2014 年 12 月号 63 号

北ブロック 中川 明神父
クリスマスと言えば、ケーキやパーティーやプレゼントなど、華やかなイメージがありますが、聖
書に描かれているイエスの誕生の状況は、この華やかさからかけ離れています。とても厳しい環
境の下に置かれた親子の姿が描かれているのです。
マリアは旅先でイエスを産みます。今は、実家で両
親の保護の下で出産することもよくあると聞きます。
気が置けない慣れ親しんだ環境ですが、マリアの場
合は見知らぬ旅先なのです。しかも、馬小屋です。今
なら、病院での手厚い介護のなかでの出産が普通で
すが、そんな贅沢は望むべくもありません。さらに、こ
の親子は、イエスの誕生直後に、エジプトという異国
の地への逃避行を余儀なくされます。産後の養生など
無縁だったのです。だから、とても厳しい環境下での
誕生であったのです。
最近、私たちの生活がとても贅沢になり、私たち自身がとてもひ弱になったのではないかと気
にかかっています。過剰なサービスは私たちから自律性を奪う、という指摘が気になって仕方な
いのです。例えば、阪神淡路大震災の際、電車は止まり、道路は寸断され、よく歩きました。私は、
毎日、西宮から三ノ宮の幾つもの教会を自転車で巡りました。印象的だったのは、最初は交通手
段の喪失に呆然とするだけで何も出来ず、数日して、やっと「歩く」ことを思い出したことです。私
は自動車や電車という便利な機械に慣れすぎていて、「歩く」ということを忘れていたのです。
イエスは「たくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた」（ルカ 2:40）と記されています。
甘えが許されない厳しい環境下で、たくましく育ったのだろうと思うのです。
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“ふくしま通信”

－ 第5号 －
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片柳神父(SJ) のブログ

http://d.hatena.ne.jp/hiroshisj/

ユスト高山右近

－列福へ向けて－

フェスタ part2 の報告
9 月 15 日(月･祝)「右近フェスタ part2」が大阪大司教区事務局に於いて開催されました。
今回は午前中､展示チームによる高山右近ゆかりの地をパネルを解説付きの展示、映像による
紹介などがあり､午後からは｢高山右近研究家｣の久保田典彦氏の講演｢聞かせてよ､うーこんどの、
右近どの｣の題名で高山右近のキリシタンとしての生涯を大変わかりやすく､楽しく語って下さ
いました。
右近クラブ､各地区の代表の方々が列福へ向けて力を合わせて､一歩ずつ歩んでいます。
下記に､来る殉教 400 年記念ミサのご案内を申し上げます。

「神のしもべ

ユスト高山右近殉教 400 年記念ミサ
2015 年 2 月 3 日(火) 開催

日本カトリック司教協議会は､ユスト高山右近の殉教 400 年を迎えて｡命日の 2 月 3 日に。
マニラからタグレ枢機卿様他､来賓をお招きして､記念ミサを開催することに決定しました。
ご予定下さい。
日時

：

2015 年 2 月 3 日(火)

13：30～16：00

会場
主催
共済

：
：
：

神戸文化ホール大ホール
日本カトリック司教協議会・列福推進委員会
カトリック大阪大司教区

来賓

ルイス･アントニオ･タグレ枢機卿(マニラ)

他

※ 来場には､入場券が必要です｡入場整理券を受け取るには､申し込み用紙に必要事項を記入し
て､カトリック大阪大司教区本部事務局｢殉教 400 年記念ミサ｣受付け窓口までお送り下さい。
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シン

アルフレド・ゼコビア神父

高山 親 神父 (六甲教会助任司祭)
1956 年 南ベトナム(ビエンホア)生まれ

(六甲教会主任司祭)

1960 年 アルゼンチン生まれ

1979 年 難民として来日

1980 年 イエズス会 入会

1989 年 イエズス会入会

1989 年

来日

1998 年 東京・聖イグナチオ教会にて司祭叙階

1994 年

聖イグナチオ教会にて司祭叙階

(祇園教会、イグナチオ教会、助任司祭を経て)

(福山教会、光教会を経て)
2000 年

聖イグナチオ教会 助任司祭

2014 年

六甲教会 主任司祭

2004 年 六甲教会助任司祭、旅路の里責任者
2014 年 神戸・六甲教会 助任司祭

ロザイロ・ブラッドリー神父
（神戸中央教会。東ブロック共同司祭）

1964 年 スリランカ生まれ
1992 年 スリランカにて司祭叙階
1994 年 来日
２年間の日本語の勉強を終えてから、福岡教区、大阪教区、
高松教区で宣教活動
2014 年 神戸中央教会 東ブロック共同司祭

クリスマス・キャロルのお知らせ
北須磨教会
2014 年 12 月 21 日(日)17～18 時
名谷パティオお買物広場
2014 年 12 月 23 日(祝)17～18 時
西神中央プレンティ広場

垂水教会
2014 年 12 月 20 日(土)17 時 30 分から
JR 垂水駅東口広場 噴水前
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2014 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 23 日（日）１４時 ～ １６：１１ 場 所：カトリックたかとり教会
出席者：春名地区長、内橋議長、氏家副議長、各小教区代表者１７名、各専門委員会、エキュ
メニカル担当、ふっこうのかけ橋 P
２．春名地区長から地区評議会への挨拶
今年最後の評議会となりますが、年明け１、２月には神戸地区で大きな行事が続きます。１月
１７日は震災追悼ミサがあり、２月３日には文化ホールで高山右近の 殉教４００周年記念ミサ
があります。この行事はカトリック中央協議会の行事でもあり神戸地区としては、大きな負担と
なりませんが折角地元で行われるので沢山の方々の参加をお願いします。
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、叙階式が３月２１日の春分の日行われる予定になっていますが、来年の３月に日本の全
司教様が教皇様のところに訪問される時がちょうどこの時期と重なるようになっています。それ
とカテドラルの改修も終わってないと考えられますので、司祭叙階式は４月２６日(日)に大阪カ
テドラル玉造教会で行います。
３．議 題
◎審議事項
・震災追悼ミサについて（地区長）
震災から２０年になります。神戸中央教会にて震災追悼ミサが行われ司式は前田大司教様
が予定です。当初の予定は翌日の１８日に行う予定でしたが、１７日の午後に同教会でテレ
マンが追悼コンサートを行うことで行事が２日続けてと言うのは大変だと考え、コンサートは
午後３時からで追悼ミサは午前１１時からとなりました。主催は大阪教区になりますが、典
礼の方は神戸地区担当となっています。神戸地区評議会のメンバー数名で協力して頂きた
い。出来たら各ブロック１名ぐらいでお願いします。(各ブロックで決める)
・養成委員会の規約改正について
改正の概要は①各小教区から委員会への派遣者は地区養成チームを含む２名以上の信
徒(修道者)とする。②委員会に新たに養成専門チームを置き、メンバーは委員会から推薦
され、地区評議会の承認を受け、地区長から任命される。③委員会の定例会は２月、６月、
１０月、１２月の４回とし、年１回研修会を実施する。 (各小教区配布改正案ならびに新旧
比較参照)評議会ではかなり長時間論議されましたが、最終的には不都合発生の場合再
度検討ということで、今回の案で進めて行くことで承認された。
・セントポールへの補助金
セントポールへの補助金については、従来の１０万円を５万円で予算をあげる。
神戸地区の宣教拠点として大切にする。相互のモヤモヤを解決する為、４月度の評議会場
所をセントポールで考える。
◎提案事項
・会計より、予算提出については、１月に各小教区より予算の提出依頼あり。各ブロックの予
算は各 3 万円とします。
◎報告事項
・平和旬間行事については台風上陸のため中止となりました。
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・ふっこうのかけ橋プロジェクトより合同キャンプ会計及び２０１４年度収支決算報告書の説明
がありました。
・大阪教区国際協力の日（１０月１９日カテドラル駐車場）について
当日は好天に恵まれ、前田大司教様・池長大司教様・松浦司教様司式ミサに約１,０００人
が出席され、その後のイベント、屋台の交流会に約２,５００人が参加されました。当日、受
付・献金・聖体拝領誘導係に神戸地区小教区より１１名の方々にご協力頂き感謝申しあげ
ます。尚、献金額約３２０,０００は、広島土砂災害復興支援としました。
・神戸地区大会
２０１５年５月３１日、六甲学院にて。メインテーマ：「TOMO に語ろう！私たちの平和！」
サブテーマ「新たな息吹を神戸地区に！」、ポスターにバリアフリーの案内を記載し、わかり
やすくする。
次回委員会から典礼部会とイベント部会に分かれ、詳細検討を行う。
出演：こいずみ ゆりさん、うーこん殿ゆるきゃら出演予定。
４．ブロックの活動報告
西ブロック：池長大司教が西ブロックに来られ他の神父様同様のミサローテーションに加わっ
て くださることになり、かなり余裕のあるミサ司式体制となった。
１０月５日に合同堅信式が行われた。
中間会計監査については、北須磨⇔垂水、明石⇔洲本で相互監査を行った。
垂水教会にて、１０月２６日バザーが行われた。
中ブロック：９月２８日に中ブロック国際協力の日が開催され、出店とステージの催しで和気あい
あいと楽しいイベントであった。１０月１９日に春名神父様、エマニュエル神父様の
歓迎会が行われた。
２０１５年１月１７日、午前５時半から追悼と新生の祈りが行われる。震災２０周年を
迎え、１月１６日、１７日、１８日の３日間に亘り、ボランティアの交流会等が予定さ
れている。１８日はたかとり・兵庫教会合同ミサが神田 Fr,ミケランジェロ Fr,吉岡 Fr
に来ていただき、捧げられる。
北ブロック：１０月１９日ふれあいバザー開催。評議員の改選、評議会規約改正。
三田クリスマスの集い：１２月７日（日）１４～１６時、JR 三田駅前キッピーモール６
階大ホール。クリスマスってなあに 小さな劇、クリスマスファンタジー ケーナ（笛）
演奏 きしもと・タローほか、交流会（プレゼントあり）。
東ブロック：１月１７日１５：００から、テレマン阪神・淡路大震災２０周年追悼コンサート
次回地区評議会：２０１5 年 1 月 4 日（日）１４時 ～ 垂水教会

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(１０月５日の委員会より)
上期の活動ふり返り(地区代表者会議(4/12)、委員研修会 7/12,13 宝塚売布黙想の家) 基
礎コース１日目(9/15)のふり返りと、２日目(10/13)の運営について聖体コース(11/24)の検
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討(春名神父様の講演への希望、全体の進め方について)アジアの教会シリーズを２０１５年
２月１１日(水)で、高山神父に依頼する。
・基礎コース(9/15.10/13)実施
１日目８２名、２日目５５名(補講 11/9 14 名)と多数の参加があった。信徒の召命と使命、固
有の召命について聖書の分かち合いを通して確認信徒使徒職(祭司職・王職・予言職)につ
いて第二バチカン公会議以降の流れを説明。アンケートでは満足度は高い。(内容は各小
教区養成委員にメール配信済み)
・聖体コース(11/24)
申し込み７９名。聖体の意義と接し方を学ぶ。講師：春名神父様

社会活動委員会
・毎年実施の神戸活動センター及び野宿者支援クリスマス・チャリティーコンサートは予定通
り１２月６日(土)神戸中央教会にて行う。会場１２時半、開宴１３時、終演１６時半予定。今回
１３グループが出場。今年から会場費として１グループ５００円の参加費を徴収。一部と二
部の間の休憩時教会中庭で炊き出しスタッフによる温かいスーㇷ゚を無料提供。また、今年６
月に社会活度委員の数名が福島支援仮設訪問をした時の写真展示。これに関するポスタ
ー及びチラシは各小教区宛に配布済み。
広報委員会
「つながり」６３号(１２月１４日発行予定)について
・内容：①巻頭言・中川 明神父様(クリスマス・メッセージ)
②国際協力
③司祭紹介：エマニエル神父様・高山神父様・アルフレッド神父様
④各小教区 クリスマス・ミサ予定
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：11 月 30 日(日)締切日厳守！
・印刷日；12 月 13 日（土）住吉教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部

信徒養成

「基礎コース」「聖体コース」開催される

神戸地区養成委員会では、地区養成コースとして
「基礎コース」９月１５日、１０月１３日「聖体コース」１１
月２４日 いずれも１０時から１６時、神戸中央教会にて
開催された。今年から病者訪問等の資格取得のため
だけでなく広く一般の参加を呼びかけ７０～８０名の方
が参加された。聖体コースでは春名神父さまにも講演
を頂き非常に好評だった。
養成委員会では今後とも信徒一般を対象に様々な
コースを開催していく予定。
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北須磨教会 平尾

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（水）

12 月 25 日（木）

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 19：00 21：00

7：00 10：00

0：00 7：30 11：00

住吉教会

19：00

9：30

11：00

鈴蘭台教会

19：00

10：00

10：30

10：00

12/29 19：00
ﾍﾞﾄﾅﾑ語感謝ミサ

たかとり教会

19：00

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

19：00

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

1/ 1

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

19：00 ベトナム語ミサ

12/31 23：30
年越しミサ
1/1 10：00

9：00

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
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■

 079-562-4404

三田教会

北ブロック

Ｆax 562-9404

１ 次年度の評議員の選出方法について、評議会や各地区集会で話し合っています。

ブロックロ

２ 各委員会等で 2015 年度活動方針（目標）
、活動計画、予算立てについて話し合っています。

３ 待降節のテーマを「救い主を待ち望む」とし、アドベント・リース（待降節のろうそく）や祈りの花束

ブック

の奉納など色んな取り組みをしてクリスマスを迎えます。

４ 12 月 14 日（日）の待降節の黙想会にイエズス会の赤松広政神父様を招き、「主の祈り」をテーマにお
話をしていただきます。その後、少人数のグループに分かれて分かち合いをします。
12 月 14 日（日）

9：30

待降節黙想会、ゆるしの秘跡

21 日（日）ミサ後

ゆるしの秘跡

24 日（水）19：00

主の降誕の祭日

25 日（木）

9：30

1 月 1 日（木）11：00
11 日（日）

10：40

教会学校クリスマス会

夜半のミサ

主の降誕の祭日

ミサ後、お祝いパーティー

日中のミサ

ミサ後、お祝い茶話会

新年のミサ

9：30

ミサ中「成人のお祝い」（予定）
ミサ後、新年あいさつ会と成人のお祝のつどい（予定）

■ 神戸中央教会
日本語ミサ

 078-221-4682

9:30～

Fax 221-4684

東ブロック

英語ミサ 11:15～)

2014 年 12 月 13 日（土）ジュニアコーラ・テインカーベルクリスマスコンサート（入場無料）
会場 14：30 開演 14：50

2015 年

1月

於・神戸中央教会大聖堂

24 日（水）

19：00～

バイリンガルミサ

25 日（木）

10：00～

バイリンガルミサ

31 日（水）

24：00～

バイリンガルミサ

1 日（木）

10：00～

バイリンガルミサ

17 日（土）

11：00～

阪神淡路大震災 20 年追悼ミサ

テレマン アンサンブル

■ 住吉教会

 078-851-2756

日本語ミサ 9：30 ～

教会学校終了式・クリスマス会
主の降誕夜半のミサ・後 小パーテイー

25 日（木）

主の降誕日中のミサ・後温かい飲み物

9：30

１月 1 日（木） 11：00
9：30

17 日（土） 11：00
2 月 1 日（日）

9：30

8 日（日） 13：30

■ 六甲教会
２０１４年

Fax 842-3380

24 日（水） 19：00

11 日（日）

神の聖母マリア・世界平和の日
主の洗礼・成人の祝福お祝い
教区新生のミサに与ります。13：00 教会学校始業式
日本二十六聖人殉教者祝日お祝い
東ブロック会（神戸中央）

 078-851-2846

１2 月 8 日(月)
１４日(日)

司式：前田 万葉 大司教
コンサート 13：00～（予定）

スペイン語ミサ 第 1・3 土 19：00

2014 年 12 月 20 日（土） 13：00

２０１５年

チャリティ

Fax 851-9023

無原罪の聖マリア ミサ 7：00、10：30 （10:00 ロザリオの祈り 六甲教会創立記念日)
第 13 期クリスマスコンサート 14：00～ 於：カトリック六甲教会（入場無料）

23 日(火) 第 15 回祈りと音楽の集い「クリスマス音楽の集い 2014 14：00～
於：六甲教会主聖堂

入場無料

24 日(水) 主の降誕 夜半ミサ 16：30、19：00、21：00
25 日(木) 主の降誕 早朝ミサミサ 7：00
※ 事務年末年始休み
2015 年

1 月 1 日(木)

日中ミサ 10：00
12/29(月)～2015/01/03(土)

新年のミサ 0：00、7：30、11：00

11 日(日)

新成人祝福式(10 時ミサ内)、ミサ後、教会新年会（未信者の成人の方も歓迎！）

12 日(月)

事務受付休み（成人の祝日）

2 月１/8/15/22 日 第 29 回結婚準備セミナー(何れも日曜、14 時開始。4 回で 1 コース)
９

春名神父様・エマニュエル神父様をお迎えして

中 ブ

ロ ッ ク 合

同 歓 迎

会

10 月 19 日小春日和に恵まれて中ブロックはお

強く、エマニュエル神父さまのフランス語の「オ

二人の新しい神父様の歓迎会でした。会場に集ま

ー・シャンゼリゼ」はうっとりと聴き惚れて胸が

った私達は新しい神父様をお迎えする喜びに溢れ

熱くなりました。神父様に合わせて歌う皆さんの

ていました。

歌声は一つになり迫力満点のハーモニーは、秋の

３教会で持ち寄ったご馳走は特色があり、味付

空に響いていましたね…!!癒されただけでなく大

けも良く美味しく頂きました。お腹が満たされて、

きな喜びを頂いたと思います。

そこから宴は盛り上がって行きました。それぞれ

神様から与えて頂いたこのお恵みを希望の光と

の教会の長老の方々の苦労

して心に灯しながら、お

話や大切にされている思い

互いに交じり合い共に

は、私たち教会の歴史であ

歩みたいと思いました。

り語り引き継がれていって

それぞれの心に満ち溢

欲しいと思いました。

れた思いは、神父様やシ

シスター木梨から「教会

スターのもとで一つに

のステンドグラスに集まる

なって行くと感じさせ

光のように、それぞれの共

て頂いた歓迎会でした。

同体の個性を輝かせ思いを

多くの人と交わり、日常

寄せ合えるように神父様や

はそれぞれでも〈一つ〉

私の力を添えさせて頂きます。神様の豊かな心の

になれる力があることを教わりました。大きな喜

中で分かち合って実り多い共同体を育てて行きま

びを神様から与えて頂き、その賜物を大切に育て

しょう。
」と言う言葉は明るい希望に満たされまし

られるように祈りたいです。

た。

とても幸せな気持ちにして頂きました。ありが

それから、お二人の神父さまの歌声に心温まり

とうございました。感謝のうちに…

ました。春名神父さまの「六甲おろし」は「オ!オ

たかとり教会 長岡 彰子

ー!」と大きく手をあげてちょっと叫んだ歌声は力

カトリック鈴蘭台教会バザー

兵庫教会バザー（11 月 2 日）

快晴の秋空のもとで恒例のバザーが 10 月 26

週間天気予報で２日は雨マークがついていたので

日（日）にミサ終了後の 11 時から開催されま

天候が心配されましたが、バザーの間は雨は降らず

した。

神様に感謝！！！

この日は 10 月下旬にしては暖かい日で、
色々

地域の皆様やたかとり教会との合同ミサ後という事

な食べ物、飲み物手芸品等の店が所狭しと並

もあってたくさんの方が来られ早々と売り切れてしま

び、活気が教会中に溢れました。

った物もあり、楽しいひと時を過ごせたと思います。

信徒、その家族、友達、大久保神父、途中か

会話もはずみ皆さん和気藹々と、お仕事をされていま

ら春名神父、シスター木梨、隣接のたかとり教

した。バザーの収益金は、大阪大司教区 ENGO プロジェ

会、兵庫教会の人たちも加わり、楽しい一日を

クトを通じて東北支援のために使われます。

分かち合いました。

また来年もがんばろうと思いました。
鈴蘭台教会 萬崎 抗三

兵庫教会

岩居 嘉美

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
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西ブロック４教会連絡会 報告
日 時：9 月 21 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

※ 四旬節の黙想会については､池長大司教様に司牧
チームからお願いして頂く。
3)クリスマス・ミサ

【議題】

明 石 ： 24 日(水) 19：30 キャロル 20：00 ミサ
25 日(木) 9：00 ミサ
垂 水 ： 24 日(水) 19：30 キャロル 20：00 ミサ
25 日(木) 11：00 ミサ 14：00 子どもミサ
北須磨 ： 24 日(水) 19：00 ミサ
25 日(木) 10：00 ミサ
洲 本 ： 24 日(水) 19：00 ミサ
25 日(木) 10：00 ミサ

① 10/5(日)西ブロック合同堅信式について
1)式次第の校正を行ないました｡
2)交流会の飲食物の売上及び経費等の清算か出店
ごとに行なう｡利益金は各小教区の献金に入れる。
3)堂内献金は広島の土砂災害の支援に寄付する。
② ミサ･ローテーション関連
1)池長大司教様が西ブロックに来られ、他の神父様
同様にミサ･ローテーションに加わって下さることに
なりました。(洲本教会に居住されます。)

※ 垂 水 ： 12/20(土) 垂水駅前キャロリング予定
北須磨 ： 12/21(日) キャロリング予定
③その他
中間決算監査について：今回は北須磨と垂水、明石と
洲本で相互監査を行なう。2 者間の相互監査は主旨か
らして望ましくないので、次回以降検討する。

2)待降節黙想会(共同回心式)
明 石 ： 12/7(日) 後藤進神父様
垂 水 ： 12/14(日) 梅崎神父様
北須磨 ： 12/21(日) 赤松神父様
洲 本 ： 11/30(日) 高橋聡神父様
3)2015 年四旬節黙想会(共同回心式)
明 石 ： 3/22 日) 池長大司教様
垂 水 ： 3/1 日)
池長大司教様
北須磨 ： 3/15(日) コリンズ神父様
洲 本 ： 3/8(日)
池長大司教様

明石教会

TEL

次回、西ブロック連絡会
12 月 21 日(日) 14:00～ 明石教会にて

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919

911-6330・FAX 913-6900

12 月 14 日(日) 評議会
12 月 21 日(日) 待降節黙想会
クリスマスキャロル in 名谷
12 月 23 日(祝) クリスマスキャロル in 西神
12 月 24 日(木) 降誕祭夜半ミサ 19:00
12 月 25 日(金) 降誕祭日中ミサ 10:00
1 月 1 日(木) 新年のミサ 10:00

12 月 7 日(日) 待降節黙想会
12 月 24 日(水) 19:30 クリスマス･キャロル
20：00 降誕祭夜半ミサ
12 月 25 日(木) 9:00 降誕祭日中ミサ
1 月 1 日(木)
9：00 新年のミサ
2 月 18 日(水)
19:30 灰の水曜日

垂水教会

TEL・FAX

707-4434
洲本教会

12 月 ７日(日) 評議会
12 月 20 日(土) 駅前キャロリング 18:00～
12 月 24 日(水) クリスマス･キャロル 19:30～
降誕祭夜半ミサ 20:00～
12 月 25 日(木) 降誕祭日中ミサ 11:00～
子供ミサ、クリスマス会 14:00～
1 月 1 日(木) 新年のミサ

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

TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664

12 月 24 日(水) 聖夜ミサ 19:00～
持ち寄りパーティ
12 月 25 日(木) 主の降誕ミサ 10:00～
1 月 1 日(木) 元旦ミサ 10:00～
1 月 17 日(土) 震災追悼ミサ(神戸中央教会)
1 月 18 日(日) タガログ語聖書勉強会
キリスト教一致祈祷会
洲本キリスト教会 14:00～
2 月 1 日(日) 評議会
2 月 3 日(火) 高山右近殉教ミサ(神戸文化ホール)
2 月 15 日(日) 信教の自由を守る日
淡路三原キリスト教伝道所 14:00～

7:30
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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 １，０００円/月）
☆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 （参加費 無料）
☆シスターのおはなし会 セントポール神戸２階
毎月第２土曜日 １４：００～１４：３０頃から～約１時間
絵本を読み聞かせながら、シスターのお話を聞く
新刊書
☆「マザーテレサ 来て、わたしの光になりなさい」
なにものにも負けず、常に前へ前へ生きたその裏側では、
苦悩のどん底をさまよい、無我夢中で書かれた手記の収集。
現代的聖人の想像を絶する程の感動的、真の内的生活から
生まれた著作である。
☆「サンタ.マリアの御像はどこ？」
江戸幕府が二百数十年の間、キリスト教禁制をしていたが、
明治維新後も当初この禁制をそのまま踏襲した。 こんな時
にプチジャン神父は、日本駐在教皇代理と日本教区長に任
命される。 旧信者や新しい信者への教理指導、迫害に苦し
む信徒たちの救済、将来の日本の教会を担う邦人司祭たち
の養成そのための資金の調達や信徒たちの救済のために
自国フランスをはじめヨーロッパの国々へ托鉢行脚まで行
う。 幕末から明治時代の二十年間のプチジャン神父の足取
りが書かれた単行本。
☆子供向の数多くの絵本も店頭に並べられています。
エキュメニカル活動

兵庫・生と死を考える会
☆月例会
日 時：12 月 21 日（日）13:30～15：00
講 師：山形謙二（神戸アドベンチスト病院院長）
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

第１３回クリスマスコンサート
12 月 14 日（日） 14：00 於：カトリック六甲教会 入場無料
皆様のご来場をお待ちしております。

カトリック六甲教会祈りと音楽の集いシリーズ vol.15
◇クリスマス音楽の集い 2014◇
日時： 12 月 23 日（火・祝） 14：00
於：カトリック六甲教会主聖堂 入場無料
クリスマス・キャロルを
ご一緒に楽しみましょう！
皆様のご来場をお待ち
しております。

クリスチャンセンター神戸バイブルハウス

☆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.67 号を参照ください。２０１５年１月６日は池長
大司教が担当されます。
☆２０１４年度クリスマスランチョン：１２月６日（土）に開催
☆シスター高木慶子の講演会「続『生きる』シリーズ」
２０１５年３月２８日（土）にシスター高木慶子の講演会「続『生
きる』シリーズ」があります。毎回６０から７０名の受講者がい
て、好評です。
☆市民クリスマス
１２月１９日（金）日本聖公会聖ミカエル教会で開催されます。
今年も、礼拝を中心に、キャロリングやキッズコーナー、ホッ
トタイムと超教派の若者の集いが計画されています。

編集後記
池長大司教様が洲本教会に移住されました。大司
教様におかれましては、１８年間大阪教区を導い
て頂き、本当にお疲れさまでした。その疲れを、海
が近く、山もあり、空気の美味しい洲本教会で癒し
て頂きたいと思っています。それに加え少し暗くな
りかけていた洲本教会が明るくなりました。(神に
感謝)追伸、淡路にお越しの際、主日の日、大司教
様のミサを受け、午後は、淡路の名所を巡られた
ら如何ですか？ （洲本教会 出嶋 重夫）

☆キリスト教一致祈祷会
２０１５年度は日本聖公会聖ミカエル教会で２０１５年１月１７
日（土）に実施されます。詳細は、後日、教区から送付される
資料をご覧ください。
☆阪神淡路大震災２０周年の鎮魂テレマンコンサート
２０１５年１月１７日（土）１５：００より、カトリック神戸中央教会
で日本テレマン教会による鎮魂コンサートがあります。入場
無料。クリスチャンセンター神戸バイブル・ハウスはこれを後
援しています。
＊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。９月１日よりホ
ームページのＵＲＬ（アドレス）が下記に変わります。
＊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://ｋｂｈ－ｂｉｂｌｅ．ｊｐ
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