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神戸地区長 春名 昌哉 

3月 22日から 31日まで 4年ぶりにカンボジアに行ってきました。最近のカンボジアは経済成長が著しく

進み、発展しているとニュースなどで聞いていました。4年ぶりに訪れたカンボジアは自動車の数も増え、

首都プノンペンでは高層ビルもたくさん建てられているなど、前回とは比較にならないほどの発展ぶりでし

た。 

しかし、国の経済が成長して行くにつれて格差も広がっていると感じました。プノンペンの郊外にあるス

テンミエンチャイという地区は、地方から出てきた貧しい人々が暮らしているところです。ここには数年前ま

でゴミ捨て場があり、ここに暮らす人々はそのゴミを拾い、使えるものをリサイクルショップに売却して生計

を立てています。しかしその収入は非常に少なく、安定したものでもありません。またゴミ捨て場の周辺と

いうことで生活環境も非常に悪く、食事も偏ったものになっています。JLMM（日本カトリック信徒宣教者会）

から派遣されているスタッフが、栄養改善指導や子どもたちへの識字教育、そして安定した収入を得るこ

とが出来るようにロッティー（クレープのようなお菓子）アイスクリームの屋台を貸し出すなどの支援を行っ

ています。 

カンボジアの中央部にトンレサップ湖という湖

があります。東南アジア最大の湖で、面積は雨

期の最も水が多い期間で秋田県ほどの広さが

あります。この湖上にコンポンルアン水上村が

あります。約 6000人の人々が船の上で暮らして

います。見た目には美しい村に見えますが、現

実はそうではありません。上水も下水も湖の水

を使っているため水は汚れており、その水を使

 
水上教会と、隣接する識字教室 

（JLMM 活動報告より） 
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って煮炊きをするため生活環境は非常に悪いも

のとなっています。そしてここで暮らしている

人々の多くが隣国のベトナム人で、カンボジア

国籍を持っていないため、病気になってもなか

なか上陸することが出来ません。ここでも JLMM

のスタッフがこの村の中にある教会に大型浄水

器を設置し、きれいな水を販売しています。また

ここでも栄養改善指導や子どもたちへの識字教

育、医療支援を行っています。 

久しぶりに訪れたカンボジアでしたが、最初にも書きましたように格差が非常に大きくなっていると感じ

ます。国としてはいい方向に向かっていますが、そこから取り残された人々がたくさんおられます。もちろ

んそのようなことはカンボジアに限ったことではありません。世界中にはこのような国がたくさんあります。

私たちがそれらの事情を対岸の火事としてとらえてしまうことなく、隣人としてキリストによって示された愛

をもってその人々のために、自分に出来ることを精一杯行えるように努力していきたいと思います。そして

今、苦しみの中にある人々の上に神さまの豊かな恵みが注がれるよう祈り求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

傘木澄男（かさぎ・すみお）神父様は 4月 27日から協力司祭として中央教会にお住いになり活動して下さっ

ています。主に中央と住吉でミサを捧げて下さっています。 

神父様は英知大学の学長をなさった後、夙川、宝塚、豊中教会の主任として

長年、信徒を導いてこられました。84歳におなりですが「年齢は超越しておりま

す。」と仰るようにお元気な神父様です。つながりのこともご存知でした。 

「健康には気をつけて皆さんに心配をかけないようにしています。 

勉強が好きなので聖書講座などで皆さんの役に立ちたいと思っています。」 

                           （ミサ後茶話会で伺ったお話から）  

 
通学船ボートで識字教室に通いに来る子どもたち 

（JLMM 活動報告より） 

＜地元の教会の活動と JLMM との関わり＞ 

 長い内戦によって傷つき、貧しくされたカンボジアという国の中で、さらに湖の上という「周辺」へと追いやられて生活している

水上村の人々。そんな村の人々と「共に生きる」ために、ＪＬＭＭカンボジア（１９９２年よりカンボジアでの活動を開始）は２００１

年に地元の教会（カンボジア・バッタンバン教区）からの要請を受け、水上村での活動を始めました。（ＪＬＭＭは１９８１年に設

立。１９８３年に日本カトリック司教協議会で認可され、２００２年同協議会公認団体となる。２００８年１０月現在で、カンボジア３

名、タイ１名、東ティモール１名に信徒宣教者を派遣。）現在、プルサート州クロコー郡コンポンルアン水上村において、水上村に

あるカトリック教会を活動の拠点に、日本人、カンボジア人スタッフ各１名が、現地の教会の一員として教区と協力しつつ、活動

を行っています。［http://www.niigata.catholic.jp/oshirase/sonota/files/0811_konponruan.pdf より引用］ 

 

東ブロック協力司祭に傘木神父様御着任 



“ふくしま通信” － 第 4号 －      2014年 6月 1日 

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

 今年も“ふっこうのかけ橋”プロジェクト開催 

に向けて実行委員会が本格的に動き始めました。 

取り組みの方法を模索しながら、今、その姿を整

えつつあります。今回の“ふくしま通信”では、

ご支援くださる神戸地区のみなさんに、2つのプ

ログラムと支援のためのチャリティーコンサー

トや募金についてお知らせさせていただきます。

また、このプロジェクトの呼びかけから起ち上げ、

実行そして継続を導いてくださった担当司祭の

片柳神父さんの転勤にともない、今年度より松浦 

謙神父さん（西ブロック担当）が担当司祭として

関わってくださることをご報告いたします。    

 

   Fr.片柳 

             Fr.松浦 

  

 

神戸プログラム 

8／7（木） ｐｍ 

・新神戸駅到着  神戸中央にて開会式 

・舞子愛徳姉妹会「カナ・ナザレの家」 に宿泊 

 ／8（金）～／11（月） 

・こども達は、この期間「神戸地区合同キャンプ in   

 兎和野」に参加 （お母さん方は別プログラム） 

 ／9（土） ｐｍ 

・「神戸地区平和旬間ミサ」にお母さん方参加 

 ミサ後、納涼のつどいを予定しています 

／11（月） ａｍ 

・お母さんのためのミニ信仰養成の集い 

／11（月） pm 

・こども達、キャンプ終了帰神 宿泊は「たかとり」 

／12（火） ｐｍ                           

・新神戸発 のぞみ で福島へ 

          

   昨年度、山口ブロックとしてプロジェクトに 

  参加された柴田神父さんは、第 3修練のため 

  オーストラリアに向かわれ、今年は細江教会 

  の方々が中心となってプログラムを作成され 

  ました。      

  

 

 

 

        Fr.柴田 

    
  下関プログラム 

   7／31（木） ｐｍ 

   ・小倉駅到着  細江教会で歓迎会 

    ・下関市火の山ユースホステルに宿泊 

   8／1（金） ａｍ～ 

   ・土井ヶ浜海水浴場にて海水浴 

    ／2（土） 

   ・下関ブロック日曜学校との「交流会」 

   8／3（日） 

   ・細江教会で主日のミサに参加後、交流会 

   ・「平和の祈り」に参加し、お別れ会 

   8／4（月） 

   ・小倉発 のぞみ で福島へ 

                        

                    美しい歌声で 

                        東北支援を 

                    6/28（土）15時～ 

                    神戸中央教会 です 
                    詳しくは各小教区のポスター                  

                  やチラシをご覧下さい 

                      

 

 

 

みなさん、今年も 

よろしくお願い 

いたします！ 
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2014年 5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：５月４日（日）１４時 ～ １６時 場 所：カトリック六甲教会 

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２０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 

四旬節及び復活祭が終わり新年度を迎えるにあたり、いろいろな行事の計画がなされています。なかでも地区大

会など既に動き出しており、キリストの力を私たちが頂いているということを忘れず、信徒一人一人が役割を果た

すようにお願いします。今回の司祭評議会からは、特に皆さんに関わる議題はありません。報告ですが復活祭が

終わってから玉造カテドラルが耐震工事のために約１年間使用が出来なくなっています。工事完成後は３０年大丈

夫になる。よって、今年は、玉造カテドラルでは行事が行われません。平和旬間は各地区で行事を行う。１０月の

国際協力の日はカテドラルで行う。 

耐震工事の他にも環境(猛暑時及び寒さ対策)も良くする方向で、快適になります。 

３．議 題 

◎審議事項 

・『ふっこうのかけ橋』の代表については、地区長より片柳神父様に代わり松浦謙神父様に依頼して頂くことで承

認された。もし、受けて頂けない場合は、春名神父様が就任されます。 

各小教区への募金の依頼が、橋本直人氏よりあり、募金箱の設置と缶バッジの販売を活用することとした。 

・神戸地区合同キャンプについては、大橋委員長より第５回実行委員会の議事録が配布され説明された。 

地区評議会への依頼事項は、各小教区への合同キャンプの経済的援助及び協力者の依頼があった。審議の

結果、神戸地区評議会積立金より２０万円支出することが承認された。次回合同キャンプ委員会は５月１８日。

合同キャンプ出席者周知・集約について、各小教区評議会議長及び担当者にメールで依頼することとする。 

尚、２次募集〆切は６月末の予定。 

・セントポールの件は、諏訪地区長（当時）の頃から大阪教区生涯養成チームのサポートがあり、多くの講座数を

有した（年間約１２００名が参加）が、現在は宣教拠点としての実状が掴めず、予算(１０万円⇒５万円)について

は、評議会では保留とし、地区長が神父様達と話し合いを持ち結論づけて頂くことで承認された。 

◎提案事項 

・平和旬間行事については、８月９日(土)神戸中央教会にて、大司教司式による「平和祈願ミサ」を夕方の５時頃

に行う予定。ミサの前に、平和を考えるイベントと して同教会で「神父様によるコーラス（案）」のオープニングと

「戦争体験者による実体験」と題してお話して頂く予定です。どなたか適任者おられたらご指名ください。また神

父様コーラスで出演して頂ける神父様もお願い致します。 

◎報告事項 

・次回開催『神戸地区大会』について(第一回会議・議事録より) 

担当：中ブロック 

委員長；内田博之様(鈴蘭台教会) 副委員長；脇田英二様(兵庫教会) 

開催時期；２０１５年６月７日を予定している。 

開催場所：候補として、神戸海星学院・六甲学院・マリスト国際学校・ 
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公共施設しあわせの村・文化ホールなどを予定している。 

テーマ：中ブロック色が出るもの：国際協力、共に生きる、共生社会を目指す 

    高齢者の問題認知症、独居、弱い立場にある人とのかかわりなど。 

次回の会議予定は、６月２２日(日)１４；００～兵庫教会で行う。 

年内は、８、１０、１２月、来年から毎月実行委員会を開催予定。 

尚、各小教区からの２名の実行委員の連絡まだのところは、早急に連絡願います。 

・高山右近列福を祈る巡礼の結果報告について 

概要として、当日は右近日和(好天)に恵まれ、神戸地区西・中・東ブロック３台の観光バスが集結し、豊野郡能

勢町高山(右近生誕の地)に出発した。桜満開の下、川邨神父様・春名神父様司式による野外ミサが行われた。

この後旧高山小学校で、山菜おこわと味噌汁の昼食、朝採り野菜の販売の後、オリエンテーションなどがあり、

次の見学地高槻教会へ出発した。高槻教会では、神父様と右近顕彰委員会のスタッフの皆様１０数名が準備

してくださり、聖堂で説明を受けた後、城跡公園、城跡博物館等を見学した。参加者一同、高山右近の偉大な

生涯を思い起こし、スタッフの親切な対応に大変感銘し、帰途に着いた。 

準備の短い期間の中、神戸地区小教区から１３０名の信徒の方々が巡礼に参加され、大成功を収めることが

できました。心より感謝申し上げます。 

４．ブロックの活動報告 

西ブロック：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。 

明石教会では、５月２５日(日)「愛とつながりの輪 届けます被災地に」を合言葉にバザーが開催されま

す。(ポスター配布)  

中ブロック：主日ミサ時刻 たかとり９：００、鈴蘭台９：３０（第５週１４：００）、兵庫１１：００。中ブロック国際協力の日

の催しは９月２８日（日）たかとり教会で行う。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：中川神父様が体調を崩され他方面より協力頂きミサを行っている現状です。来週ぐらいから、椅子に

座って出来る予定ですが、定かではありません。いろいろ協力及びお見舞い感謝しております。 

東ブロック：神戸中央教会は渡辺議長、山野副議長、臼井副議長が改選されました。グラシェラ・スサーナチャリテ

ィコンサート成功感謝。１８０名出席し、支援金が東日本大震災・フィリピン台風復興支援に送金された。 

シグニス：インターネットと福音宣教、プロテスタントの仲間と共に４０名出席。 

つながり４月号に詳細報告あり。 

次回地区評議会：２０１４年７月６日（日）１４時 ～ 住吉教会 

 

 

養成委員会 

・養成委員会活動について 

 講演会を講師都合により次年度に繰り越したこと等により５０％の執行率となり、残金１５５,４３１円を地区会計

に戻入。 

・教区の地区養成チーム代表者会議に出席 

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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 ４月１２日(土)１０時から１６時 司教館にて 松浦謙神父、平尾、谷中が出席。 

 各地区様々工夫して養成に取り組んでいる。(基礎コースには全員年一度は参加、日々の教会活動が養成の

場になるように等)  

・西ブロックの信徒による通夜司式が紹介された。(模擬実演) 

・養成担当の赤波江神父様、片柳神父様が異動で転出されましたので、後任の方を派遣して下さるようお願い

中です。 

・養成委員会規約を教区養成ガイドブックに沿った形に改訂する予定です。 

社会活動委員会 

・大阪教区国際協力の日(１０月１９日)は、教区カテドラルにて行われますが、午前中のミサでのお手伝いは大聖

堂が使えない事から現在検討中です。 

・「支援先福島心の架け橋ツアー」(６月１９日～２１日) 幾つかの神戸地区小教区では福島の葛尾村、川内村と

南相馬の仮設に支援を続けていますが、そちらへ実際に行って仮設を訪問し、被災地の皆さんとお話が出来

たらと計画しました。そして単なるメディアに振り回されるのでなく自分たちの目で福島の現況を見、考え、今後

の支援に活かせて行きたいと考えています。人数に制限(２７名)のことから各小教区社会活動委員さんを通し

て募集させて頂きました。(募集締め切りは５月７日) 

・8月 9日（土） 平和旬間行事  神戸中央教会にて、講演と平和祈願ミサ 司式：池長大司教 

広報委員会 

「つながり」６1号について 

・内容： ①巻頭言・春名昌哉神父様、②司祭紹介、③各小教区 信仰講座一覧表、④グラシェラ・

スサーナ チャリティーコンサート報告、⑤「ふっこうのかけ橋」活動報告、⑥評議会議

事録抜粋などで他は従来通り 

・原稿締切日：５月１８日(日)締切日厳守！ 

・印刷日；６月１日（土）住吉教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部 

青年委員会（内田代表⇒広部 慶代表（住吉教会）に交代） 

・新年度の役割：代表⇒広部慶(住 教会)、連絡係⇒塩川千尋(明石教会) 

・新年度の活動としては、８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

松教区との和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。青年委員会を発足させてから４年目に入りますが、まだまだ未熟な点が多々あり、

ご迷惑おかけしますが、今年度もよろしくお願い致します。 

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。 
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5月 24日土曜日、六甲教会主聖堂にて春の黙想会が行われました。テーマは「新しい世界を生きる～マリアさま

とともに～」で指導司祭はイエズス会のオマリー神父様でした。参加者は 50 名ほどでした。五月はマリア様に捧

げられた月であり、また当日はイエズス会にとって特に意味深い「道の聖母」の記念日にもあたっておりマリア様

について黙想するのにとてもふさわしい日でした。聖書のなかからお告げの箇所、カナの婚礼の箇所、イエスの

受難の箇所を取り上げ、あたかも私たちがそれぞれの場面に立ち会っているかのように想像しながら神父様の

講話を聞き、黙想しました。最後に新しい世界とは信仰の世界である、マリア様とともに福音宣教しましょうという

力強い励ましの言葉をいただいて黙想会を終えました。参加者の方からは「ゆったりした時間割だったので心穏

やかに祈りの時を持ててよかったです。」「新しい生き方、教会共同体の大切さを教えられました。」という声が聞

かれました。                                     （宣教部コーデイネーター 佐久間 肇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸中央教会 米津 

日時： ４月２７日（日） 14:30～16:10 

場所： 神戸中央教会主聖堂 

グラシェラ.スサーナさん主演、太田孝子さんの司会と伴奏で行われた。 アドロ、シバの女王など 

声量あふれる約２０曲が歌われた。 約２００名の観客はスサーナさんの歌に魅了されていた。 

スサーナさんはアルゼンチン出身のカトリック信者。 １７才の時に菅原洋一に見い出され、 

スサーナさんの声量なら、日本の歌にも合うのではないか、と期待されて、日本で歌いヒットした。 

菅原洋一と数多くの共演もしてきた。 今尚、日本各地で歌手活動をしている。 

このコンサートの献金は、フィリピン台風、東日本大震災復興支援に贈られる。 

 

六甲教会宣教部主催 「春の黙想会」の報告 

グラシェラ.スサーナ チャリティコンサート 
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北ブロックの活動より 

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

 

１ 5月 18日（日）のミサ中に初聖体式が行われ 1名の子どもが中川神父様から祝福されました。 

ミサ後、初聖体を受けた子どもを囲んでお祝い会をしました。 

２ 6月 8日（日）のミサ後に開催する三田小教区信徒総会に向けて準備に取り組んでいます。 

３ エキュメニュカルの一環として、三田・篠山・丹波市内のプロテスタント教会などと合同で 

12月 7日に実施する「三田クリスマスの集い」が本年度の担当教会にあたり、開催に向けて 

準備を進めています。 

 

 
 

 
 

東ブロック 
 
■神戸中央教会  TEL 078-221-4682  FAX 078-221-4584            

 日本語ミサ  9:30 ～ 

 英語ミサ    11:00 ～ 

 ６月８日 聖霊降臨の日、バイリンガルミサ １０：００～ 

 信仰講座 

 第一、第三日曜 １１：００～１２：００ 指導：傘木澄男神父  

 

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

6月  1日（日）第 12回「祈りと音楽の集い」 14：00 於：六甲教会主聖堂 入場無料 

             出演：リコーダー  エヴァルトンゼラー、大津磨由美 

オルガン  三浦優子  ※詳細はつながり HP「スポット情報館」をご覧下さい。 

        第 27回結婚準備セミナー④ 14:00 

   27日（金）イエスのみ心（祭日）ミサ 7:00  10:00（10:00ミサ後、聖体賛美式 ） 

7月 21日 (月) 事務受付お休み（祝日・海の日）  

  31日（木）事務受付お休み（聖イグナチオ・ロヨラ司祭記念日） 

 

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

6月 7日（土）炊き出し（住吉教会当番） 教会学校 14:00 

    21日（土） 教会学校   14:00 

第二、第四日曜 ミサ後 11:00  傘木神父信仰講座 

第一、第三金曜 10：00 傘木神父聖書講座 

7月 5日（土）炊き出し（住吉教会当番） 

   6日（日）神戸地区宣教司牧評議会 住吉教会 14:00 

   19日（土）教会学校終業式                                         マニラ時代（最晩年）の高山右近 

    27日（日）夕方よりバーベキュー大会                               6/8(日)高山右近列福祈願の日 

     29 日（火）教会学校  Day  Camp 
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 2014年 5月度中ブロック協議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 5.11 新しい出会い ≫ 

5月 11日、日本カトリック障害者連絡協議会

フレンドリーの方々がたかとり教会に来られ、

去る 3月 21日に叙階されたトゥァン神父による

ベトナム語のミサに共に与った。ミサ後、食堂

で茶話会があり、ベトナムの

お母さんたち手作りのサン

ドイッチや飲み物が用意さ

れ、交流の場をもった。自己

紹介の後、フレンドリーの

方々は次のような感想を述

べられた。 

・フレンドリーに入って

色々な障害をもつ方と

出会えてよかったです。 

・フレンドリーの人と会うと力をもらえます。 

・メンバーは皆、私の宝物です。 

・初めて耳にするベトナム語の響きが美しく 

印象的でした。 

・たかとり教会は家族のような雰囲気です。 

・あたたかく、ゆるやかな気持ちになりました。 

・今日は、健康で一年を過ごせますようにと祈

りました。 

“多文化共生”を中心に歩んでいるたかとり教

会の現状を説明した後に、

視覚障害者の方の手引き

の仕方を指導していただ

き、健常者の目では気付か

ない多くのことを教えら

れた。また、毎月第 3日曜

日に姫里集会所で“オリー

ブの集い”があり、家族も

含めたメンバーが集まっ

て交流をされているとい

う案内があった。 

 朝早くに家を出て、電車を乗り継ぎ、たかとり 

まで出向いてくださったメンバーの皆様と共に

豊かな時を過ごせたことに感謝したい。 

           たかとり教会 速水晴子                           

 

日 時 2014年 5月 18日（日）14：00～ 

場 所 カトリック鈴蘭台教会 

出席者 アニセ神父 シスター木梨 

    たかとり 1名 兵庫 2名  

鈴蘭台 3名 

[初めの祈り] 

[報告事項] 

① 高山右近列福を祈る巡礼 （箕面・高槻） 

4月 12日（土）中ブロックから 42名が参加 

② 朗読者勉強会 

3月 30日（日）約 30名参加 

丁寧で分かりやすい説明であった 

（鈴蘭台教会） 

[議 題] 

① 2015年度神戸地区大会の件 

・第 1回準備委員会を 4月 27日（日） 

たかとり教会で行なった。 

・次回打合せは 6月 22日（日）兵庫教会で

予定 

② 国際協力の日（9月 28日）の件 

・第 1回打合せ（4月 13日）の報告 

・次回打合せは 6月 1日（日）13；00兵庫

教会で 

③ 信徒総会日程 

・たかとり教会 6月 8日（日）ミサ後 

・兵 庫    6月 1日（日）ミサ前 

・鈴蘭台    6月 8日（日）ミサ後 

[アニセ神父様より] 

 司祭が出来る事として祈りと御言葉の奉仕

を通してイエスを知らせる事である。 

[終わりの祈り] 

次回 7月 20日（日）兵庫教会 14：00～ 

 

 

 

神 戸 地 区 中 ブ ロ ッ ク 

◎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 



10 

 

                                                                            

 

 

 

  

 

    

西ブロック４教会連絡会 報告 。 

 
4月の西ブロック連絡会は、休会のため､報告はありません。 
 
次回、西ブロック連絡 6月 15日(日) 14:30～  洲本教会にて                

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    」 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
 
6月 1日(日)  高橋神父様歓迎会 ミサ後 
       近隣清掃 
6月 8日(日)  北須磨評議会 ミサ後  
6月 21日(土) OASIS青年の集い 18:00～20:00 
7月 13日(日) 北須磨評議会 ミサ後 
 
 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
6月 15日(日) 西ブロック連絡会 
6月 28日(土) 第 1回青年の信仰を育てる会 
7月 6日(日)  評議会 
7月 26日(土) 第 2回青年の信仰を育てる会 
 
 
 

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 
 

6月 １日(日) 大掃除     
6月 14日(土)  朝祷会 8：30～  
6月 23日(日) 評議会      
6月 29日(日) 信徒総会 
7月 12日(土) 朝祷会 8：30～ 
7月 27日(日) 評議会 
 
 

        
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 
6月 8日(日) 評議会     
6月 15日(日) 垂水北地区のつどい      
7月 5日(土) 運営委員会 
7月 6日(日) 地区評議会 
7月 13日(日) 評議会 
7月 20日(日) 垂水地区のつどい 
 
 

 



             ご存じですか？ 西 武雄という人を 
 １９４７年５月、福岡市で発生した「福岡事件」。     

 別名「福岡ヤミ商人殺人事件」。                     

 彼は、戦後間もない混乱の時代に起きた偶発的な殺人事件              

の 主 犯 と 断 定 さ れ 、 １ ９ ７ ５ 年 ６ 月 １ ７ 日 、 突 然 の 死 刑              

執行までの２８年間、獄中で無実を叫び通した人でした。 

 拳銃で 「 私 が撃 ち ま し た 」 と 認 め た実 行犯は 、 そ の 後 、              

恩 赦 に よ っ て 減 刑 さ れ １ ９ ８ ９ 年 に 仮 釈 放 さ れ 、 以 来 、              

彼もまた西さんの無実を叫びながら２００８年に亡くなりました。 

 獄中にあった西さんを教誨師として訪問し続けた

僧侶・古川 泰龍師は、彼の言葉を信じ、その生涯

を「再審請求」運動に捧げ、無実を訴える全国行

脚と５回にわたる再審請求の棄却にも折れず、最

善に向かって歩み続けましたが、２０００年８月、そ

の志を家人に引き継ぎ、この世を去りました。 

 日本の社会では、今も４０年前と同様に、ある日

突然の死刑執行が繰り返されています。たくさんの冤罪事件がある中、先日、袴田巌さんが４８年ぶりに釈放さ

れ、ある意味でそのぶ厚い壁の向こう側に小さな穴が開いたと言えるかもしれません。 

 そして今・・・。たくさんの人々に支えられ「再審特例法案」の実現に向けて新たな歩みが始まっています。無

実の人を死なせることのないように！ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

今回は、西さんが獄中で描いた作品や日記、手紙など貴重な遺品の写真等をパネル展示致します。この

作品群から、無実の叫びを聴き取っていただければ幸いです。キリストの眼差しでこの事実をみつめて 

みませんか？ 

                                             

     後援/連絡先：カトリック社会活動神戸センター（神戸市中央区中山手通 1-28-7） 

                         電話 078-271-3248  E-mail: sinapisk-swc@r5.dion.ne.jp 

「西 プロジェクト」の再スタートに拍手を送ります 

えん罪で今なお獄中に置かれている人々、またえん罪によってすでに処刑された人々のために、えん罪を晴らし、

人々を解放するための世論を目覚めさせることができるように祈り、心からの支援を送ります。     Ｓｒ．ヘレン 

プレジャン（デッドマン ウォーキング原作者） 

 

 

 

6/10(神戸)・6/29(阿倍野) 

届かなかった無実の叫び  

 「えん罪死刑囚 西 武雄の遺言」展 

2014年 6月 10日（火）（カトリック神戸中央教会） 

 15時～パネル展示開場 

 18時～講演 

 「福岡事件再審運動と西さんの遺言」 

       古川龍樹（生命山シュバイツァー寺） 

 「今、なぜ福岡事件なのか 福岡事件から私たちの社会を考え

る」 

       大場史朗（大阪経済法科大学 法学部助教） 

2014年 6月 29日（日）（カトリック阿倍野教会） 

 11時 15分～パネル展示及び講演 

西さんの作品 
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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 

 

「教皇フランシスコ講話集」 

イエスはわたしたちを派遣するのに境界も限界もありません。  

福音は一部の人のためのものではなく、すべての人のための

ものです。行いをもって、あらゆるところ、それも社会の周縁、

遠く離れた人、わたしたちに無関心であるように思われる人に

までキリストをもたらすことを恐れてはなりません。 

 

「風の中、あなたはどこに？と問う声」 

聖書を読み深めていくには問いを発すること、異文化理解の学

びが必要です。 問えば問うほど、学べば学ぶ程聖書の味わ

いが増します。 

 

「わが道」 

在日６０年のイエズス会宣教師が長期にわたる自らの「うつ」体

験を赤裸々に明かしつつ、いかにして「うつ」から解放されたか

を語る。 

「うつ」におそれ、「うつ」と格闘する日々・・・・。 

 

兵庫・生と死を考える会 

☆月例会 『今、この身で生きる』 

日 時：7 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・上智大学グリ

ーフケア研究所研究員） 

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 

 

 

 

聖書講座のご案内 

福音のよろこびを生きる 
聖書・教理・祈り・聖人たちのことば・教会の仕組み・・・ 

信仰生活がよろこびに満たされるように 

    教会の豊かな宝を学び、ともに祈りましょう！ 

    ｢今さら聞きにくい｣ことなどご質問大歓迎です！ 

日時：第 1・第 3 金曜日 19：00～ 

場所：セント・ポール神戸 Ｆ2 or Ｆ4聖堂 

問合せ：078-393-7755 

担当：こいずみゆり  

参加費：無料  途中参加も歓迎。 

※天候や開催場所の都合で時間や場所が変更になることもありま

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７０回聖書セミナー 

８月１３日（火）、同１４日(水）ともに 10：00～、13：00～ 

講師は笠井恵二師 中部学院大学教授 テーマは「十戒」 

参加費等の詳細はバイブル・ハウスニュズレターＮｏ．６４を

参照ください。 

☆田中恵子ピアノコンサート 

７月５日〈土）１４時から 

テーマは「希望への祈り」 忘れてはいけないあの日・あの時

を心に刻みつつ・・・・ 

主な曲目 ： 「祈り」「花は咲く」「しあわせ運べるように」。参

加費ニュースレター参照。 

☆キリスト教の世界シリーズ 

９月２日(火）から毎月第一火曜日の午後７時より８時３０分。 

９月は日本基督教団牧師で、淀川キリスト教病院チャプレン

の白井進牧師。 

１０月は池長潤大司教。１１月は日本聖公会神戸教区の中

村豊主教。 

＊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  

もう６月ということは一年の半分近く過ぎたのです

ね。復活祭が過ぎて神父様方の異動があり、お世

話になった神父様方に感謝。 

これからご指導頂く神父様方よろしくお願い申し上

げます。「つながり」が神戸の教会のよいつながり

になりますように。 

（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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