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 2014年 2月号 59号 

 

神戸地区 地区長 春名昌哉 

2014年が幕を明けて早くも１か月がたちました。今年も皆様と共に力を合わせてまいりたいと思いま

す。 

 先日、１年半ぶりに岩手県大船渡市を訪ねました。大阪教会管区のカリタス大船渡ベースの開設２周

年のお祝いに参加するためです。ずっと行きたいと思っていたのですが、なかなか時間がとれず、久しぶ

りの訪問になりました。 

 東日本大震災からまもなく３年を迎える中で、どの程度復興したのかと思っていましたが、何軒かの家

が建ち始めた程度で、ほとんど進んでいませんでした。復興住宅の建設も遅々として進まず、ほとんどの

人が仮設住宅で暮らしています。今回は仮設住宅に住んでおられる信者さんを訪ねる機会がありました。

３年近くになる仮設住宅は、痛みも目立ちはじめ、エアコンも一家に一台しかない状況で、厳しい寒さを乗

り切ることさえ大変な状況でした。地盤沈下した土地のかさ上げもほとんど進んでおらず、それが原因で

家が建てられないという話も伺いました。 

 それでも大船渡の人々は明るく私たちを迎えて下さ

り、共に楽しく２周年を祝いました。前向きに、復興へ向

けての決意を感じました。 

 新しい年も私たちは目の前で苦しんでいる人と共に

歩む決意を新たにしたいと思います。自分に出来ること

を精一杯行うことこそが、キリストの思いにこたえること

だと思います。今年１年も私たちがキリストの道を歩み

続けることが出来ますように、祈りの内に生活していき

ましょう。 
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                   神戸中央教会  米津康男 

 クリスマス チャリティ コンサートが１２月７日（土）神戸中央教会の大聖堂であった。１３時開

演で１６時終了。 

第一部は７組のグループにより１８曲が演奏された。六甲教会、鈴蘭台教会、夙川教会、神戸海星女

子学院大学、屋形町教会そして神戸中央教会のミュージシャングループが熱演した。シュ―ベルト、モ

―ツアルトなどのクラシックあり、カントリーソング、フォークソングあり、また作詞、作曲すべて自

作の力作もあり迫力があった。 第一部が終ると休憩となり、中庭で暖かいスープがふるまわれた。 

第二部は５組が演奏した。 地区長と社会活動委員会、担当司祭が「きかせてください」「インヌマエ

ル」と「ハッピークリスマス」の演奏をした。 続いて垂水教会、住吉教会神戸中央教会、北須磨教会

のミュージシャングループのすばらしい楽器演奏、歌唱で観客をわかせていた。 洋楽器と共に三味線

のソロもあった。 三味線は洋楽器以上に響きが力強く感じられた。 最後の１２組目の曲目が終ると、

ホームレスのおじさん達の特別出演があり、その合唱に合せて中央教会の一人と学校の先生による見事

なダンスが披露された。 ダンスのテンポも早く迫力があった。 会場から拍手がわきあがっていた。 

各教会に、これだけのミュージシャン グループがいるのを知って驚かされた。 

入場者は２３０名であった。 

 

 

クリスマス チャリティ コンサート ２０１３ 

 

 
 

 
 

 



“ふくしま通信” － 第 2号 －      2014年 2月 2日 

                                      ふっこうのかけ橋実行委員会                                      

 3.11から間もなく 3年目を迎えようとして

います。皆さんも既に、この国の怪しげな風潮

に気付いておられることでしょうが、今回の“ふ

くしま通信”は、福島市内に在住のコングレガ

シオン・ド・ノートルダム修道会の Sr.熱海から

現地の状況を伝えて頂きました。 

   

 除染が済んだと言われる市内各所の家庭の庭

先や公園の片隅には、その取り去った筈の表土

がブルーシートに覆われ、積み上げられていま

す。そのせいでしょうか？除染が完了したと言

われているにも関わらず、まだまだ空間線量の

高い場所やホットスポットが各所にあり、残念

ながら外で遊ぶ子どもの姿は見受けられません。 

 私たちの修道会が経営する幼稚園でも、屋内

広場に砂場や遊具を設置し、今、大きな問題と

なっている福島の子どもの体力低下（運動能力

減と肥満増）の回復を目指しています。また、

阪神淡路大震災 3年後に、心理的ストレスから

体調不良になる子どもの数がピークを迎えたよ

うに、福島でも環境の激変による体と心の問題

が懸念されています。 

 福島の現実を忘れたかのように、原発再稼働

を求める声が上がっています。また、その増設

を望む外国に、首相自らが売り歩き、それに加

えて、エネルギー政策が転換されようとしてい

ます。 

 福島の復興が後方に追いやられてしまうこと

への危惧、その間にも子どもたちは放射線に曝

され続け、孤立感に苛まされながら、個人の力

ではどうすることも出来ないという無力感を噛

みしめています。 

 新聞などでご存知のように問題は山積してお

り、子供たちの甲状腺機能への影響や内部被ば

く、自主避難された人々と福島在住の人々との

溝、家族分断など、解決への糸口が見えない 3

年目、宮城県在住の医師ＫＭさんが新聞に投稿

された文章の中から一部を皆様にご紹介して締

めくくらせていただきます。 

   

「人類は便利な現代文明を享受する一方で宝石

のように傷つきやすい地球のもろさを感じた。

かけがいのない地球を慈しみ、次の世代へ引き

継ぐ責務を強く自覚させられた。」 

 

出会い・祈り・感謝！ 

「神様、子どもたちには心と体の健全な成長を、 

若者には未来を切り開く底力を 与えてください」 

「喪失の悲しみを抱え、長引く避難生活の中にあり、放射能の不安を背負って 

仕事がなく、希望を見出せない日々に疲れきっている私たちを助けてください。」 

「東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の 

事故収束のために働く方々を守ってください。」 

「負の遺産を子どもたちに残してしまった私たちを赦してください」 

「津波で亡くなられたご霊魂をあなたにお委ねいたします。」 

「被災地を、物心両面の負担を乗り越えて支援してくださるボランティアの方々を、 

どうぞ豊かにお報いください。」 

「ふるさとの復興のために、骨身惜しまず働く方々に癒しの時を与えてください。」 

「神さま、あなたは、この苦しい体験を私にも共有させてくださいました。人々との出会いの中

に、信仰の底力と祈りの絆の力強さに気づかせ、復活を垣間見させてくださいました。 

イエス様、あなたが共に歩んでくださっている道だから 

人々と共に私にも歩ませてください。」 

  福島市在住の修道女 新年の祈りより 
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2014年 1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：１月５日（日）１４時 ～ １５時３０分 場 所：カトリック明石教会 

出席者：春名地区長、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)社会活動委員会代表 

２．春名地区長から地区評議会への挨拶 

あけましておめでとうございます。 

新年を迎え新しい日差しが見えてきているような社会ですが、私達の方から光あるキリストにならって、社会に向

かって光であり続けることができますように。 

地区評も規約が承認されれば、６回／年⇒４回／年になりますが、より効果ある会議を目指したいと考えますので、

より緊密に連携しあい、この一年よろしくお願い致します。 

司祭評議会の中で話のあった事柄については、教区国際協力の日が５月から１０月１９日に変更になりました。高

山右近関連の行事の変更については列福祈願ミサとイベントが分離され列福祈願ミサが２月２日(日)で、イベント

が６月８日（日）です。 

青年と子どもの練成会については、８月２２日(金)～２４日(日)に行われます。 

堅信式については、司教様から各地区大会で堅信式ができないかどうかという提案がありましたが、各地区の判

断に委ねられることになりました。神戸地区では、神戸地区司祭・修道者意見として、従来通り各ブロックで行って

行きます。 

教皇フランシスコ日本招待については、現状は、司教団から駐日本バチカン大使に手紙が渡された段階で、それ

以上の進展は今のところありません。 

尚、２０１５年１月１７日に阪神淡路大震災２０周年行事の開催を検討中です。 

 

３．議 題 

 

◎審議事項 

・規約改正の動向について 

現在大司教様に提出し、承認待ちとなっています。承認後は新年度から実行されますが、次回の評議会は

３月２日(日)北須磨教会で開催することで承認されました。 

その後の開催日程は、次回の地区評にて決めて行きます。 

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き

ますので、ご了承願います。 
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・高山右近列福を祈る巡礼について 

三宅さん(垂水教会)より、４月１２日(土)に実施されるスケジュールの説明がありました。(詳細は配布資料参照) 

バス３台、１３５名(４５名×３台)を予定していますので、各小教区参加人数の チェックをよろしくお願いします。 

尚、各バスへの乗車場所については、ブロック毎に検討後お知らせ致します。 

 

・予算計画案について 

高橋さん(北須磨教会)より、平成２６年度の各委員会活動費申請のまとめについて説明がありました。(詳細は

配布資料参照) 

尚、市民クリスマスの「協賛・献金」の件及びＳｔポールへの支出金ほか不明瞭な事項があり、現在役員会で検

討しています。次回地区評にて説明します。 

 

４．ブロックの活動報告 

西ブロック：四旬節黙想会は、明石教会３月２３日・垂水教会３月３０日・北須磨教会３月１６日・洲本教会３月９日

に行う予定です。 

２０１４年度の合同堅信式は、１０月５日(日)明石教会にて実施します。 

中ブロック：「大阪教区国際協力の日」の日程が１０月１９日に変わったことにより中ブロックとして中ブロック国際

協力の日の行事をこのまま続けてよいものかどうか教えて欲しいとの提案があり、中ブロックとして実

績もある行事であり、今のまま続けて行くということで承認された。 

尚、住吉教会で約２０年間続けられている「セニョール・デ・ロス・ミラグロス」（奇跡の主）の行事も毎年

１０月第３日曜日であり、１０月１９日である。 

北ブロック：エキメニュカルの交流会を実施した。 

東ブロック：５月頃、神戸中央教会でグラシア・スサーナのチャリティコンサート（東日本大震災復興支援）を応援し

て行きたい。 

次回地区評議会：２０１４年３月２日（日）１４時 ～ 北須磨教会 
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養成委員会 

・病者訪問養成コース修了証交付 

 コース修了者に対し地区長分５９名、大司教分２９名の交付を受け、各教会養成委員に手渡しました。各教会

でそれぞれのコース修了者の参加履歴を整備しておくように。 

・病者訪問養成コースの振り返り 

 定例会日程の変更などについて 

 地区評の日程変更に合わせ、養成委員会も６・１０・１２・２月第１日曜１４時からとし、必要に応じ臨時委員会を

開催する。また、委員の研修会を隔年から毎年開催に変更する。 

・講演会は、過去実施したアジアの教会シリーズの講演をアフリカにも拡大して実施してはどうか？ 

尚、集会祭儀司式者の養成コースの必要性について、ブロックでの対応の可能性も含めて検討して行きたい。

六甲の海星病院の集会祭儀では各回９名程度出席がある。 

※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 

・チャリティーコンサートの報告：２３２名の方が来られた。募金額は、１１８,１８３円があり、折半して５９,０９１円を

須磨夜回り支援として、残りの５９,０９２円を活動センターへ渡しました。また、南相馬支援として、３０,９７１円集

まりました。このお金は、南相馬で仮設住宅に住んでおられる方に対して４月から現地に移られ活動されてい

るマリアの宣教者修道会シスター佐々木を通して毎月送っているお菓子代としてプール致しました。 

・シナピス学習会のご案内：テーマ「新しい出生前診断とは」。小教区での掲示用ポスター(カラー版)と配布チラシ

(モノクロ)を配布しました。開催日時：垂水教会で、２月２日(日)１４時～１６時 

・静修会：日時３月２９日(土)１１時から場所は愛徳カルメル修道会本部修道院。指導司祭は、松浦神父。社会活

動委員会の一年間を振り返り小グループでの分かち合い～黙想～御ミサという内容で行う。 

広報委員会 

「つながり」５９号について 

・内容：①巻頭分・春名神父様より「新年の挨拶」②クリスマスチャリティーコンサート報告③「ふ

っこうのかけ橋」活動報告などで他は従来通り 

・原稿締切日：１月１８日(土)締切日厳守！ 

         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；２月１日（土）住吉教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部 

青年委員会 

・高松教会青年会に参加し、交流した。 

・「ふっこうのかけ橋」合同キャンプについては、本年度も開催しますので地区評及び各小教区の、ご支援＆ご協

力をよろしくお願いします。 

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 四旬節中の取り組みについて話し合っています。 

2  2014年度の各委員会等の活動目標、計画/予算について話し合っています。 

3  2014年度小教区の年間行事計画を決めました。 

4  カトリック教会と三田・篠山・丹波市内のプロテスタントの教会が持ち回りで行っている 

  世界祈祷日「祈祷会」の今年度の担当教会として準備をしています。 

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

2月 16日（日）ミサ後、定例評議会 

3月 5日（水） ７：３０と１９：００  灰の水曜日ミサ 

７日（金）１０：００  世界祈祷日 祈祷会 （於：カトリック三田教会） 

９日（日） ９：３０   四旬節黙想会  講話：中川 明神父  ミサ後「灰の塗布」、分かち合い、ゆるしの秘跡 

   １６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（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 

コンサートのお知らせ 

 ４月２７日（日）１４時～１６時「サバの女王」等の歌でなつかしいアルゼンチンの女性歌手グラシエラ・スサーナさん 

の声量あふれるコンサートがあります。フィリピンと東日本大震災の支援コンサートです。 

前売り券１,５００円  当日券２,０００円 

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

２月２日（日） 第２６回 結婚セミナー①/ ９日(日）②/ ６日(日)③/ ２３日(日)④   ４回で１コース。いずれも１４時より 

３月５日(水)  灰の祝福とミサ ７：００、１０：００、１９：００ 

   ８日(土) オルガンメディテーション「四旬節によせて」 17：00～18：00 

         演奏者：ソプラノ 浅野純加（六甲）/ 谷崎加奈（カトリック香里教会） オルガン：三浦優子（六甲） 

※ペルゴレージの「スターバト・マーテル」（悲しみの聖母）を中心に、ソプラノソロ、重唱、オルガン

演奏と朗読で静かに四旬節について思いをめぐらす時間をご一緒しませんか。皆様のご来場を

お待ちしております。 

   ９日(日)  春の墓参   １０：００ミサ後 

  １４日(金)  ミニ黙想会(講話 10:00～10:30・祈り 10:30～11:00) ミサ 11：00～ 

  ２１日(金)  十字架の道行   １０：００ 

  ２８日(金)  ミサと十字架の道行   １０：００ 

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

２月１日(土)  ９：３０ 炊き出し     １４：００  教会学校 

   ２日(日)  聖パウロ三木お祝い会 

   ９日(日) １３：３０東ブロック会(六甲教会) 

  １５日(土) １４：００  教会学校 

  １６日(土) １１：００   祈念堂説明会 

３月 １日(土)  ９：３０ 炊き出し     １４：００  教会学校 

    ２日(日)  黙想会     (指導司祭 クラレチアン会 竹延神父)           

    ５日(水) １９：００  灰の水曜日ミサ                             第四留 母に会われる 

   １５日(土) １４：００  教会学校 



 中ブロック協議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待降節の黙想会(鈴蘭台教会) 

12月 8日（日）鈴蘭台教会にブラッドリー・ロ

ザイロ神父様（オブレート会 伊丹修道院）が来

られ、「生活の中の待降節」という講話をして下さ

いました。 

日本に来た当時、3年後に 3ヶ月の休暇を取って

祖国（スリランカ）へ帰れる日を楽しみに待ちな

がら、寒い気候，慣れない食事，言葉に悩みなが

ら、ただひたすら待ち続けた話しをユーモアを交

えて話されました。そして、こう締めくくられま

した。 

あなたの生活の中で「待つ」ことはありません

か？ 

大事な人を待つこと、単身赴任から帰って来る

夫を待つこと、子供の帰りを待つこと病院での診

察・検査結果を待つこと、親戚に会うために長い

旅を期待の内にすることは、すべてあなたの待降

節です。あるいは、平和が実現するように待つこ

と、恋人同士のあの日を待つことは、すべてあな

たの待降節です。        

鈴蘭台教会 萬崎抗三 

     

日 時 2014年 1月 19日(日)14：00～ 

場 所 カトリック兵庫教会信徒館 

出席者 Fr.アニセ、Sr.木梨  

鈴蘭台１名、たかとり 2名、兵庫 2名 

【始めの祈り】 

【報告事項】 

◇信仰年閉幕ミサ(2013年 11月 24日) 

特に問題なく行えた → ブロック全体で移動

する場合→目的地に応じて集合場所を考える。 

【検討事項】 

◇教会予定表の件 

セグラ神父様の体調を考慮して外している → 

他にも若干の変更点あり → アニセ神父様か

ら新しくデーターを送りませんので、各自小教区

手直しを行い、使用する。 

◇朗読者勉強会の件 

Ｓｒ.木梨→朗読者は事前に練習をするよう勧め

なければいけない。   

Fr.アニセ→より多くの朗読者のために行わなけ

ればいけない。カトリックの朗読は、神のことば

を告げるのだから、普通の朗読ではない。指導者

は優先順位があって、一番は神のことばを告げる

ことを伝えることができるかで、二番目により多

くの朗読者に指導してくれる者。 

兵庫脇田さんを窓口にして、進めて行く。 

◇高山右近「列福を祈る巡礼」の件 

来週から各小教区募集。 

締め切り→2月 16日(日)、出発地→ＪＲ神戸駅

南口、集合時間→8：40 参加希望者のデータ

ーは鈴蘭台田中さんに送る。 

◇2015年神戸地区大会の件 

3 月 2 日に行われる神戸地区宣教司牧評議会に

て、各小教区 2名の実行委員会委員の呼びかけ

を行う。第 1回実行委員会は 4月 27日(日)  

→中ブロック協議会(3 月 16 日たかとり教会)

にて、実行委員長、テーマを決定する。 

◇2014年国際協力の日の件 

9月 28日難民移住移動者の日に行う。 

→中ブロック協議会(3 月 16 日たかとり教会)

にて、テーマ、開催場所を決定する。 

◇フィリピン台風支援募金の報告 

中ブロックからの支援金→アジア女性プロジ

ェクト経由でサマール島に支援を行っている

日比ＮＧＯネットワークに送金。  

【アニセ神父様より】 

今年も始まりました。宣教においても色いろあ

ると思いますが、信仰年という期間を経た私た

ちが、希望を持って歩んでいきたいと思いま

す。今年も中ブロックと共に歩んでいきましょ

う。 

【おわりの祈り】アヴエ・マリアの祈り 

次回の集まり 3月 16日（日）たかとり教会 

 

 

□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 報告  

 

日  時：12月 15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 12月～4月までのミサ司式司祭の予定が決りました。 

  

・ 1/12(日)明石・垂水・北須磨教会は､入門式があります。  

司式：明石・後藤進神父様 垂水・春名昌哉神父様 

     北須磨・松浦謙神父様 

 

・ 聖週間の「聖木曜日」「聖金曜日」「復活徹夜祭」 

「復活の主日」の 4日間の司式司祭 

 

明 石：松浦謙神父様 

垂 水：春名昌哉神父様 

北須磨：後藤進神父様 

洲 本：｢聖木曜日｢聖金曜日｣｢復活徹夜祭｣は、 

    外部から来られる司祭と松永敦助祭様 

    ｢復活の主日｣は､アマド神父様と松永 

敦助祭様 
 

 
   

 
  
                     

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
2月  9日(日) 評議会 

「からし種」講座 14:00～ 
2月 23日(日) 「からし種」講座 14:00～ 
3月 5日(水) 灰の水曜日 19:00～ 
3月 9日(日) 評議会 
3月 16日(日) 四旬節黙想会 
       指導司祭：染野神父様 
           （御受難修道会） 
 
 
 
 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
2月1日(土)「からし種」講習会 
2月2日(日) 評議会 
2月9日(日) 「信教の自由を守る日」淡路集会 
      日時：14時～岩屋キリスト教会 
      講師：小林聖牧師(日本キリスト教団

兵庫教区議長･豊岡教会の牧師 
2月22日(土)「からし種」講習会 
3月1日(土) 「からし種」講習会 
3月2日(日) 評議会 
3月16日(日) 黙想会(告解) アマド神父様 
3月30日(日) 集会祭儀(松永助祭司式) 
 
 
 
 
 
 

 
 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
2月 8日(土)  朝祷会 8：30～ 
2月 8日(土) 「からし種」講座 15：00～  
2月 23日(日) 評議会 
3月 1日(土) 「からし種」講座 15：00～ 
3月 5日(水)  灰の水曜日 19：30～  
3月 8日(土)  朝祷会 8：30～ 
3月 23日(日) 四旬節黙想会 
        指導司祭：ブラッドリー神父様 
3月 23日(日) 評議会 

        

 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
2月 5日(土) 「からし種」講座 19：00～ 
2月 9日(日)  評議会 9：15～ 
2月 19日(土) 「からし種」講座 19：00～ 
3 月 1日(土)  運営委員会 10：30～ 
3 月 5日(水)  灰の水曜日 10：00～ 
3 月 9日(日)  評議会 9：15～ 
3 月 23日(日)  集会祭儀 11：00～ 
3 月 30日(日)   共同回心式 
         指導司祭：赤松神父様 
 
 

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 

 

・ 集会祭儀 

4教会とも松永敦助祭司式 

明石：2/9(日)    垂水：1/26(日)･3/23(日) 

北須磨：3/2(日)   洲本：1/12(日)･3/30(日) 

 

 

② 四旬節黙想会の日程 

 

明  石： 3/23(日)  ブラッドリー神父様 

垂  水： 3/30(日)  赤松神父様 

北須磨 ： 3/16(日)  染野神父様 

洲  本： 3/16(日)   アマド神父様 

 

 

③ 西ブロック合同堅信式 

  

 10月 5日(日) 明石教会で行なうことで、 

 司式を池長潤大司教様に、お願いします。 

 

 

次回：2月 16日(日) 北須磨教会 14:00～ 
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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 

 

「ド・ロ神父と出津（しつ）の娘たち」 

明治１２年に、長崎県外海の出津という村に、フランス人 

宣教師ド・.ロ神父がやってきた。 

あまりにも貧しい村びとに農業、医療、教育、井戸掘り、

そうめん作り等、自立事業をうながし福祉活動を行った。 

美しく力強い文と、愛情あふれる挿絵で、貧しさを乗り越

えて生きる人々の姿を描いている感動の書、文庫版。 

 

「人はみな、けなげに生きている」 

人は弱く、傷つきやすく、人生は複雑で、時として残酷で

ある。 

現実に傷つきながらも、歯を食いしばってあえぎながら、 

重荷を背負って必死になって歩み続けようとする人々が

いる。  

その姿はけなげである。 生きることの意味を問い 

続ける書。 

 

「キリシタン黒田官兵衛」 

軍師、黒田官兵衛は、キリシタンだった。 洗礼名シメオ

ン。 

高山右近、小西行長と同時代、戦国の世を、どう信仰と

共にかけぬけたであろうか、興味ある歴史書である。 

兵庫・生と死を考える会 

☆月例会 『生きるとは・・・』 

 日 時：２月１６日（日）１３:３０～１５：００ 

 場 所：カトリック六甲教会 

 講 師：松村信也（カトリック六甲教会主任司祭） 

 参加費：一般 ７００円  会員 ５００円 

 ※事前申込は不要です。 

☆月例会 『悲嘆力』 -悲嘆を乗り越える力- 

日 時：３月１６日（日）１３:３０～１５：００ 

 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） 

参加費：一般 ７００円  会員 ５００円 

※事前申込は不要です。 

 

 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６９回聖書セミナー 

３月６日（木）～３月２７日（木）毎週木曜日１４：００～１６：００ 

講師は水垣渉師 京都大学名誉教授 テーマは「キリスト教と自

然観「自然」を聖書的伝統から考え直す試み」。参加費等の詳細

はバイブル・ハウスニューズレターＮｏ．６２を参照ください。 

☆シスター高木慶子春季講演会 

３月２２日（土）１３：３０～。予約制。テーマ「生きる苦悩と喜び」－

今こそ本気で考えよう。 

参加費：事前予約 1000円、当日 1200円、大学生以下 500円 

☆春の聖書展 
５月２７日（火）～３１日（土）。テーマは「デジタル時代の聖書

展」。入場無料 

５月３０日と３１日に日本聖書協会翻訳部主事補の島先克臣氏

のＧＬＯおよび聖書翻訳の最新事情に関する講演会がありま

す。 

☆イタリア巡礼旅行 

４月１日～１０日までバチカン・アッシジ等の巡礼旅行がありま

す。詳細はバイブル・ハウスニューズレターＮｏ．６２または次月

度大阪カトリック時報参照。 

☆テレマン・アンサンブル 
今年も５月１１日〈日）神戸中央教会でコンサートがあります。詳

細後報。 

チケット：事前購入2200円、当日3000円、大学生以下1500円。 

＊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  

「つながり」59 号をお届けします。今号の評議会

議事録抜粋にある通り、来年度から神戸地区評議

会の開催回数が減る予定です。神戸地区機関紙

である「つながり」の発行回数もそれに伴って変わ

ることになるでしょう。その分、内容の濃い「つなが

り」となるように工夫しなければと思っています。

（GTH） 

ｶﾄﾘｯｸ 神戸地区だより つながり 

発行日 

号 数 

発 行 
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オルガンメディテーション「四旬節によせて」 

日 時：3月 8日(土) 17：00～18：00 

場所：カトリック六甲教会 

演奏者：ソプラノ 浅野純加（六甲）/ 谷崎加奈（カトリック香里教会） 

オルガン：三浦優子（六甲） 

ペルゴレージの「スターバト・マーテル」（悲しみの聖母）を中心に、

ソプラノソロ、重唱、オルガン演奏と朗読で静かに四旬節について

思いをめぐらす時間をご一緒しませんか。皆様のご来場をお待ちし

ております。 

 


