ、会場、実行委員の人選等について

兵庫 2 名、たかとり 1 名、鈴蘭台 2 名

次回協議会でも検討する。

◇始めの祈り 大阪教区「信仰年の祈り」５

４．聖書朗読奉仕者の勉強会について

【報告事項】

各小教区で勉強会の希望の有無、する場合

１．中ブロック活動費中間会計報告

の要望等をまとめ、次回協議会で決定する。

（別紙により説明あり）

５．フィリピン台風募金について

【検討事項】

カリタス等のほかアジア女性自立プロジ

１．中ブロック国際協力の日の総括と来年度へ

ェクトへも寄付を行う。配分等は各小教区で

高山神父様の体験にもとづく話などいろい
ろな話がありたいへんよかった。ファッション

検討する。中ブロックとして自立プロジェク
トへ 5,000 円寄付する。

ショー、盆踊りなど催し物が楽しく、また、み

【その他】

なさん話もよく聞いてくれていた。盛況で成功

【アニセ神父より】

であった。来年度について次回協議会で検討。
２．信仰年閉幕ミサについて

昨年度のように 3 教会の行事予定のすり合
わせを。鈴蘭台作成の予定表枠をもとに 3 教

①参加人数・・神父様方を含め、48 名の予定

会予定表一覧を作成し、次回協議会で検討。

②出発時間：12:15 集合場所：ＪＲ神戸駅南

【終わりの祈り】アヴェマリアの祈り

③信仰年ろうそく奉納者・・鈴蘭台教会 1 名

次回協議会 1 月 19 日（日）14：00 兵庫教会

④バス代金・・中ブロック会計より支出。

【終わりの祈り】アヴェマリアの祈り

初めての秋のバザー(鈴蘭台教会)
10 月 27 日（日）午前 11 時から、鈴蘭台教会で

初めて販売し、皆様に大変な人気でした。また、

ふれあい福祉バザーを行いまし

バンドのジャズ演奏も好評でし

た。当日は台風 27 号も去り、秋

た。

晴れの素晴らしい天気に恵まれ

春名神父、アニセ神父、シスタ

ました。当教会では、昨年まで 4

ー木梨、中ブロックの他の教会の

月末に行っていましたので、今

人達にも来ていただき、本当に楽

回秋のバザーは初めての試みで

しい一日を過ごしました。

した。鈴蘭台教会名物の牛丼を

鈴蘭台教会 萬崎 抗三

兵庫教会のバザー
10 月 20 日に行われました。朝から雨が降ってい

たのではないかと喜んでいます。兵庫教会の名物

たので、回廊に店を並べました。お客様が来て下

「おでん」
「ちらし寿司」も完売し、今年初めて取

さるのか、心配でしたが、近所の方、子供達、い

り組んだ「焼き鳥」も大好評でした。売り上げ金

つも教会を利用しておられるふれあい喫茶のお年

は東北支援のため大船渡ベースに送りました。

寄りなど、たくさん来てくださいました。

神に感謝。

中井 迪代

今年のテーマ「いろんな人とのふれあい」ができ

□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
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西ブロック４教会連絡会
日 時：10 月 20 日(日) 14：00～15：30 垂水教会
出席者：松浦謙神父･春名昌哉神父 Ｓｒ．前田
Ｓｒ．中尾 明石・垂水・北須磨・洲本
4 教会代表者
【議題】
① 司祭ミサローテーション(10 月～1 月)が松浦神父様
から提出されました。
②黙想会･クリスマスミサ･新年のミサ等の時間
1) 黙想会(共同回心式) 司式司祭
明石 12/1 アマド神父 ・ 北須磨 12/15 松本神父
垂水 12/8 有馬神父 ・ 洲本 12/22 後藤神父
2) クリスマスミサ
明 石 12/24(夜半) 20 時 12/25(日中) 9 時
北須磨 12/24(夜半) 20 時 12/25(日中) 10 時
垂 水 12/24(夜半) 20 時 12/25(日中) 11 時
子どもミサ 14 時

洲 本 12/24(夜半) 19 時 12/25(日中) 10 時
3) 新年のミサ
明 石 1/1
9 時 12/31 年越しミサ 23 時 45 分
北須磨 1/1
10 時
垂 水 1/1 11 時 1/5 新成人の祝福
洲 本 1/1 10 時
③2014 年度 合同堅信式
候補として、10 月 5 日、12 日、19 日の日曜日
大阪教区は司教様方の異動の時期に当たり､対応
して頂けるか微妙であるが､とにかく司牧チーム
から候補日のご都合を伺って頂くことになった｡
会場は例年通り明石､今後､式次第作成作成などの
役割分担を決める。

明石教会

TEL

911-6330・FAX 913-6900

12 月 1 日(日)
12 月 14 日(土)
12 月 15 日(日)
12 月 22 日(日)
12 月 24 日(火)

黙想会 指導司祭アマド神父様
朝祷会 8：30～
大掃除･西ブロック連絡会 14:00
評議会
クリスマス･キャロル 19:30
主の降誕(夜半ミサ)20:00
12 月 25 日(水) 主の降誕(日中ミサ)9:00
12 月 31 日(火) 年越しミサ 23：45
1 月 1 日(水) 新年のミサ 9：00
1 月 5 日(日) 地区評 14:00

垂水教会

TEL・FAX

707-4434

報告

④その他
1) 合同墓参
洲本 11/2(土) 明石 11/2(土)石ヶ谷墓園
垂水 11/3(日)鵯越：山本神父・舞子:松浦神父
2) 後藤神父様の交通費
ガソリン･高速料金等の費用請求の方法につい
て司牧チームから直接本人に説明して欲しい
旨､北須磨教会から要望が出され了承された。
※松浦神父様より｢ブロック化の意義｣について以下
のようなご説明がありました。
・2002 年、池長大司教のもとブロック化がスタート
した｡ブロック単位が宣教拠点として活動すること
により､各人の持つ賜物をブロックに生かし合うこ
とで得られる活動の広がり､信徒の働きの広がりに
意義があるとして推進され奉仕職の広がりとして実
を結んでいる。集会祭儀･病者訪問･信徒による通夜
司式･福音宣教チーム｢からし種｣養成講座、等
・洲本教会は地理的に離れていることから､ブロック
化の恩恵を受けることが少なく､ブロックとしてど
のように協力できるかは、今後の課題である。
出席した委員からは｢信徒による通夜司式｣に対して
は未だ根強い抵抗･反発がある。
「奉仕者の養成」｢人
選｣が大切であり重要であるとの意見があり､時間を
かけて準備していくことを提案した。司祭の減少を
直面して信徒も可能な範囲で奉仕に携わるべき状況
であることを理解すべきではないか。また､そもそも
司祭の召命を促進するための対策が必要ではない
か､等の意見が述べられた。
北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919
12 月 1 日(日) 教会周辺大掃除
12 月 7 日(土) キリスト教講座「共に歩む旅」18～
12 月 8 日(日) 北須磨評議会
12 月 15 日(日) 黙想会 指導司祭 松本一宏神父様
12 月 21 日(土) クリスマス・キャロル in 名谷 17～18
12 月 23 日(月) クリスマス・キャロル in 西神 17～18
12 月 24 日(火) 主の降誕(夜半ミサ)20:00～
12 月 25 日(水) 主の降誕 10:00～
1 月 1 日(水)新年のミサ 10:00～
1 月 5 日(日)成人のお祝い
洲本教会

TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664

12月1日(日) 評議会
12 月 7 日(土) 運営委員会 10：30～
淡路島内キリスト教合同クリスマス
12 月 8 日(日) 共同回心式
福良キリスト教会(14:00～)エキュメニカル
指導司祭 有馬神父様
12月8日(日)
年末大掃除ミサ後
12 月 15 日(日) 評議会 9：15～
次回は、12 月 15 日(日) 明石教会 14 時～
12月22日(日)
後藤神父様による告解と黙想会
12 月 22 日(木) クリスマス・スキャロル
12月24日(火) 聖夜ミサ19：00～
垂水駅前 18：00～
ミサ後持ち寄りパーテぃー
12 月 24 日(火) クリスマス・キャロル 19：30
主の降誕（夜半ミサ）20：00
12月25日(水) 主の降誕ミサ 10：00～
12 月 25 日(水) 主の降誕 子供ミサ 14：00～
1月1日(水) 元旦のミサ 10:00～
1 月 1 日(水) 新年ミサ 11：00～
1月11日(土)「からし種」講習会 10：00
1 月 5 日(日) 成人のお祝い
1月25日(土)「からし種」講習会 10：00
ミサ後 お祝いのパーティー
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西ブロック内のミサ

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

☆月例会 『人生の物語を聴く』
日 時：１２月１５日（日）１３:３０～１５：００

「第二バチカン公会議公文書（改訂公式訳）」が１０月下旬に店
頭に置かれました。 是非目を通したい書物です。

場 所：カトリック六甲教会
講 師：山本房子（本会理事、尼崎中央病院内科医）

「液晶画面に吸いこまれる子供たち」
外で行動しないで、パソコンゲームに張りつく子供達、ネット社
会の子育てについて書かれた本が出版されています。 子育
て中の両親にとって参考になります。

参加費：一般 ７００円
☆メモリアル・サービス

「亡くなられた全ての方に捧げる祈りと音楽の集い」
日 時：１月１９日（日）１３:３０～１５：００

☆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。
【お詫び】前号 57 号におきまして講座担当者名を誤
って掲載いたしました。
（誤）小泉百合 ⇒（正）古泉百合
ここに訂正しお詫び致します。
エキュメニカル活動

会員 ５００円

場 所：カトリック六甲教会
講 演：高木慶子（本会会長、上智大学特任教授）
堀早苗（本会理事、兵庫県音楽療法士会顧問）
堀彩（兵庫県音楽療法士）
参加費：一般 ７００円

会員 ５００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
神戸市民クリスマス
第 55 回神戸市民クリスマス
12 月 20 日（金） 於：神戸栄光教会 テーマ：「こころをむすぶク
リスマス」詳細は各教会配布のチラシをご覧下さい。

クリスチャンセンター神戸バイブルハウス

☆第 66 回聖書セミナー
11 月 21 日（木）～12 月 19 日（木）毎週木曜日 14：00～16：00
講師は平山武秀師 日本基督教団牧師で大阪信徒学校校長
テーマは「エフェソス」参加費等詳細はバイブル・ハウスニュズレ
ターNo.61 を参照ください。
☆第 67 回聖書セミナー
1 月 9 日（木）～2 月 6 日（木）毎週木曜日 14：00～16：00
講師は菅澤邦明師 テーマは「イエスの出来事の実像に迫っ
て」参加費等詳細はバイブル・ハウスニュズレターNo.61 を参照く
ださい。
☆キリスト教の世界シリーズ
「キリストのたとえとお話・つまずきと解明」をテーマに第一火曜
日の 19 時から開催。12 月 3 日は「異邦人の道に行ってはならな
い」を菅根信彦師（日本基督教団神戸教会牧師）。1 月 7 日は
「父・母・・・を憎まないなら弟子ではない」を大嶋博道師（日本フ
リーメソジストひよどり台教会牧師）に語って頂きます。

編集後記
少しハンディがあって出来る事は少ないと思いま
すが少しでも役に立てたらいいなぁと考えていま
す。よろしくお願いします。インフルエンザ、ノロウィ
ルス等、体調を崩しやすい季節が近づいていま
す。体調管理しながらクリスマスを待ち望みたいで
すね！！
（兵庫教会
岩居嘉美）

☆12 月 14 日（土）はクリスマスランチョンがあります。
☆12 月 27 日（金）から 1 月 5 日〈日〉までの間休館です。
＊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
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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なく、
御子によって救われるためである。（ヨハネ 3：16-17）
2013 年 クリスマス

画：鈴木 肇（カトリック六甲教会）

クリスマスと新年のミサのご案内
神戸地区・および近隣教会

教会

クリスマス
12 月 24 日（火）

12 月 25 日（水）

新年
1 月 1 日（木）

三田教会

19：00

9：30

11：00

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

六甲教会

16：30（子供と共に）
19：00 21：00

7：00 10：00

0：00 7：30 11：00

住吉教会

19：00

9：30

0：00 11：00

鈴蘭台教会

19：00

10：00

10：30
12/30 19：00
ﾍﾞﾄﾅﾑ語感謝ミサ

たかとり教会

19：00

9：00

12/31 23：30
日本語・ﾍﾞﾄﾅﾑ語
1/1 10：30

兵庫教会

19：00

9：30

10：00

洲本教会

19：00

16：00

16：00

北須磨教会

20：00

10：00

10：00

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

垂水教会

19：30 ｸﾘｽﾏｽ・ｷｬﾛﾙ
20：00 夜半ミサ

11：00 一般ミサ
14：00 子供ミサ

11：00

0：00 バイリンガル

0：00 バイリンガル

玉造教会（カテドラル）

19：00 日本語
22：00 英語

10：00 日本語

10：00 日本語

14：00 英語

14：00 英語

甲子園教会

19：00

9：30

9：30

仁川教会

19：00 22：00

10：00

0：00 10：00

夙川教会

17：00 19：00 20：30
10：00
22：00

0：00 11：00

芦屋教会

19：00

12/31 23：30
1/1 10：00

10：00

