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 2014年 4月号 60号 

 

助祭 松永 敦 

先日、カテキズムのメンバーでターナー展に行ってきました。ターナーはイギリスを代表する風景画家です。

彼は光や大気などの自然描写を通して、崇高の美を生涯探究し続けました。今回、私は「レグルス」というタイト

ルの作品が心に残りました。船と建物に囲まれた港にまばゆい光が射し込む情景が描かれた作品です。 

古代ローマの将軍であるレグルスは戦争で捕虜となり、瞼を切られ、牢獄から出された時に、強烈な陽光を

受けて失明しました。ターナーはレグルスの姿を描くのではなく、作品を見る私たちがレグルスの視点に立ち、

彼の悲惨な運命を追体験するように描きます。なぜターナーはこの残酷な瞬間を、崇高な光を用いて描いたの

でしょうか。  

調べてみると、レグルスは決して約束を破らない英雄だったようです。彼は彼を捕虜にした敵との約束も愚直

なまでに破りませんでした。つまり、ターナーは視力を奪うほどのまばゆい光に、レグルスの人格的な崇高さを

重ねて表現しようとしたということではないかと思います。 

 イエス様は「わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい」と

言います。イエス様についていくという意志があるならば、エゴ、自我を捨てて、自分の十字架を背負うというこ

と。十字架は、神様から与えられた使命を生きる際の苦しみと言えます。イエス様は神様から与えられた使命

を全うするために、十字架を最期まで担いきりました。私達それぞれにとって自分の十字架とは何でしょうか。

レグルスは悲惨な運命を辿りましたが、ターナーはまばゆい光によってそれを表現しました。私たちの背負う十

字架の道には光があるのでしょうか。 

2000年前、ゴルゴタの丘に立つ十字架を想像してみてくだ

さい。見上げると、そこには宣教に失敗し、ボロボロに傷つい

た救い主の姿。その姿は自分の十字架を背負った末に待っ

ている私達自身の姿、人生を象徴するものなのかも知れませ

ん。そんな救い主の亡骸を母マリアのように胸に抱きしめた

時、私たちはその人生のすべての意味を悟るのではないでし

ょうか。その人生のすべてをあがない、美しく変容する復活の

光が射し込んでくることに気が付くのではないでしょうか。 

(参考文献 アントニー・デ・メロ著『心の泉』女子パウロ会) 
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デジタル大陸での宣教 

                    片柳弘史 (六甲教会司祭) 

 

 3月 15日に行われたシグニスのセミナーで、教皇様が「デジタル大陸」と呼んだツ

イッター、facebookなどの新しいインターネット空間での宣教の可能性についてお話

しさせていただきました。インターネットでの宣教の可能性について、改めてまとめ

ておこうと思います。 

 「インターネットで福音宣教は可能か」という問いに答えるためには、「何が福音宣

教なのか」というところから考える必要があると思います。福音宣教が洗礼を授け、信徒を増やすこと

を意味するなら、インターネットでの福音宣教は無理です。ですが、もっと広い意味で、人生の意味を

求めてさまよう若者に福音の価値観を伝えたり、ぬきさしならない人間関係のストレスの中で苦しむ人

たちに福音のメッセージを伝えたりするということであれば十分にできると思われます。テレビやラジ

オ、出版物でカトリック教会が行って来たいわゆるメディア宣教と同レベルの福音宣教は十分に可能で

すし、双方向性を持ったインターネットのメディアでは、使い方次第でもう少しパーソナルな出会いさ

え起こりうるのです。 

 就任以来、「通りに出かけて苦しんでいる人々と出会いなさい」と繰り返し発言してこられたフランシ

スコ教皇は、今年の世界広報の日のメッセージの中で「デジタル・ハイウェイも、傷ついた人々、救い

や希望を探し求める人々があふれる『通り』なのです」とおっしゃいました。教皇様のご指摘の通り、

人生に傷ついて叫びを発する人たち、救いや希望を求めて様々な問いを発する若者たちが、ツイッター

や facebook利用者の中にたくさんいます。その声に耳を傾け、

可能ならば答えていくこと。そのような人々の心に神様の愛

を届けるメッセージをインターネット上で発信していくこと

には、とても大きな意味があると思います。 

「収穫は多いが、働き手が少ない」というのが、この分野で

の宣教の現状です。「勇気をもって、デジタル世界の住人にな

りましょう」というフランシスコ教皇の呼びかけにこたえ、

この大陸での宣教に乗り出す人たちが増えてくれればと思い

ます。 
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「インターネットが拓く新・福音宣教」セミナーに参画して 

３月１５日（土）午後２時からカトリック神戸中央教会で「教会とインターネット」セミナーを開催しま

した。数か月前に東京の SIGNIS Japanの副会長土屋氏から FB友のつながりで私に呼びかけがあ

り、今回初めて関西で行われることになりました。（関東では既に司教を中心に１８回行われている） 

 初めての試みなので準備する私は一抹の不安がありましたが、私と同じ教会の信徒代表飯塚さ

んが土屋氏と中・高校の同期生と言うこともあって手助けしてくださり、何とか開催にこぎつけること

が出来ました。当日はカトリックやプロテスタントのいろいろな教会や関東からも数名の参加者があ

り、６０名ばかりの集会となりました。 

セミナーの冒頭に SIGNIS Japan からの発題として土屋氏による「Social Networkが拓く可能性」

についてのプレゼンがあり、次いでインターネットを宣教の一つの道具としてフルに活用されている

片柳神父さんが、「デジタル大陸での宣教」について具体例を提示しながら１時間近く熱く語られま

した。休憩後、それを受けてパネルディスカッションが始まりましたが、パネリストとして大阪教区の

川邨神父さん、プロテスタントの波勢氏（キリスト教ネットメディア研究所）、六甲教会信徒のこいず

みさん、そして片柳神父さんも加わり、それぞれのインターネットの関わりについて意見を述べた後、

フロアからも数名の活発な意見や質問が出され、時の経つのも忘れる程の熱の入ったものとなりま

した。 

片柳神父さんは、インターネットに出来るのは「福音の種」を広く人々の心に蒔くところまでで、蒔

かれた種を育て刈り取るのはやはり現実世界の教会だろうと言われています。            

セミナーが終わって感じたのは、インターネットツールをどのように活用してうまく福音宣教に結び付

けていくかは、それを使う人の問題でもあり、インターネット社会に生きる我々の問題でもあるので

はないだろうかと言うことです。  

                （六甲教会広報部 蛭田 武） 

 

1. ◆インターネットセミナーの会場風景 ◆ 
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“ふくしま通信” － 第 3号 －      2014年 3月 30日 

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

 去る 3月 9 日（日）教区行事として「3.11 

祈りのつどい」が神戸中央教会で開催され、約

170 名の方々によって、“追悼と復興”を願い祈

りが捧げられました。当日は片柳神父様、Sr.吉澤

（愛徳姉妹会）から「3年目を迎えた今の福島」や

「大船渡ベース」への熱い思いのこもったお話が

あり、これからも息長く“そっと寄り添う”こと

の大切さを心に刻むひと時となりました。 さて、

今回はその福島でも“浜通り”“中通り”と呼ば

れる地域に住むお 2 人の方からの“今”をお伝え

致します。 

    

 お一人目は「原町教会」の高野郁子さんからの

報告です。 

「3 月 11 日、この地域では各所で追悼の祈りが

捧げられます。南相馬市民ホールでも追悼式があ

りました。日時は前後するものの私の所属する原

町教会でも亡くなった方々への追悼の祈りが捧げ

られました。今の季節は、あの時の長い地震、そ

して津波、続いて原発事故と思い出したくない当

時の様子が頭をよぎり、ザワザワと体に纏わりつ

き、とても気分の悪い思いをしますが、神戸の皆

さんに今の南相馬をお伝えしようと被害地区を車

で回ってみました。すぐ

近くにある仮設住宅や

広大な塀に囲まれた汚

染土置き場を見ながら、

北から南へと走り、当時

の屋内待避区域や旧警戒区域へ。そこはシーンと

静まりかえり、生活の痕跡が全く

感じられない廃村状態でした。さ

らに南に向かうと「除染中」の旗

が翻る中、作業員が住宅の除染を

していましたが、そこに設置され

ていた放射能測定器の 0.585～ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄを見

て、まだこんなに高いのかと驚かされました。ま

だまだガレキやごみの処理にはバラつきがあり、

大型バスでボランティアさん達が来て片付けを手

伝ってくださっています。 

2016 年 4 月には住民が戻れるようにと小高

区では除染や下水工事、上水道工事や護岸工事が

進んでいますが、もっと南の原発に近い町村

は・・・？という思いを胸に家路につきました。 

原発の廃炉に向けて動き出してはいますが、 

現状は次々に起こる想定外の事故による中断が 

否応なくその速度を落としています。２月末まで

の汚染水貯蔵タンクの数は、1095基。そこに貯

められた高濃度汚染水の量は 37万８千ｔ 

それでもタンクを作り続けなくてはならない状態

だと言います。人間の力で安全に廃炉し、きちん

と解体できるのか。得体の知れない怪物をそれで

もこの国は増やし続ける

のでしょうか？ 

こんなひどいことを二度

と繰り返すことがないよう

にと強く願っています。」 

 

 お二人目は、福島市内「松木町教会」の横尾さ

んからです。横尾さんはお嬢ちゃんの華怜ちゃん

と“ふっこうのかけ橋”プロジェクトに参加され、

神戸に来られました。 

「2 月の大雪に福島市内はマヒ状態に陥りました。

3 月に入ってからも例年になく寒さが繰り返し、

3 年前のあの日のあとの大雪の記憶が蘇りました。

娘はこの春、小学校を卒業しました。子ども達に

とっても震災は大きな爪痕を残していますが、そ

の中で得た希望を忘れずに持ち続け「地の塩、世

の光」となって歩み続けてほしいと願っています。

この3年の間に市内は沿岸部に比べ復旧が進んで

はいますが、周りの帰還困難区域や避難区域、山

林の多くは手つかずの状況です。また、子ども達

の健康被害はデータ管理されていますが、今後の

不安が解決されたわけではありません。収束への

道のりは長く遠く先が見えない中、脱原発を強く

求めます！ 

福島の私達に心を寄せ祈ってくださることに心か

ら感謝しています。」 
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神戸中央教会  米津康男 

３月１１日で東日本大震災から３年となる。 

被災地の現状報告がされた。 現在、大船渡、陸前高田市では、がれきがなくなっただけで何も変っていな

い。被災したのは日本人だけではない。特に陸前高田市では、市庁舎がほとんどつぶれてしまい、復興に到っ

ていない。 復興設計にも入っていない。 

映像がうつされ現状は未だ学校の体育館、講堂で多くの人が生活をしている。このため、隣りの人達の声も

聞え、雑居生活の中でプライバシーのない状態の中で生きている。 

人々の心が病んでいる。 この人々の中に笑いが戻ってほしい。 「大丈夫ですか？」と聞くと、「大丈夫

です。心配しないで下さい」、と答えるが実際は苦しみを心に押し殺しているのを感じる。こんな中で「カリ

タス大船渡ベース（仮設センター）」を設置して苦しんでいる人々のために、あなた達のことは、忘れてはい

ない、自分の家族のメンバーであると伝え、現状改善のための工夫と祈りを行っている。福島では放射能につ

いて風評被害もある。福島の人々が放射能を持って来たのか？と問われたり、危険だ危険だ、と苦しむ地域の

人達のことも考えず報道されている。まさに差別されている。 

政府は安全だというが、福島の野菜や魚の流通について困難さがある。放射能の専門家達もそれぞれ言う事

が違っている。どの専門家の言うことが正しいのか、どれを信じていいのか解らない状態である。 政府は危

険地域より逃げろと言うが経済的な裏付けがない。風が吹き放射性物質が散ばっているので福島だけが危険だ

という訳ではない。事実、原発から２０キロ圏内で子供達が遊び、歩き回っている状態である。 

福島の人々を犠牲にして今我々は生きている。福島の人々を上からの目線で裁かないようにしたい。 苦し

む人々と一緒に苦しみ、おろおろしている人々と一緒におろおろし犠牲者を絶対に見捨てない、という心で私

達は一緒に生きていく、この気持を忘れない。 

東北大震災後、３年が過ぎたが、悩み苦しむ人々が今なおいる、という事を知る上で貴重なイベントであっ

た。 

以上の現状報告の後、歌、詩編朗読、歌、福音書朗読、

沈黙、歌、共同祈願、東日本大震災被災者のための祈り、

歌、主の祈り、歌、そして片柳神父様の祝福、そして歌が

続き終る。 

 
主催：カトリック大阪大司教区 ENGOプロジェクト 

日時：３月９日（日）１８：３０～２０：００ 

場所：神戸中央教会主聖堂 

来場者：約２３０名 
 

「東日本大震災から３年、今こそ共に」 
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2014年 3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：３月２日（日）１４時 ～ １６時２０分 場 所：カトリック北須磨教会 

出席者：春名地区長、内橋議長、田中副議長、氏家副議長、各小教区代表者１６名、 

各専門委員会、一粒会、エキュメニカル担当 

２．春名地区長から地区評議会への挨拶 

四旬節に入り復活祭を迎えるにあたり各人が役割を果たすようにお願いします。また、４月から新しく業務に着か

れる方々も信徒の模範となるようにお願いします。 

本年度の人事異動が発表されましたが、中ブロックがアニセ神父様１人になられ大変だと思います。神戸地区とし

て出来るだけの協力をして行きたいと考えます。 

司祭評議会の中で話のあった事柄については、教区の典礼委員会より近い内に各教会の典礼委員に集合しても

らいたい旨の案内が来ると聞いていますので心構えをお願いします。３月２１日１４時から大阪カテドラルで司祭叙

階式が行われます。受階者は、グエン・クォク・トゥアン チョン・ディン・ハイのベトナム人２名です。また同日１３時

より、助祭・司祭候補者認定式が小聖堂で行われます。候補者は、エリック・バウチスタ・デ・グスマンと上田憲神

学生です。一人でも多く方が参加頂き彼らのために祈ってあげて下さい。 

３．議 題 

◎審議事項 

・次回神戸地区大会について(担当は、中ブロック) 

４月２７日(日)１４：００～たかとり教会にて第１回目の実行委員会を開催します。各教会より実行委員２名選出

し、鈴蘭台教会の田中さんに連絡をお願いします。その場で、委員長、副委員長を選出し、日程などを決めて

行きます。 

・「信仰年」を終えてのアンケートについて 

各教会より、発表がありその内容をまとめ、地区長が教区に報告しますが、言い忘れている方々は、春名神父

様に直接報告願います。 

・予算計画について 

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、承認されまし

た。 

◎提案事項 

・高山右近列福を祈る巡礼について 

バス３台、１３５名(４５名×３台)を予定していますので、北ブロック参加者が居ない為残り３ブロックで１台ずつ

の配分で参加者を募り、ほぼ確定した。各小教区参加人数のチェックをよろしくお願いします。乗車時間及び発

着場所は３月９日に担当の氏家とタビックス能勢氏が打ち合わせ後、後日連絡します。 

◎報告事項 

・規約改正について 

司教様の承認が遅れていますので、承認されるまでは現状の規約で進めます。従って、地区評議会の次回に

ついては、５月４日(日)六甲教会で開催します。 
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４．ブロックの活動報告 

西ブロック：来年度の待降節の黙想会及び四旬節の黙想会の日程が決定した。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。そのため準備委員として４教会から選出し進めている。「からし

種」終了授与式をミサの中で行う。明石(3/30)洲本・垂水・北須磨(4/6)地区評議会で予算縮小をしてい

ることもあり、西ブロック会の茶菓子なしとする。 

中ブロック：朗読者勉強会（講師 北須磨教会松井氏）兵庫 3/9,たかとり 3/23,鈴蘭台 3/30開催。 

北ブロック：現在第一日曜に中川神父様が鈴蘭台教会主日ミサ司式の関係で、１～２月は松浦信行神父様、３～

４月はアニセ神父様に司式をお願いしております。３月９日に黙想会を行います。四旬節の取り組みを

信徒一同でいろいろ行って心の準備をしていきます。 

東ブロック：４月２７日(日)神戸中央教会でグラシェラ・スサーナのチャリティコンサート（フイリピン台風・東日本大震

災復興支援）を開催する。 

次回地区評議会：２０１４年５月４日（日）１４時 ～ 六甲教会 

 

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 

・養成委員会活動について 

 ２月開催予定の「アジア・アフリカの教会」は講師の日程がつかず次年度に延期。養成委員の研修は 7 月をめ

どに１泊で計画する。(7/12,13 宝塚黙想の家仮押え) 来期は、基礎コースと聖体コースをまず優先。その他は

ニーズを見ながら 参加しやすいよう数時間ずつ、隔週で数回開催することを検討する。 

・意見交換 

 これからは若い世代や今教会奉仕を担っている人々(評議員等)に是非研修、養成を受けて戴きたい。そのた

めの手法はどうしたらよいか？ 分かちあいはかなり定着してきたがまだバラつきが大きい。ファシリテータの養

成が必要。 養成委員会規約を養成ガイドライン(スタッフの選任方法等)に沿うものに改定していきたい。 

・その他としては、教区養成チームから地区養成チーム代表者会議の案内が来ている。４月１２日(土) 司教館

にて委員長及び担当司祭で対応する。 

社会活動委員会 

・シナピス神戸学習会を２月２日２時垂水教会にて開催。演題「出生前診断について」を産婦人科医師が講演。

次に三田教会信徒である本田さんが「ダウン症の三和子を育てて」と題して、家族の子育ての体験を話された。

最後にダウン症の子どもたちによるミュージックベルの演奏。 

・8月 9日（土）夕方５時（未定）より大阪司教司式による神戸地区平和祈願ミサ（神戸中央教会）で行う。またミサ

前のイベントについては今後図っていく。地区評から何か希望があればそれも併せて検討する。（展示、劇、講

演等）。予算は地区評、計画運営は神戸地区社会活動委員会が担当。 

・例年 5月に実施の教区国際協力行事、今年は 10月 19日カテドラルにて行う。神戸地区全体で対応しない場合、

例年通り教区行事に参加する。この場合地区評議員から 5 名、社会活動委員会から 5 名当日のカテドラルに

応援するメンバー選出。次回地区評までにメンバーを社活代表の中村まで連絡願います。 
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広報委員会 

「つながり」６０号について 

・内容：①巻頭言・「シグニス」セミナー報告、②「ふっこうのかけ橋」活動報告、③評議会議事録

抜粋などで他は従来通り 

・原稿締切日：３月２０日(木)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；４月５日（土）六甲教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部 

青年委員会 

・２月１６日(日)に会議を行い、青年委員会の活動の見直しを行いました(予算も踏まえて)。現状として会議など

の集まりをしても人数が集まらないことと、青年委員会としての活動というより、超教派や青年と子供の練成会

等の集まりで手一杯になっていることから青年委員会の縮小を考えています。青年委員会で動くのは黙想会く

らいで、その年にある(超教派・ふっこう・キャンプ)に参加するという形にさせて頂きたいと思います。 

・来年度の役割：代表⇒広部慶(住𠮷教会)、連絡係⇒塩川千尋(明石教会) 

・超教派の送別会が３月１６日(日)神戸中央教会に於いて行われます。１７時半受付、１８時開宴、２１時終了予

定。 

・３・１１祈りのつどいについては、３月９日(日)１８時半～神戸中央教会に於いて テゼの祈りを行う。 

・来年度の活動としては、①８月合同キャンプ参加、②青年と子供の練成会に参加、③ＮＷＭの参加、④黙想会

等で高松教区との輪も広がりつつあるので、継続していけたらと思います。他の地区・教区の関わりを大切にし

ながら神戸の活力にしていきたいです。 

ふっこうのかけ橋委員会 

ふっこうのかけ橋は母と子を招く取組みであり、神戸地区の合同キャンプに子供たちが参加し、お母さんのケア

は別途検討している。 

神戸地区合同キャンプ委員会 

日程：８月８日（金）～８月１１日（月）、３泊４日。鉢伏山兎和野高原にて１８０名規模（小中学生１３０人、リーダー

５０人）、一同に会した交流を行う。 費用約１５,０００円、参加しやすい費用負担６,０００円位。大型観光バス３台

必要。１台当たり１５万円。計４５万円の費用捻出必要。各小教区に支援要請の予定。ご協力よろしくお願いしま

す。 

 
神戸地区司祭・助祭様移動 

転出 

赤波江 豊神父（高松教区） 

松村 信也神父（長崎教区） 

片柳 弘史神父（広島教区） 

松永 敦助祭（東京神学校） 

転入 

高橋 聡神父（西ブロック協力司祭） 

ブラッドリー・ロザイロ神父（東ブロック ７月～） 

傘木 澄男神父（東ブロック協力司祭） 

アルフレド・セゴピア神父（六甲主任） 

高山 親神父（六甲助任） 

 



北ブロックの活動より 

四旬節から復活祭まで、｢辛さをていねいに生きる｣をテーマに様々な取り組みを行う。 

主なものとして、①3 月 22 日(土)林和則神父様を招いて教会学校の黙想会を実施。 

②3 月 16 日(日) 23 日(日) 30 日(日)のミサ後、十字架の道行参加。 

③ゆるしの秘跡を受ける。④毎週ミサ中、「祈りの花束」の奉納。  

⑤復活祭に飾るお花の献品など。 

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

4 月 6 日(日）ミサ後 地区集会、ゆるしの秘跡 

    13 日(日）9：30 受難（枝）主日ミサ ミサ後 ゆるしの秘跡 

    17 日(木）19：00 聖木曜日 主の晩さんの夕べのミサ 

    18 日(金）19：00 聖金曜日 主の受難の祭儀 

4 月 19 日(土）19：00 聖土曜日 復活の聖なる徹夜祭ミサ  

ミサ後 お祝い茶話会 

   20 日(日） ９：３０ 復活の主日ミサ ミサ後お祝いパーティー

グラシェラ・スサーナ チャリティコンサート 

 

日時： 4月 27日（日）14：00開場、14：30開演      場所： 神戸中央教会主聖堂 

スサーナさんは「サバの女王」等の歌で知られた声量あるアルゼンチンの女性歌手。カトリック信者。会場にて２千

円の寄付をお願い致します。寄付金は全てフィリピン台風復興支援と東日本大震災支援のために使われます。 

後援： 神戸市社会福祉協議会、日本ラテンアメリカ文化交流協会、神戸日本チリ教会、神戸国際協力交流センター 

 東ブロック 

神戸中央教会  TEL 078-221-4682   FAX 078-221-4584 

聖週間のミサ時間 

 4月 17日 聖木曜日 １9：00～バイリンガルミサ（日本語、英語） 

4 月 18 日 聖金曜日 19：00～バイリンガル祭儀 

 4 月 19 日 復活徹夜祭 19：00～バイリンガルミサ 

4 月 20 日 復活の主日 10：00～バイリンガルミサ 

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

4 月 5 日（土）  炊き出し（住吉教会当番） 

  12 日（土）  教会学校始業式  14：00 

  17 日（木）  聖木曜日 ミサ 19：00 

  18 日（金）  聖金曜日 主の受難の祭儀 19：00 

 

4 月 19 日(土) 復活徹夜祭 洗礼式 １９：００ 

    20 日（日） 復活の主日 ミサ ９：３０初聖体。ミサ後パーティ。 

5 月 3 日（土）  炊き出し 

  17 日（土）  教会学校   14：00 

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

4 月 11日(金)  ミサと十字架の道行き 10:00 ミサ後ゆるしの秘跡 

17 日(木)  聖木曜日 主の晩さんのミサ 19:00 

18 日(金)  聖金曜日 主の受難の祭儀 19:00 

19 日(土)  聖土曜日 復活徹夜祭ミサ 19:00 

20 日(日)  復活の主日ミサ 7:30 10:00 

     「祈りと音楽の集い」イースターチャント 11:30  

            入場無料。情報はつながり P.12 をご覧下さい。 

5 月 11 日(日) 第 27 回結婚準備セミナー① 14:00 

②18日 ➂25日 ④6/1  何れも日曜・14：00 

（計4回で1コース） 

5月24日(土)宣教部主催「春の黙想会」 10:00～16:00（15：00ミサ） 

       場所：カトリック六甲教会 対象：どなたでも 昼食持参 

   ※詳細は後日配布致しますチラシをご覧ください。 

31 日(土) 聖母の訪問ミサ 7:00 10:30  

ロザリオの祈り  10:00 

※4/29(火) 5/5(月) 5/6(火)の祝日は 

教会事務受付お休み。
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 2014年 3月度中ブロック協議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中ブロック協議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中ブロック司牧体制 鈴蘭台教会 兵庫教会 たかとり教会 

第一日曜日 9:30から 兵庫・たかとり合同  兵庫教会で 11:00から 

第二日曜日 9:30から 11:00から 9:00から 

第三日曜日 9:30から 兵庫・たかとり合同 たかとり教会で 11:00から 

第四日曜日 9:30から 11:00から 9:00から 

第五日曜日 14:00から 11:00から 9:00から 

日 時：2014年 3月 16日(日)14：00～ 

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 兵庫 1名 たかとり 2名 

【報告事項】 

①中ブロック活動費会計報告  

②高山右近「列福を祈る巡礼」の件 

 中ブロック参加者は 45名。  

【議 題】 

① 朗読者勉強会の件…兵庫教会 3 月 9 日、た

かとり教会 23日、鈴蘭台教会は 30日。 

② 高橋神父さまの送別会について…  

 3月 30日(日)14:00〜たかとり教会で行う。 

③ 教会会計監査の件…4月 13 日に行う。鈴蘭

台教会が兵庫教会へ、兵庫教会がたかとり

教会へ、たかとり教会が鈴蘭台へ。  

④ 2015 年度神戸地区大会の件…第一回実行委

員会 4月 27日(日)14:00～たかとり教会。 

・開催場所の候補・テーマについて 

⑤ 2014 年「国際協力の日」（9 月 28 日）に

ついて…会場はたかとり教会に決定。実

行委員を各教会 4名決める。 

 第一回中ブロック国際協力の日実行委員会 

4月 13日(日)14:00から たかとり教会 

⑥ その他…  

・神田神父さまのお母さまが3月15日(土)

午前 4時 48分にご帰天なさいました。 

【シスター木梨より】…信仰を高めていくこ

とが私たちの務め。生活の中で共同体がど

のように入ってくるか、また自分でどのよ

うに養っていくか、相手を知ること、無関

心でないことが大切。 

【アニセ神父様より】…復活祭以降の中ブロ

ック司牧体制について 5月から 7月まで以

下の体制になる。それ以降は変更になる可

能性あり。 

以上 

次回 5月 18日(日) 鈴蘭台教会 14：00～ 

 

 

聖 書 朗 読 勉 強 会 

3 月 16 日兵庫教会で北須磨教会の松井茂さん

を講師に迎え、朗読勉強会を行ないました。 

聞く人の胸に伝わるために、はっきり、味わう 

ように読む事が大切で、朗読当番に当たった時の 

心得として  

① 朗読箇所を黙読、内容を掴んでおく 

②声を出して読み、間違え易い所を事前チエック

③聖堂で当日使われる朗読書に目を通しておく 

などの注意がありました。 

大切な事は、朗読者の読む神の言葉が、聴いて

いる人の胸にしっかりと伝わり、共同体が一つと

なってミサに与ることだと思いました。 

兵庫教会 中井迪代 

 

鈴蘭台教会の香部屋・告解室の祝別と講話 

3月 9日（日）鈴蘭台教会に池長大司教が来られ新

しく出来た香部屋と告解室の祝別をしていただきミ

サの後講話をしていただきました。 

信仰年を深めるためのメッセージとして第二バチ

カン公会議を提案したヨハネ 23世の＂全世界の人々

を愛で包む＂という考えが、当時敵対していた共産

主義国ソビエトのフルシチョフを感動させ、それが

後のヨハネパウロ 2 世とゴルバチョフとの対談に発

展した話しや、神戸バイブルハウス 10周年に因んで、 

宗派を問わず、これからも皆で作り上げる教会。  

教会は一つというエキュメニズムの運動を発展さ

せていく重要性等、意義深い講話でした。 

鈴蘭台教会 萬崎抗三 
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西ブロック４教会連絡会 報告  

 

日  時：2 月 16 日(日) 14：00～15：30 北須磨教会 

出席者：松浦謙神父･春名昌哉神父･後藤進神父  

Sr．前田 Sr．中尾  

明石・垂水・北須磨・洲本 4教会代表者 

 

【議題】   

 
① 高山右近列福祈願の巡礼 4/12(土)について 
・各小教区の募集人数を､調整をしています。  
  
② 黙想会の予定 
1) 待降節 
・洲本 11/30(日) ・ 明石 12/7(日) 
・垂水 12/14(日) ・ 北須磨 12/21(日) 
2) 2015 年四旬節 
・垂水 3/1(日) ・ 洲本 3/8(日) 
・北須磨 3･15(日) ・ 明石 3/22(日) 
※｢赦しの秘蹟｣は､黙想会当日だけでなく､司祭と 

日時を相談していつでも受けられます。 
 
③ 10/5(日)西ブロック合同堅信式 役割分担 
会場設営・・・明石  式次第印刷・・・垂水 
交歓会・・・北須磨 
 
式次第の内容は､4 教会の典礼委員会が決定する。 

 
   

 
  
                     

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
 
4 月 13日(日)  受難の主日  9：00～  
               北須磨教会評議会 ミサ後 
4 月 17日(木) 聖木曜日   19：00～  
4 月 18日(金) 聖金曜日   19：00～ 
4 月 19日(土) 復活徹夜祭  19：00～ 
4 月 20日(日) 復活の主日  10：00～ 

4 月 27日(日)  信徒総会  ミサ後 

5 月 11日(日) 北須磨教会評議会 ミサ後 
 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
4 月 6 日(日)  評議会 
4 月 17日(木) 聖木曜日  19:00～ 
4 月 18日(金) 聖金曜日  19:00～ 
4 月 19日(土) 復活徹夜祭 19:00～ 
4 月 20日(日) 復活の主日 10:00～ 
           ミサ後復活祭パーティ 
5 月 4 日(日)  評議会 
5 月 10日(土) 松浦悟郞補佐司教 
          「9 条の会」講演(洲本市) 
5 月 11日(日)又は 18 日(日) 信徒総会予定 
 
 

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 
4 月 12日(土) 朝祷会    8：30～ 
4 月 13日(日) 受難の主日  9：00～  
4 月 17日(木) 聖木曜日   19：30～  
4 月 18日(金) 聖金曜日   19：30～ 
4 月 19日(土) 復活徹夜祭  19：30～ 
4 月 20日(日) 復活の主日   9：00～ 
4 月 27日(日)  評議会  

5 月 10日(土) 朝祷会  8：30～ 

5 月 24日(土) 評議会 

5 月 25日(日) 教会バザー ミサ後 

 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
4 月 5日(土) 運営委員会  10：30～  
4 月 13日(日) 受難の主日  11：00～ 
          評議会     9：15～ 
          大掃除 ミサ後 
4 月 17日(木) 聖木曜日   19：00～  
4 月 18日(金) 聖金曜日   15：00～ 
4 月 19日(土) 復活徹夜祭  19：00～ 
4 月 20日(日) 復活の主日  11：00～ 
          ミサ後 復活のお祝い 
5 月 3日(土) 運営委員会  10：30～  
5 月 11日(日) 評議会     9：15～ 
5 月 25日(日) 信者総会 ミサ後 
 

 
④『「信仰年」における教区取り組み報告ご協力のお願

い』について 
1)各小教区はアンケートを行い幅広い意見をもとめる。  
2)3 月 2 日の神戸地区評議会で、小教区にアンケートの
提出を依頼する旨を提案する。  

3)西ブロックの希望として、5 月の地区評議会で「議題」
に取り上げてほしい旨を提案する。 

 
⑤ その他 
1) 春名神父様から紹介 

 2014 年 3 月 9 日（日）１８：３０～２０：００ 神戸中央
教会にて テーマ：～東日本大震災から三年、今こそ
共に～ 被災地の現状報告 テゼの祈り  

2) 松浦神父様から 
 「からし種」修了授与式をミサの中で行う。（各教会 10
～15 人各当者がいる） 3 月 30 日(日) 明石教会 
4 月 6 日(日) 洲本・垂水・北須磨教会 

3)地区評議会で予算縮小をしていることもあり、西ブロッ
ク連絡会での茶菓子を用意しないことに決定。 

4)ミサローテーションは司祭移動が決定次第作成・送付
連絡がある。 

5)西ブロック連絡会は 4月は復活祭と重なるため休会 
 
次回、西ブロック連絡会 
6 月 15日(日) 14:30～  洲本教会にて 
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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 

「ユスト高山右近」 
千利休も黒田官兵衛も前田利家もその生き方に憧れた。戦い

競い合っていた時代に、あえて降りて行く道をたどった右近、

次代を模索する人たちが今また右近を追い求めている。高山

右近の列福を望む私達、右近の後姿を本書によって求めた

い。 

「天を想う生涯」 
聖書を読んだサムライ、乱世に心を奪われず、神を仰ぎ、天の

指針に沿って生きた男たち。 

「クオ・ヴァディス」 
ノーベル賞作家による名作のコミック版全三巻１・愛の追っ手を

のがれて、２・燃えさかる炎の中を、３・愛の恵みの勝利、暴君

として名高いネロが君臨していた紀元前一世紀のローマを舞

台に、軍人貴族ヴィニキウスと、幼い頃に人質としてローマに

送られてきた王女であり、キリスト教徒でもあるリギアの許され

ざる恋愛模様を、キリスト教思想を軸に活写された大作。当時

のローマ帝国におけるキリスト教迫害の歴史、その内容を知る

道しるべとなる読みやすいコミック。キリスト教がローマに浸透

するさまがよく理解できる。大人も子供も楽しみながら読める。 

兵庫・生と死を考える会 

☆月例会 『今、この身で生きる』 

日 時：４月２０日（日）１３:３０～１５：００ 

場 所：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会 

講 師：大河内大博（浄土宗願生寺副住職） 

参加費：一般 ７００円  会員 ５００円 

   ※事前申込は不要です。 

☆月例会 『今を生きる「いのちの力」』 

日 時：５月１８日（日）１３:３０～１５：００ 

場 所：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会 

講 師：髙木慶子（兵庫・生と死を考える会会長） 

参加費：一般 ７００円  会員 ５００円 

    ※事前申込は不要です。 

 ☆総会 ５月１８日（日）１５:１５～１５：４５ 

  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 

5 月連休明けから（詳細日付未定）毎週木曜日１４：００～１

６：００ 

講師は中村信博師 同志社女子大学教授 テーマは「キリス

ト教教育」。参加費等の詳細はバイブル・ハウスニュ―ズレタ

ーＮｏ．63 を参照ください。 

☆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。 

☆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  

主の御復活、おめでとうございます。皆さんで主

の復活をお祝いしましょう。つながりの発行もこの

ようなスタイルで今回 60 号を迎えることができまし

た。これからも神戸地区共同体の情報を取りまと

め、情報発信に向け頑張っていきたいと思います

ので、皆さんの応援をよろしくお願いします。 

（仲孝之介・三田教会） 

ｶﾄﾘｯｸ 神戸地区だより つながり 

発行日 

号 数 

発 行 

 

発行責任者 

編 集 

ホームページ 

2014 年 4月 5 日 

Vol.3   No.60 

ｶﾄﾘｯｸ大阪大司教区神戸地区 

宣教司牧評議会 

春 名 昌 哉 神 父 

神戸地区宣教司牧評議会広報委員会 

http://catholic-kobe.org/ 

ｶﾄﾘｯｸ六甲教会 宣教部主催 「春の黙想会」 

日 時：5月 24日(土) 10：00～16：00 (15：00～ミサ) 

場所：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会 

対象：どなたでも  参加費：無料  昼食はご持参下さい  

※詳細は後日配布致しますチラシ・ポスターをご覧ください。 

 
 

第 11回「祈りと音楽の集い」〜イースターチャント〜  

ご復活の喜びを明るい音楽で共に過ごしましょう！！ 

日時：4月 20日(日) 11：30 (復活祭ミサ後) 

場所：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会主聖堂 

曲目：バッハやシャイデマンのオルガン曲、メンデルスゾーンの 

合唱曲、ヘンデルのヴァイオリンのためのソナタ等 

演奏者 オルガン：清水真理子・松井公子 

歌：カンターテ・ドミネ(六甲教会女声有志)  

バロック・ヴァイオリンとヴィオラ・ダ・ガンバのデュオ： 

大津睦・内藤謙一夫妻 

※入場無料。皆様のご来場をお待ちしております。 


