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 2014年 9月号 62号 

 

西ブロック 松浦 謙 

1981年 2月 25日、今は亡き聖ヨハネパウロ 2世が広島の平和記

念公園で平和アピールを行い、「過去を振り返ることは将来に対す

る責任を担うことです」と３回繰り返されました。そして各国の元首、

政治的指導者に対して訴えました。「正義のもとでの平和を誓おうで

はありませんか。暴力と憎しみにかえて、信頼と思いやりをもとうで

はありませんか。今、この時点で紛争解決の手段としての戦争は許

されるべきでないという固い決意をしようではありませんか」 

日本の司教団は、教皇様がのべたことは戦争放棄を定めた日本の平和憲法のうちに表されているとし

て、特に憲法９条を高く評価しこれを守るよう強く主張しています。今年の７月３日、日本カトリック社会司

教委員会の７人の司教様たちは、この度の集団的自衛権行使容認の閣議決定に対して抗議の声明をだ

しました。憲法の非戦の精神を骨抜きにする危険があると憂慮するからです。 

「平和を実現する人は幸いである」とイエス様はいわれました。平和は神さまから与えられる恵みです。

わたしたちを愛してくださる神に心を開き、信頼し、勇気をもって平和のために働くことができるように祈り

ましょう。ヨハネパウロ２世が青年との集いの中でいわれたことばをも思い出します。「他の人々に向って

皆さんの心を開きなさい。皆さんの近くにいる人々に国境を越えてすべての人々に心を開きなさい。貧し

い人、飢えている人、身体の不自由な人、病気の人苦しんでいる人、社会からはじき出されている人に関

心を持つべきです。彼らがどこにいようと、人間として皆さんの兄弟であり、姉妹なのです。共に手を取り

合って友情と団結のある未来をつくろうではありませんか。あなたがたの若い精神は善と愛を行う大きな

力をもっています。険しく困難な道ではありますが、平和への道を歩もうではありませんか」 

平和はわたしたちのごく身近なところから出発します。平和をもたらす人となれるように、決意を新たに

しましょう。 

 



それでも楽しかった 

“ふっこうのかけ橋”２０１４ 
       皆さまのご支援に感謝！ 

“ふっこうのかけ橋”2014実行委員会 

今年で 3回目を迎えた神戸地区主催の“ふっこうのかけ橋”プロジェクト。 

福島と神戸の子ども達が大自然の中で走り回り、寝食を共にすることで交流を深めていく、そんな楽し

そうな様子を思い描きながらプログラム作りを続けた約 1年でしたが、残念ながら今回は前 2回の晴天

下でのプログラムとは打って変わり、ことのほか日本への到来が早かった台風のために、兎和野高原で

のキャンプ開催を断念せざるを得ませんでした。 

キャンプは中止となりましたが、“ふっこうのかけ橋”は場所も中身も変更して最終日の 8月 12日まで

多くの方々のご支援によって継続することができ無事に終了しました。 

今号で、その様子を報告させていただきます 

8月 7日午後、新神戸駅に到着された福島の皆さんは長旅にも関わらず元気よく、改札口で待ち受け

ていた私たちの前に颯爽と登場。 

わいわいガヤガヤひとしきり挨拶を交わし、絶妙なタイミングで到着したヨハネ

寮のマイクロバスに乗り込みました。開会式の会場となった神戸中央教会では、

春名地区長や担当司祭の松浦 謙神父、ま

た神戸中央の３人の神父さん方が聖堂前でお出迎えくださり、歓迎

の挨拶や滞在中の無事と実りを願う祈りが捧げられました。 

その後昼食をすませて近隣の北野工房へ。ポートタワーを模したロ

ウソク作りを楽しんだ後、一路宿舎となる

舞子の愛徳姉妹会へと向かいました。走る

バスの窓から見えた「明石大橋」と「海」

に大歓声が沸きあがり、キャンプ断念をものともせずに、これから始まる神戸で

のひとときに胸を躍らせていました。 

そして翌日から始まるはずだった神戸地区教会学校合同キャンプのプログラムは有志のリーダー達に

よる手作り室内キャンプに急きょ変更。さすが日頃から子供たちを相手に“心”と“手”と“時”を費

やしているリーダー達。大きな番狂わせにも関わらずそれぞれのノウハウを出し合い新たなプログラム

が出来上がっていきました。 

8月 8日、来神２日目の朝、神戸滞在中の宿泊先となった住吉教会へ移動。 

こちらも突然の使用願いにも関わらず小教区評議会が受け入れを承諾くださ

り、神父さんに許可をいただきました。  

またホストチャーチとして住吉教会の子供達

が福島の子ども達をお迎えし、その日一日を共

に過ごしました。雨が降り出さないうちに少しでも外に出かけようと

「布引ハーブ園」へ。夢ふうせんにゆられながら雲にかすむ神戸の街

を見下ろしていました。 
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そしていよいよ台風上陸と言われた翌 9日。「平和旬間」の 

行事も取りやめとなりましたが、この日も動と静を上手に組          スイカわり 

み合わせた数々のゲームは子供達に飽きるヒマを与えませ  

んでした。 

またこの日は、神戸のおばちゃんに 

よる手ほどきで、関西名物の    スーパーボール 

                   すくい 

「たこ焼き」や 

たこ焼き器に               「お好み焼き」を手作り。 

興味深々のこども達            とっても美味しくて楽しいお昼をいただきました。 

   

                                           

10日（日）は住吉教会の主日のミサに参加。 

ミサ中の侍者を始め、ミサ後の大掃除にも助っ人 

として飛び入り参加。 

                                       

 

 

                               イエスさまといつも一緒 

 

 綺麗になったかどうかはさて置き、元気で楽しい大掃除ではありました。 

 また、午後からは雨も上がり、ヨシッ今だ！とばかりに「人と防災未来センター」を訪問。 

子供達から神戸に行ったら是非行きたい 

 先としてノミネートされていた見学先だけ 

に真剣な表情でパネルや映像に見入って 

いました。恐らくその心の内には 3年前 

の「あの時」ことが甦っていたのではない 

でしょうか。 

夕方からは神戸中央で神戸地区の中高生も参加し BBQ   

大会が催され、むし暑かったけれど美味しくて楽しいひと 

ときとなりました。小学生は元気に庭を走り回り、まった 

くの疲れ知らず。 勢い余ってタンコブを作るこどもも・・。 

 

 

               

  

 

 

           

お母さん達もハイポーズ 
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そして残るはあと一日。最終宿泊地のたかとりへ移動する前に全員で

「ポートタワー」へ。神戸での楽しい日々の思い出をこめて記念撮影。    

午後からは子供達のリクエストに応えて 3班に    

分かれ「水族園」、「須磨浦公園」「神戸空港」へ  

思い思いに出かけ神戸を満喫。 

たかとりでは、「FMわいわい」の招きで神戸を   

訪れていた「福島県立原町高等学校」の生徒さん  

達との交流会も行われました。原町高校は「福島

第 1原発」からの 30km圏内に位置し、原発の爆

発によって学校は閉鎖。5月にようやく他の高等 

学校 2校に教室を設置し授業を行ったという経緯を持っています。また NHK

の「クローズアップ現代」でも放送部の活動が一部紹介され原発に対する高校生らしい眼差しで事態を

見つめている様子が次のアドレスで tokyopastpresent.wordpress.com/で観ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

台風に出鼻をくじかれそうな始まりでしたが、案ずるより産むがやすし、リーダー達の一所懸命が 

低気圧をはねのけ、子供たちの心の中に青空を作り出しました。自然の中でのびのびと美味しい空気

を吸うことは出来ませんでしたが、子供たちが帰ったあと、風船にこんなメッセージを残してくれて      

いました。 

                           プロジェクトが始まって 3年。地図を見る

と結構な距離があることは一目瞭然です

が、人と人のつながりに空間的な距離は                           

そんなに大きな問題でもないような気が 

する今年の取り組みでした。 

               今年は初めて参加される方も多く、また子ども達だけで参加される 

 ご家庭も何組かありました。 毎年キラリと光る言葉を残してくださる福島の皆さんですが、今年も 

 こんな言葉を残してくれました。「今、福島では東電の補償金問題で人々が疑心暗鬼になり、親しか

ったはずの隣人との関係が壊れかけています。でも神戸に来て皆さんと過ごしたこの数日間で、いや

いやそうではない、まだ私、大丈夫だ。人を信頼することを忘れかけていたけれど、信じることの素

晴らしさを自分からやってみようと思います」と。3年が経ち、福島の内も外も状況が変化していま

すが、「橋は行き来してこそ、その役目を果たす」と話された福島のお母さんの言葉のように、これ

からも打ち上げ花火ではない関係を築いていきたいと願っています。今回も各方面の方々のご協力に 

よって無事に終了することが出来ました。神戸地区の皆さんのご協力に感謝申し上げます。 

神戸プログラム：期間 8／7～8／12 参加人数 こども 14名  おとな 4名 

下関プログラム：期間 7／31～8／4 参加人数 こども  9名  おとな 6名  
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2014年 7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：７月６日（日）１４時 ～ １６時 場 所：カトリック住吉教会 

出席者：春名地区長、内橋議長、田中副議長、各小教区代表者２５名、各専門委員会、一

粒会神戸地区代表、エキュメニカル担当、高山右近列福運動推進委員会 

 

２．春名地区長から地区評議会への挨拶 

この後でも取り上げられますが、新しい規約が５月９

日付けで承認され、今後年４回の評議会開催となりま

した。少なくなることで会議が雑にならぬようきちんと

処理して行きたく考えます。 

司祭評議会からの大きな報告はありませんが、ひと

つだけみなさんにお伝えしておきたいことが、今の地

区長は何の権限もないという事で討議されています。 

地区長の役割をもっと明確にしていくと言うことで次回も続けて討議する予定です。 

カテドラルの工事ですが、若干省略工事になりました。理由は資材及び人件費高騰で億単位

の値上げになるからです。そのため環境改善工事は今回見送ることになりました。工事は来年

３月に完成の予定で進められています。 

 

３．議 題 

◎審議事項 

・規約改正承認後の進め方について 

大きな変更でありました、会議頻度の減少については、年６回⇒年４回となり次回の開催を、

１１月２３日(日)１４時～たかとり教会と決まりました。 

その他の変更についても承認されています。尚、承認後の規約は各小教会及び各委員会
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に配布されますので、詳細の確認をお願いします。 

・平和旬間行事について 

小教区展示用 A３カラー版と委員さんように A４モノクロ版を配布した。 

若干の変更として、内橋議長より提案ありました、パリミッションのコーナン神父様に憲兵か

ら拷問受けたメルシュ神父様のことを「今こそ伝えたい戦争体験」の時間内でお話して頂く

ことになり、A３カラー版は変更せず、上書きで A４モノクロ版は、変更し再度配布することで

決まりました。 

◎提案事項 

・養成コース(基礎コース)の開催について 

日程：９月１５日及び１０月１３日に神戸中央教会で開催する。 

現在両日コースのプログラムを作成中です。 

◎報告事項 

・神戸地区合同キャンプについては、大橋委員長より実行委員

会の議事録及びレジュメが配布され説明された。今後の予定と

しては、①７月７日キャンプ場に参加者の名簿提出②７月１２日

～１３日リーダー研修③７月２６日準備会となっています。 

＜みんなで力を合わせて楽しいキャンプにしましょう＞ 

     「神戸地区合同キャンプは、残念ながら台風の影響で中止になりました。」 

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。司式は、松

浦司教様です。現在受堅者の決定を進めています。 

       ９月２１日１４時～垂水教会にて典礼委員会を行い最終の詰めを行う。 

       聖母の被昇天ミサは、各教会で８月１５日に行われます。 

 

次回地区評議会：２０１４年 11月 23日（日）１４時 ～ たかとり教会 
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養成委員会 

・養成委員会活動について 

 決算、予算ならびに地区養成代表者会議(４/12)の報告。 

 聖体コース「アジア・アフリカの教会シリーズ」も今年度実施する。 

 養成医委員の研修会を７／１２～１３に宝塚黙想の家で開催する。 

 委員会規約改正について審議、引き続き検討する。 

社会活動委員会 

・野宿者と活動センター支援のクリスマス・チャリティーコンサート⇒小教区展示用 A3 カラー

版と委員さんように A４モノクロ版を配布済み。昨年と変更点は、各参加グループから会場

費として５００円徴収する。それを中央教会に献金として手渡す。また昨年と同様参加バン

ドが１２を超えた場合は抽選で今回参加か、あるいはシードバンドとして次年度出演権を得

るかを決める。ただし一回目の説明会(８／３１)に欠席のバンドは辞退したものとみなす。 

広報委員会 

「つながり」６２号(９月７日発行)について 

・内容：①巻頭言・松浦謙神父様(社会活動委員会担当・平和旬間に関して) 

②平和旬間行事(８月９日) 

③神戸地区合同キャンプ(８月８日～１１日) 

④「右近フェスタ」(６月８日) 

⑤各委員会 活動報告 

⑥評議会議事録抜粋など、他は従来通り 

・原稿締切日：８月２０日(水)締切日厳守！ 

・印刷日；９月５日（土）六甲教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



8 

 

 

神戸地区推進委員 岡 節子 

6月 8日(日)「高山右近列福祈願のつどい」が､城星学園ホールに

於いて開催されました。当日は晴天に恵まれ、ホールには 400 人以

上の方が参列され、1 部・2 部を通して盛況のうちに終える事が出来

ました。 

1 部では「劇団フィオレッティ」による朗読劇“神の戦士ユスト高山

右近”が演じられ、特別ゲストの松浦吾郎司教様が“織田信長”に扮

され、あまりの名演技に会場からは大きな拍手が湧き上がりました。 

2部では｢ＴＳＵＢＯ－ＫＥＮ｣による～音楽の捧げもの～と題して高

山右近をイメージした自作曲、その他､馴染み深い曲を演奏されまし

た。 

1部と 2部の間では、右近のキャラクターの名前が発表され、“うーこんどん”に決定。 

9月 15日(月･祝日)には、「part2」が催されます。どうぞ、ご期待じゃださい！ 

 

 

 

神戸地区社会活動委員会 

                                屋代 美智子 

今年も８月９日、平和旬間行事を行うことになった。例年と異なるのは、池長大司教がミサ

を捧げて下さるというところだ。いつもはお世辞にも脚光を浴びるとはいえないなかで、今年

は池長大司教に少人数の御聖堂でミサを捧げていただくわけにはいかないというおもいで準

備にも力が入った。 

「地上の平和」をメインテーマに、「戦争は人間の仕業です」と言うヨハネパウロⅡの言葉を

サブテーマにして行事を行うこととなった。神戸地区司祭有志によるバンド演奏、続いて「今こ

そ伝えたい戦争体験」として体験者のお話、最後に平和祈願ミサで締めくくるというプログラ

ムだった。 

数日前より台風の接近が伝えられ、当日の朝は大荒れの天気だった。それでも準備に携

わった人たちは定刻通り中央教会に集合し、指導司祭の決定を待った。残念ながら参加者

の安全が担保できないという理由で中止になった。神戸地区平和旬間行事は毎年行われる

が、大司教がそれに参加してミサを捧げてくれる機会は再びあるだろうか。本当に残念であ

った。 

～右近フェスタ～ Part 1 

神戸地区平和旬間行事 

 



 

■ 神戸中央教会  078-221-4682  Fax 221-4684 

日本語ミサ 9:30～     英語ミサ 11:00～ 

 ☆信仰講座と祈りの会                          

  第１.第３ （日） 11:00～ 信仰講座 指導：傘木澄男神父    

  第１.第３ （月） 10:30～ 新約聖書を読む会  指導：信徒 

  第 3 （金）    19:30～ テゼの祈り  指導：信徒 

  第 2 （土）    16:00～  一緒に祈り、分かち合いませんか？司教区祈り推進チーム 

☆10月 12日(日) 11:30～  バザーが開催されます。 

 

■ 六甲教会  078-851-2846   Fax 851-9023 

9月 7・14・21・28日  第 28回結婚準備セミナー 何れも日曜、14：00～ 

13・14日(土・日) 聖書公開講座「みことばにきく」 何れも 13：30～16：00 

                  講師：雨宮 慧 神父  参加費：無料  申し込み不要 

  27日(土) 第 14回「祈りと音楽の集い」 17：30～ 於：六甲教会主聖堂  

京都カトリック河原町教会オルガニスト桑山彩子氏を迎えての演奏会 

10月 26日(日)  社会活動部学習会「今日から始めよう心と体の健康作り」10時ミサ後 

              於：六甲教会イグナチオホール   講師：大西道生(精神科医)            

11月  2日(日)  秋の墓参 （10時ミサ後）   

9日(日)  チャリティーバザー（ミサ 9：00．ミサ後開催） 

16日(日) 七五三祝福式 （10：00ミサ内） 

22日(土)  宣教部 秋の黙想会 10：00～16：00  (15：00～ミサ)  対 象：どなたでも   

参加費：無料。昼食持参。詳細は後日、各教会へ配布致しますチラシをご覧ください。 

※ 10/13(月) ＆ 11/3(月)の祝日、事務受付お休み。 

       

■ 住吉教会  078-851-2756  Fax 842-3380   

日本語ミサ 9:30～   スペイン語ミサ 第１・３土 19：00～ 

9月 14日（日） ミサ内 敬老の祝福、ミサ後茶話会 

10月 11日（日）  ほしの園幼稚園運動会 9:00～ 

26日（日） ミサ内(ミサ 10：00～) セ・ニョール・デ・ロス・ミラグロス  

ミサ後 （奇跡の主行列：教会出会いの広場～園庭）イベント 

11月 2日（日） ミサ内 祈念祭：合同慰霊祭 

9日（日） ミサ後 チャリティーバザー 

16日（日） ミサ内 七五三 祝福      

30日（日） 待降節黙想会 ： 赦しの秘跡 

■ 三田教会  079-562-4404  Ｆax 562-9404 

１ 三田小教区信徒総会を 6月 8日（日）ミサ後開催。信徒約 60名が参加。2013年度小教区の活動及び

決算、2014年度の事業計画及び予算を承認した。 

２ 9月 14日（日）敬老のお祝いミサを行い、ミサ後お年寄りを囲み、お祝いの茶話会を予定している。 

３ 小教区信徒・福祉団体・地域のみなさんとの交流を深めるため、恒例「ふれあい 

バザー」を 10月 19日（日）に開催します。 

４ 待降節から四旬節の取り組みについて各委員会・地区で話し合いを始めました。 

５ 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（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、三田教会

信徒による朗読劇クリスマス・ファンタジーに向けて準備を進めています。 

北ブロック 

東ブロック 
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 在日外国人のお話を聞く会（9月 28日・中ブロック国際協力の日に先立って） 

8月 3日（日）鈴蘭台教会にたかとり教会の在日

ベトナム人のグエン・ティー・ガー、パティー・

タン・ガー、ハ・ゴック・ヴァン、グエン・ティ

ー・バッチ・ランの女性 3人、男性一人が来られ、

ミサの後、日本での苦労話をしていただきました。 

当日は台風12号の影響で朝から雨模様でしたが、

30人以上の信徒が熱心に話しを聞きました。日本

語を覚えるのが一番苦労したということ。日本で

生まれ育った子供達が日本語をベトナム人に教え

ていること。ベトナムへ行ってベトナム語を勉強

していること。無国籍のため、アメリカやヨーロ

ッパへ行けないこと。ベトナムでは今でも教会に

対する迫害があること。子供達の進学の悩み。 

しかし、日本に来て一番良かったことは、日本

が本当に平和な国だということ等、参加者の質問

に答えながら、お昼の楽しいひとときを過ごしま

した。       

鈴蘭台教会 萬崎抗三 

 

日 時：２０１４年 7月 20日（日） 

場 所：カトリック兵庫教会 

出席者：Fr.アニセ、Sr.木梨、 

鈴蘭台 2名、たかとり 2名、兵庫 1名 

【はじめの祈り】 

【検討事項】 

２０１５年度開催神戸地区大会について 

1. 開催日を２０１５年５月３１日(日)に決定。 

2. 場所を六甲学院とする。 

3. テーマ及びミサ献金の送金先の件について、

次回中ブロック協議会で検討。 

中ブロック国際協力の日について 

1. →10：00 から中ブロック合同ミサ(司式：神

田神父様)を行う。→終了時間は 15：00 とす

るが、次回国際協力の日実行委員会で再検討。 

2. 中ブロック活動費への支援金の要請について

→費用の詳細について個々に検討のうえ決

定。今後、国際協力の日実行委員会会計 椿舘

さん(鈴蘭台教会)が責任者となり対応。  

3. 当日の料理について→兵庫おでん、ちらし寿

司。たかとりベトナムサンド。他は各国の屋

台を依頼。 

4. ベトナムの方の小教区訪問について→8 月 3

日(日)たかとり教会所属のベトナムの方 3 名

が鈴蘭台教会を尋ね、「外国人の日本での生

活」についてお話をする。 

5. 当日のお話について→ドミニカ出身、甲南女

子大学教授であるカトリック信者に依頼。 

6. ミサ典礼について→次回中ブロック協議会

で検討。 

南木曽への支援について 

1. 各小教区の判断で行う。期限を調べ各小教

区責任者にメールする。 

中ブロック協議会開催日の変更について 

1. 神戸地区宣教司牧評議会の開催回数が年 6

回から年 4 回に減ったため、ブロックも歩

調を合わす。次回中ブロック協議会で検討。 

各小教区日程について 

1. 兵庫教会のバザーを 10月 12日から 11月 2

日に変更。当日はたかとり教会との合同ミ

サであり、たかとりの信者を招待する形で

行う。 

平和旬間共同祈願について 

1. 当日の共同祈願をたかとり教会ベトナム、

兵庫教会インドネシアの方に唱えてもらう 

アニセ神父様から 

8 月いっぱいで大阪教区を離れ、淳心会に戻り

ます。新しく中ブロックに来られる神父さまを

皆で支えてください。 

追記：9 月から中ブロックにはパリ外国宣教会

のエマニュエル・ポポン神父さまが派遣され、

来年の 4月までは西ブロックの春名神父様が中

ブロックも兼任されることが 8月 2日に発表さ

れた。 

【終わりの祈り】 

次回 2014年 9月 14日 15：00たかとり教会 

 

 

10 



11 

 

                                                                            

 

 

 

 

  

 

                    

西ブロック４教会連絡会 報告  

 

日  時：6月 15日(日) 14：～16：00 洲本教会 

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 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。 
･9/21(日)の連絡会で最終の詰めを行なう。 
 
② 9月末までの司祭ローテーション表が配布され 

ました。尚、8/15(金)の聖母被昇天祭の司式司祭 
   時間は下記の通りです。 
 

明  石 ： 午後 7時 30分～ 松浦謙神父 
垂  水 ： 午前 10時～     高橋聡神父 
北須磨 ： 午前 10時～     後藤進神父 
洲  本 ： 午前 10時～     春名昌哉神父 

 
③ 西ブロックの課題について 
(教区司祭者合宿よりの資料配布) 
 
1) 外国人信徒の司牧と共生 
日本人信徒と滞日外国人信徒が､同じ共同体の 
メンバーとして交わる教会をめざす。 

 
 

 
   

 
  
                     

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

 9月 14日(日) 評議会 敬老のお祝い 

10月 ５日(日)  合同堅信式(明石教会)10:00～ 

10月 12日(日) 評議会 
11月 ９日(日) 評議会 
11月 16日(日) バザー 
12月 14日(日) 評議会 
12月 21日(日) 待降節黙想会 
12月 24日(木)  降誕祭  
 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
9月 7日(日) 評議会 
9月 21日(日) タカログ語での聖書勉強会 

10月 5日(日) 西ブロック合同堅信式 
      (洲本教会のごミサは､ありません。) 
10月 12日(日)秋の遠足(武庫之荘教会･六甲山) 
      (洲本教会のごミサは､ありません。) 
10月 19日(日) タカログ語での聖書勉強会 
11月  2日(日) 評議会 
11月 16日(日) タカログ語での聖書勉強会 
11月 23日(日) 典礼講習会 
11月 30日(日) 黙想会 
     淡路キリスト教連合会合同クリスマ 
12月  7日(日) 評議会 
 
 
 

 
 

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
9月 14日(日) 恵老会    ミサ後 

10月 ５日(日)  合同堅信式  10:00～ 
11月 １日(土) 墓参  
11月 31日(日) 冬季大掃除・馬小屋設置 
12月 ７日(日)  待降節黙想会  

        
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
9月 14日(日) 評議会  

9月 21日(日) 敬老のお祝い 
10月 ５日(日)  合同堅信式(明石教会)10:00～ 
10月 26日(日) バザー 
11月 ２日(土) 地区評議会  
11月 ９日(日) 評議会 七五三ミサ 
11月 16日(日) 舞子地区の集い 
11月 30日(日) 大掃除 
12月 14日(日) 評議会 共同回心式 
12月 22日(月) クリスマスキャロル 
12月 24日(木)  主のご降誕  
12月 25日(木)  降誕祭 11:00～ 
子供ミサ 14:00～ 
 

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 
 

2) 青少年司牧 
10/5(日)に行なわれる合同堅信式に向けて､子ども達
の信仰育成が実を結ぶように。また､青少年を対象に
した集いを行なう。OASISI(青年の集い) 

3) 信仰の養成 
一人ひとりが神から受けた賜物を活かし、共同責任を
担う教会をめざす。そのため特に、聖書のみことばを
通して信仰を深める。そして霊的講和を司祭チームが
行う。取り上げる重要テーマのひとつは典礼である。
(典礼の勉強会については､月 1回ミサ後３０分程度) 

 
④ 洲本教会現状報告 
 
・信者数は 200 名を超えていますが、主日のミサには
20～30 名の参加です。理由は高齢者が多く、若者
は、京阪神の方へと言うことで年々減少しています。
そんな中毎月第３週のアマド神父様のミサには外国
籍の方々が多く倍近くになります。(ミサ後タガログ語
による聖書勉強会)今月より、冒頭にも書きましたが
春名神父様が火～木曜日洲本教会に滞在して頂くこ
とになり、平日の朝ミサが、水、木曜日、と以前からの
土曜日と合わせ３回となりました。また水曜日の午後
７時から聖書勉強会もして頂くことになりました。弱小
ですが、コミュニケーションの良い楽しい教会です。 

 
 
次回、西ブロック連絡会 
９月２１日(日) 14:00～  垂水教会にて 
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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 

キリスト教入門講座 

  第 2.第 4金曜日 19:00～20:30  講師：吉村信夫 

  （資料代費用 1,000 円/月）第 1 回目 9 月 26 日（金）19:00～ 

  第 1.第 3金曜日 19:00～ 福音の喜びを生きる 

  担当：こいずみ ゆり 

「指針 人格の尊厳」 教皇庁 教理書 

生命科学の進展、とくに 1997 年の体細胞核移植（クローニン

グ）によるクローン羊ドリーの誕生、１９９８年のヒトＥＳ細胞作

成の成功など、を受け、新たに登場した生命科学技術に関しな

される倫理的考察と判断。 神の像として造られた人間の内に

は、その存在のあらゆる点において、「独り子のみ顔」が反映さ

れている。 

「ぼくは十四歳だった８月６日の朝」 長谷川儀（ただし）神父 

原爆炸裂の瞬間、大火傷を負ったヒロシマの少年の奇跡的な

“回復”とその後の歩み、無惨にも命を奪われた十数万の人々

の鎮魂と、核廃絶、世界平和のために神父となったあの少年

は今も祈り続ける。 

 

カトリック六甲教会「祈りと音楽の集い」Vol. 14 
日時：2014年９月 27日（土）17：30～ 於：六甲教会主聖堂 

昨年度より始めた年に１回、他の教会からオルガニストをお招きする企

画。今年は京都カトリック河原町教会オルガニスト桑山彩子氏を迎え、

バッハのオルガン曲を演奏します。土曜の夕刻、オルガン音楽に耳を

傾け、静かにバッハの祈りに心を寄せるひと時をご一緒しませんか。 

兵庫・生と死を考える会 

☆月例会 

日 時：10 月 19 日（日）13:30～15：00 

講 師：堀 早苗（あしや音楽療法研究会主宰） 

日 時：11 月 16 日（日）13:30～15：00 

講 師：斎藤富雄（前兵庫県副知事） 

場 所：ｶﾄﾘｯｸ六甲教会 

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 

「みことばに聴く」 

日時：2014年 9月 13日(土)・14日(日)  13：30～16：00(両日) 

場所：カトリック六甲教会 主聖堂 

講師：上智大学名誉教授 雨宮 慧神父 

参加費：無料   申し込み不要    主催：カトリック六甲教会 

問い合わせ：カトリック六甲教会事務所 ☎078-851-2846 

※ご来場には公共交通機関をご利用ください。 

 

カトリック六甲教会宣教部主催「秋の黙想会」のお知らせ 
日 時：11月 22日(土) 10：00～16：00(15：00～ミサ) 

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、各教会へ配布致しますチラシ・ポスターをご覧ください。 

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 

☆聖書セミナー（日本聖書協会主催） 

第 71回：9月 4日(木）、5日(金）10：00～12：00、13：30～15：30 

講師:溝田悟士師（広島大学大学院総合科学研究科研究員） 

テーマは「『福音書』解読 ～ 「復活」物語の言語学 ～」 

受講料 ： １，５００円／回（但し、友の会会員は１，０００円

／回）、受講ＣＤもあります。 

☆キリスト教の世界シリーズ 

９月から毎月第一火曜日夜７時から１時間半 

テーマは「私たちの教会と聖書」として各教派の聖書に対す

る姿勢・位置づけを話してもらいます。参加費、講師等はニュ

ーズレターＮｏ．６５を参照ください。池長大司教は２０１５年１

月６日になりました。 

☆原田陽子（カトリック夙川教会信徒）手彩色の銅版画展 

10 月 16 日（木）～25 日（土）に渡って開催されます。クリスマ

スへ向けて、カードの販売もあり。 

☆２０１４年度ふれあいバザー：１１月１５日（土） １１：００より 

☆２０１４年度クリスマスランチョン：１２月６日（土）に開催 

☆秋の聖書展示（装飾聖書展示会）－目で見る聖書展― 

１０月２１日（火）～２５日（土）に渡って、日本聖書協会聖書

図書館蔵書の「ケルズの書」および「リンディスファーン福音

書」が展示されます。また、１０月２５日（土）１０時～正午に

は、日本聖書協会聖書図書館主任の高橋祐子氏を囲んで

「聖書・キリスト教関係図書整備について」の特別懇談会。 

 更に、同日１４：００～１６：００には、神戸大学大学院人文

学研究科教授の宮下規久朗氏による特別講演会 「キリスト

教美術の読み方」 があります。 

 

＊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  

「つながり」62 号をお届けします。 

猛暑、台風、集中豪雨と大変な自然の力を痛感さ

せられた夏の日々、平和を願う一方で世界の各地

では争いが続いています。人間は弱く小さいけれ

ど、それでも一歩一歩前へ進んでいけますように。

教会の歩みを確認しともに祈ることができますよう

に。 

（たかとり教会 速水晴子） 

ｶﾄﾘｯｸ 神戸地区だより つながり 
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