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                                     神戸地区中ブロック 

ポポン エマニュエル 神父 

みなさん、改めて新年おめでとうございます。 

今年、年明け早々、世界中に大変な事件が立て続けに起きて

います。アフリカ、ヨーロッパ、中東アジアにおいて、人が

人を攻撃したり、殺したり、命の価値が安く思われるように

みえます。遠いところまで行かなくても、私たちの近くを見

ても恐ろしい出来事が発生しています。この世界は、この社

会は、私たちの置かれている現状です。逃げたくてもその現

状から逃げることはできません。教会が逃げ場になればいい

のに…と思っても、教会は逃げ場ではありません。 

人は危機に直面した時、不安になった現実から自分を守るために避難所を探します。そ

ういう時に宗教に向かう傾向があります。しかし、私たちはそうなってはなりません。な

ぜなら、キリスト教というのは、教えより、道である。キリストの道である。恐れや絶望

に襲われる時、私たちは隠れず、光と平和を求め続けます。そして、自己中心を退け、人

に仕える道を歩みます。なぜなら、イエスが示してくれた道だから。 

その道は時代を超え、私たちにまで広まっています。イエスは、暴力に囲まれても、そ

して自分を殺したい人に捕えられても、憎しみや恐れに負けず、いつもその敵のことを思

っていました。復讐より祝福を求めました。イエスが復活された時に、イエスがおくった

生き方が正しい生き方として表れました。その生き方は私たちの道となります。 

不安定になる社会の中に、私たちはすべての人の祝福を求めます。その社会の中に私た

ちはイエスの力を借りてイエスと同じ生き方を求めます。そうすれば、宗教の教えより、

私たち自身が、すべての人の兄弟になり、その兄弟たちのために逃げ場になります。そし

て暗闇にいる兄弟たちの光と平和になります。それは私たち自身の力でできることではな

いかもしれません。しかし、イエスの道を歩む者にイエスは自分の光、力と平和を与えま

す。人に仕えるのは、平和と光の存在になるのです。悩んでいる、苦しんでいる兄弟たち

のために、イエスの道を一緒に歩みましょう。その道は逃げ場ではありません。まことの

命の道なのです。 

皆さん、今年もいつもお互いに力になり、その道を歩むことができますように。 

 

 

2015 年 2 月号  64 号 

『ポポン・エマニュエル神父さまのプロフィール』 

誕生日：1979年 9月 20日    所属：パリ外国宣教会    出身：フランス 

 



      カトリック社会活動神戸センター 

  

 震災を機に設立された活動センターにとってこの20年は一瞬に駆け抜けた時のように感じています。

それほどに中身は色濃く、教会という枠に留まらず、無関心では居られない善意の人々との協働と、

何よりも震災という共通体験を通して支えて下さった神戸地区の存在が大きく両者は欠くことの出来

ない存続の要因として、震災の痛みを通して「新生計画」の一端を担い始めました。 

教区は大地震の翌々日、1.19には「現地救援本部」を旧中山手教会内に設置し松浦信行神父

を初代本部長に、松浦悟郎、村田稔、石井望、諏訪榮治郎の各師

が交代で本部長、センター長を歴任。全国

から集まったボランティアを中心に行われた多

岐に亘る活動は「素手組」と呼ばれた外国

人支援、避難所訪問や被災者のニーズに

対応する「避難所班」「ききとりたい」また野宿者への「日まわり・夜まわ

り班」が生まれ、近隣の乳幼児と高齢者のために「神の湯」と言う入浴提供などもありました。 

各地から寄せられた支援物資は、半壊状態にあった聖堂内や司祭館の地下などにストックし、

必要に応じて配布が行われました。また寝食を共にする多くの

ボランティアの健康管理や生活維持のため、食事作り専門

の「生活班」が置かれ、教区の内外を問わず手厚い支援を

頂きました。その後、「現地救

援本部」は震災1周年をもっ

て解散しましたが、山積する

問題は震災前より存在し、恒

常的支援の必要性から現在

の名称に変更して活動を継続

しています。 

瓦礫と化した非日常的な暮らしの中での困りごとは至る所にあり、解決を模索することに右往左往

する毎日でしたが、中でも近隣住民による教会敷地内での野宿者支援（炊き出し・シャワー・洗

濯・寛ぎの場提供ほか）への反発は多大で教会内部でもその在り方ついて議論が繰り返えされま

した。また教区司祭による検討会議等も開かれまし

たが、結果的には近隣住民の中から出た「人間の

最低限の必要さえも認めないと言うような態度は如

何なものか」と言う声に事態は一転し、ここ中山手で

は炊き出し以外の取り組みが可能となり現在に至っ

ています。また炊き出しは、教会建設のため下山手

集会所への移転以降、神戸市の小野浜公園で継

続されています。 

そして今、変化する社会の中に存在し続ける「谷間」に 

対して、新生の明日を求めながら福音の生き方を問う 

20年目を迎えています。 
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         神戸中央教会 米津 

１９９５年１月１７日、午前５時４６分、阪神淡路大震災発生。 

淡路島北西部の活断層のずれが原因とされる。マグネチュード７.２（推定）、淡路、神戸、芦屋、

西宮、宝塚などで火災を含む大きな被害が出る。道路の亀裂、陥没、ガス漏れ、火災により未明

のパニックとなる。電気、ガス、上下水道は止まる。電話専用回線不通、神戸港機能マヒとなる。 

 

自衛隊は震災発生後、２０分前後には、災害を把握、伊丹の普通科連隊、第３師団、姫路の大

３特科連隊は救難体制を取り、１回目午前６時過ぎから、電話や防災無線を使って兵庫県庁に連

絡するが通せず、２回目午前８時１０分に県庁とつながる。「大震災、災害本部設置」の声明をす

るが、自衛隊の派遣要請はない。当時の法律では、自衛隊が救助活動を行うには、都道府県知

事の「派遣要請」を受けることが原則とされていた。自衛隊３箇師団、約３万人が救援準備体制を

整えながら、県の要請がなく救援に向えなかった。自衛隊が次に連絡が取れたのは午前１０時で

あった。「大災害が起っている」と言う県庁側に、「この連絡を派遣要請と認識してよいか？」と自

衛隊司令が確認する。  

「お願いしますよ」が県の答えである。ただちに自衛隊３箇師団（約３万人推定）が午前１０時１５

分に救難開始、追って２箇師団、合計５箇師団（約５万人推定）が救難に当る。 

 

 １月１８日、米国クリントン元大統領と村山富市元首相の電話会談で、在日米軍の食糧、物資、

輸送などについて支援を受け入れる。１月２０日、時点で８１５回の余震があった。飲まず食わず

の中でこの余震は人々の不安を募らせる。被災した病院へ患者が殺到する。大阪府の民間から、

食料、衣類の援助が始まる。大阪府警のヘリが医薬品を届けてくる。医薬品は充分とはいえず、

麻酔無しで手術を受ける患者が多数出る。他府県からの救援物資が本格化されてくる。１月２２

日から復興に着手するが、通話不通による情報不足により混乱が続く。１月２４日時点で死者、兵

庫５，０９４名、大阪１１名、負傷者２６，２８４名、倒壊家屋５６，２４３コ。ボランティア志願者が殺到

する。救援物資の多くは、神戸市災害対策本部宛に送られてくる。市役所周辺の道路、歩道、駐

車場は物資の山となる。市街地の交通渋滞はひどくなる。物資は昼夜を問わず到着し、物資の集

配は想像を絶する重労働であったという。災害弱者への対応は行き届かず、身体障害者にとって

は大変な苦痛となった。外国人の死亡者はブラジル、ベトナム、フィリピン、中国など１０ヶ国で１７

３名にのぼった。遺体安置所に定められた所が１１２ヶ所、主に学校、体育館、区民ホールなど。 

遺体を納める棺が全く足りず難渋極める。神戸市内だけで一日最大１５０体を火葬する日が続出

する。発生した火災は１７５件を数えた。使用された消防車９９台、救急車２７台、ヘリコプター２機、

消防艇２艇。県庁内はガラス割れ、室内の大混乱、神戸市役所も半倒壊となっていた。１月２４日、

電気復旧、２月２８日上水道復旧、４月１日、ＪＲ東海道全線開通、４月８日、新幹線開通、４月１１

日ガス全面復旧、４月３０日神戸港荷役体制開始、一瞬にして、３０万人前後の避難者を出した。

この震災で仮設住宅の確保も緊急の課題となった。 

住民は元住んでいた所を望むが、仮設住宅は郊外へ建てられていった。仮設住宅も「狭い」、
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「隣の声、音がつつ抜け」、「寒い」、「ひさしがない」、「コンセントが足りない」などの苦情が出る。 

 

人々の求めていたものの、一つは情報であった。余震が続く中、「建物の中に、このまま居ても

いいのか？」、「家族の者達は？」、「どこで食料が手に入るか？」、「開いている銭湯はどこか？」

など、食料、物資不足を経験した県と市は、コープ神戸を始め県内業者と「緊急時の生活物資確

保協定」をこの後結ぶことになる。消防士、警察官、市県職員、自衛隊員、そして一般市民も救助

活動を行う。崖崩れも至る所で起きていた。生き埋めとなった人も多く出たが、倒壊物にはばまれ

救助ははかどらなかった。 

学校、体育館、区民ホールへ避難すると、風邪がうつったり、睡眠不足の人々が出る。いつも人

の目にさらされた中で生活していると、精神的苦痛を感じる人々が出る。震災により、何もかもなく

なった人々の虚脱感から体調を崩していく人々が後をたたない。 

公私共の支援をもとに復興に向けて動き出した。子供のケアー、老人介護、将来の防災について

の勉強会が各地で開かれるようになる。公営住宅に入居出来た高齢者に、孤立という問題が起る。

その人達の心のケアー、認知症の人を病院へ連れて行こうとする人、多くの人達が助け合いに加

わっていった。少しずつ日が過ぎていく。長田の避難所では、老人達、在日コリアンの老人達に字

が読めない、書けないゆえの苦しみがあった。区役所などへ手続きが出来ない多くの老人もいた。 

この人達のために読み書き教室が立ち上げられていった。 

震災後、サッカーや各種アスリートの人達が神戸へ励ましにやってきた。このアスリート達の声

援も、被災者達の心を温め、勇気と希望を与えていった。消防署員、警察官、地域住民、その他

の都市からかけつけてきてくれたボランティアの人達、政府、県、市、そして陸、海、空の自衛隊員

などのさまざまな支援があって、被災した地域は立ち上がり、復興を果たした。 今では東日本大

震災の大津波にあった被災者達を県市の公営住宅に受け入れている。 

被災総額は９兆２千億円超、義援金は１，６９６億９，７００万円にのぼった。 

この義援金の配分を１次、２月６日～４月２１日、２次、５月２３日～６月９日、３次、６月下旬～７月

１０日と順次進められていった。（参考文献：朝日、毎日新聞記事、阪神.淡路大震災 被災地”神

戸”の記録 1.17神戸の教訓を伝える会編者） 
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｢神のしもべ ユスト高山右近 帰天 400年記念ミサ｣ 
                           2015 年 2 月３日(火)13：30 神戸文化ホール 

司式：ペトロ岡田武夫 東京大司教(日本カトリック司教協議会会長) 

臨席：Luis Antonio Tagle 枢機卿(マニラ大司教) Joseph Chennoth 大司教(駐日教皇大使) 

 

高槻についで明石でも船上城主であった高山右近は徳川家康のキリシタン禁令によりフィリピンのマニラ

に国外追放され、1615 年 2 月３日マニラで亡くなりました。帰天 400 年を記念して神戸文化ホールでイベン

トおよびミサが催されました。2000 人収容の大ホールがほぼ満席になりました。  

 

 川邨裕明神父様が開会を宣言し、続

いて、サックスの演奏を挟みながら男

性ボーカルの信仰心が伝わる歌を鑑賞

しました。大塚喜直司教様は右近の列

福が近々、承認される可能性が高いこ

とを語られました。その後、DVD ユス

ト高山右近列聖へ向けて「揺るぎなき

信仰に根ざした生涯｣が上映されまし

た。 

 

 

 

休憩後、ミサが岡田武夫東京大司教様の司式で行われました。ミトラをかぶった 21 名の司教団がゆったり

と入場し司祭団とともに壇上に着席しました。右近が国外追放された地フィリピンの方たちも多数参加され、

聖書朗読や共同祈願を英語でされました。 

 

 溝部修司教様が説教を担当され、｢右近の時代の

日本ではイグナチオの霊操が広まり、聖書の中の

マリアやイエスの近くに身を置き祈ることが一般

信徒に勧められました。｢組｣という信仰共同体が

形成され、右近はその頭目でした。右近はみこと

ばの黙想を日々の支えとして殉教の道を歩みまし

た。右近の列福運動は日本の教会の刷新となるた

めのものです。現代に生きる私たちも右近に学び 

みことばを深く黙想し、祈り、自分の歩むよすが

といたしましょう｣と話されました。 

 

 駐日教皇大使ジョゼフ・チェノットゥ大司教様

はお言葉の中で｢阪神淡路大震災｣の被災者の痛み

に共鳴されました。このお二人に花束と記念品が送られました。また、フィリピンの台風災害復興支援のため

の献金目録を枢機卿様にお捧げしました。 

 

 最後に、トマス・アクィナス前田万葉大司教様から挨拶があり｢うこんきや フィリピン ジャパン 結ぶミ

サ｣また、当日は節分でもあり「うこんきや ジャパン 福結び」とも詠まれました。尚、会場の準備、運営を｢右

近クラブ｣のメンバーと各小教区のボランティアが担当しました。右近グッズも販売されました。日本のキリ

スト教の礎を築かれた右近殿のまっすぐな信仰を称えるとともに、列福を祈願します。       

 右近クラブ 藤田祐子(明石教会)  

【司教･司祭団 中央は司式をされる岡田武夫大司教】 

【ロビーに集まったスタッフの皆さん】 
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2015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 4日（日）14：00時 ～15：09 場 所：カトリック垂水教会 

出席者：春名地区長、内橋議長、氏家副議長、田中副議長、各小教区代表者１９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 

みなさん新年あけましておめでとうございます。いよいよわたしの任期も 5月までとなりました。

やっと終わりかなと感慨に浸っております。今年当地区にとっては、非常に大きな締めの年に

なります。震災から20年の節目となり、今年1年はこれまでの取り組みを振り返りながら、今後

どのように構築して取り組んで行くのか、しっかりと見出せる 1 年にして行けたらと思っていま

す。 

３．議 題 

◎審議事項 

・新生 20周年開幕ミサについて 

１月１１日(日)14 時からサクラファミリアで、前田大司教様の司式でミサが行われます。この

１年をかけて、これまで２０年間取り組んできた新生計画についてのふり返りそして今後に

生かして行くためのそういった開幕のミサが行われますので一人でも多くの方に参加を呼

びかけてください。神戸地区より１名５枚の絵の前に立つ方をお願いします。 

・セントポールの件について 

女子パウロ会のシスターたち話し合いを持ちました。次回の地区評をセントポールで行うと

いうことで、そこで申し合わせ書を出すようにしたいとのことです。 

・養成委員会よりの事項について 

地区養成チーム第一次推薦は委員会規約に基づき、ブラッドリー・ロザイロ神父(東ブロッ

ク)、藤原さん(六甲)、山野さん(神戸中央)、平尾さん(北須磨)、谷中さん(垂水)、高尾さん

(明石)の６名を地区養成チームメンバーに推薦します。尚、修道者、現委員以外、女性等の

メンバーについては引き続き検討し、追加推薦することといたします。(残り推薦枠４名) 

オブザーバー参加については、担当司祭並びに役員が適当と認める者を委員会の各種会

合にオブザーバーとして参加させることができることとする。 

上記２点について、承認されました。 

・予算案について 

予備費が 200,000円⇒75,000円に修正となる予算案について承認された。 

◎提案事項 

・阪神・淡路震震災追悼ミサについて 

神戸中央教会にて 11 時から震災追悼ミサが行われます。司式は前田大司教様です。また、

15時から、同教会でテレマンコンサート（入場無料）が行われます。神戸地区４ブロックに共

同祈願依頼がきており東ブロック：六甲、中ブロック：鈴蘭台、西ブロック：明石、北ブロック：

三田と決まりました。当日よろしくお願い致します。 

◎報告事項 

・洲本教会の聖堂改築に至る現状報告がなされた。詳細は月報１月号参照願います。    

今後信徒間の一致を図るため臨時信徒総会(1/11)を開き意見を収集し。第２回建築委員
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会(1/23)を開催し洲本教会としての出来ることなどを詰めて行きます。 

４．ブロックの活動報告 

西ブロック：昨年(⒑/5)行われた合同堅信式の報告として、北須磨教会から「西ブロック合同堅

信式」のメモが配布された。この中で「合同堅信式の取り組みには全体を把握する

長が必要」、「初めに担当組織を４教会で立ち上げることが必要」等の提案があり、

今後は実行委員会を立ち上げてはどうかの意見が出た。 

   2015年 四旬節・待降節 黙想会(共同回心式)等の日程が発表された。 

中ブロック：1月 18日（日）15：30から堅信式打ち合わせ。 

北ブロック：12月 7日（日）14～16時、エキメニュカル三田クリスマスの集いを開催。ケーナ演奏

と聖書物語劇、丹波水害、NPO知的障害者支援。 

東ブロック：5月 24日東ブロック合同堅信式の準備を共同で行っていく。 

次回地区評議会：2015年 4月 12日（日）14時 ～ セントポール 

 

 

 

養成委員会 

・養成委員会活動について(１２月７日の委員会より) 

基礎コース、聖体コースのふり返り…アンケート結果はおおむね好評だった。台風等非常

時の開催ルールを事前に検討する必要がある。知識の伝授だけでなく黙想や識別に関し

ても養成を行う必要がある。 

コース修了後の処理について…基礎コース、聖体コース個別の修了証を地区長名で出す。

昨年の病者訪問コース等を修了し条件の整った方には司教名の修了証発行を依頼する。

洲本からの参加がなかったが、出前が必要か要望を聞きながら実施を検討する。 

尚、2014年度の予算執行状況と 2015年度の活動予定並びに予算について承認された。 

・アジアの教会シリーズ 

テーマ：フィリピンの教会 

講師：Frアマド(ビンセンシオ会) 

場所：神戸中央教会 

日時：2015年２月１１日(水・祝)１３：００～(１５時からミサ) 

本日配布したポスターを掲示し、多数参加いただくよう呼びかけてください。 

尚、申し込み及び参加費は、不要です。(フィリピンの方々の参加を歓迎します) 

・修了証発行と交付について 

地区長名の修了証 92枚に捺印を戴き 12/23日付けで発行した。大司教名 8枚について教

区事務局に申請し 12/24 日付けで交付を受けた。(六甲 1、兵庫１、北須磨 1、垂水 3、明石

2⇒小教区で病者訪問に任命可)  本日(1/4)配布するので、各教会養成委員に渡してい

ただき、司牧チームから手渡してください。 

社会活動委員会 

・チャリティーコンサート報告 

募金額は、約１３万円あり、須磨夜回り支援と活動センターで折半しました。又、南相馬支

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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援として集まったお金は、支援活動されているマリアの宣教師フランシスコ修道会シスター

佐々木を通して毎月送っている傾聴コーナー用のお菓子や生活用品の購入費用としてプ

ール致しました。 

・静修会の活動は、３月７日(土)11時～場所は、明石教会。指導司祭は、高山神父様で 

 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。 

・神戸活動センター越年越冬支援のお知らせ…2014年 12月 28日～2015年 1月 5日で 

 カトリックの担当は、１日と５日で場所は東遊園地、時間は 10 時～15 時半で生活相談、法

律相談、医療相談、散髪などを行っている。 

・須磨夜回り会では、２名の方が亡くなり、減ってゆくばかりで増えることはない。 

・船員司牧については、住吉教会から手編みの帽子(外国の船員さん用)を戴き、Sｒ前田を通

して１１月末より船員たちに配布している。 

・福島仮設支援については、毎月５千円のお菓子支援を継続している。 

広報委員会 

「つながり」６４号(2015年 2月 15日発行予定)について 

・内容：①巻頭言・エマニエル・ポポン神父様 

②１・１７関連行事報告 

③ふくしま通信 

④「高山右近殉教４００年記念ミサ」報告 

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：1月 25日(日)締切日厳守！ 

・印刷日：2月 14日（土）六甲教会 ９：００～ 印刷部数：１５００部 
 
 

 

 

 

実施日  ：6月中の日曜日を挟む三日間（基本的には日～火） 

募集人数：29人（神戸⇒福島は飛行機、現地10人乗り或は29人乗りのレンタカーで移動のため） 

人数が少なくても実施予定。 

参加費  ：昨年同等の 4万円程度を予定。ただし、レンタカー料金により変動します。 

宿泊    ：仮設内の宿泊は基本的にできませんが、1 月 5 日の近況報告（リーダー篠木さん）で、

近くの仮設住宅での宿泊を交渉中です。 

参加申込：3月末までに、社会活動委員の中村までお願いします。 

Tel＆Fax＝079-550-5010 または E メール＝masatonakamura076@gmail.com 

・行先である三春町の仮設は、被災した葛尾村全体、８０所帯の方が避難していますが、男

性が少なく仮設住宅の補修、営繕（エアコンフィルター交換、電燈の交換や仮設周りの草刈

り等）に人手が足りないとの昨年の訪問リーダー（篠木さん）の言葉を受け本計画を考えま

した。 

・今回の「福島心の架け橋ツアー」は仮設内での作業以外に、未だ復興が進まない福島の状

況視察もメニューに取り入れたいと考えています。（昨年訪問中広範囲に道路が規制され

ており、今回も遠回りによる迂回が考えられますので、時間的に近隣に限られる可能性大） 

・以上から男性の積極的な参加をお待ちしています。 

2015年度「福島心の架け橋ツアー」第二弾のご案内 

 



 北 ブ ロ ッ ク  

■ 三田教会  ☎ 079-562-4404  fax 562-9404 

北ブロックの活動より 

（1） 1 月 11（日） 「成人のお祝ミサ」 新成人１名の参加があり

中川神父から祝福。ミサ後、「成人のお祝い」と「新年あいさ

つ会」 

（2） 四旬節から復活祭までの取り組みについて・・黙想会、十

字架の道行、ゆるしの秘跡、祈りの花束の奉納等。 

（3） 2015 年度の教会年間テーマを「祈りと交わり」、サブテーマ

を「ていねいに生きる」とする事に決定。 

（4） 2015 年度の各委員会等の活動目標、活動計画・予算並び

に年間行事予定について話し合う。 

2月18日（水） 7：30・19：00  灰の水曜日ミサ 

22日（日） ミサ後「灰」の塗布、ゆるしの秘跡 

3月22日（日） 9：30  四旬節黙想会 

指導： 松本 信愛神父 ミサ後ゆるしの秘跡 

28日（土） 10：00 中高生・教会学校黙想会 

指導： ブラッドリー神父 

29日（日） 9；30受難（枝）主日ミサ後ゆるしの秘跡 

4月 2日（木） 19：00 聖木曜日 主の晩さんミサ 

3日（金） 19：00 聖金曜日 主の受難祭儀 

4日（土） 19：00 聖土曜日 復活徹夜祭ミサ・後 

お祝い茶話会 

5日（日） 9：30 復活の主日ミサ・後 お祝い会 

東 ブ ロ ッ ク 

■神戸中央教会  ☎ 078-2214682  fax 221-4684 

日本語ミサ ９：３０～  英語ミサ １１：１５～ 

２月１８日（水） 灰の水曜日ミサ ６：４５～ 日本語、 

１９：００～ 英語 

「テゼの祈りの集い」毎月第３金曜日 １９：３０～ 於小聖堂  

「大いに語ろう会」毎月第４土曜日  １８：００～会費500円 

５月２４日（日） 東ブロック合同堅信式があります。 

中学生以上で該当される方は神戸中央教会事務所へお知

らせ下さい。 

■六甲教会  ☎ 078-851-2846  fax 851-9023 

2月18日(水)  灰の水曜日 ミサ 7：00・10：00・19：00 

   22日(日)  「祈りと音楽の集い」 14：00 

― 四旬節の祈りー  ご来場、お待ちしております。 

   27日(金)  十字架の道行 10：00 

            ※結婚準備セミナー：2月1/8/15/22日 

（4回で 1コース。いずれも日曜14時より） 

3月  6日(金)  初金ミサ 7：00・10：00  十字架の道行 

    8日(日)  春の墓参  （10時ミサ後） 

   13日(金)  十字架の道行  10：00    

20日(金)  十字架の道行  10：00  

   27日(金)  十字架の道行  10：00 

   29日(日）  枝の主日 

４月 2日(木)  聖木曜 主の晩餐 ミサ   19：00 

3日(金)  聖金曜 主の受難 祭儀  19：00 

４日(土)  聖土曜 復活徹夜祭 ミサ 19：00 

5日(日)  復活の主日 ミサ  7：30  10：00         ９ 

■ 住吉教会 ☎ 078-851-2756  fax 842-3380 

2月  1日（日） ９：３０ ミサ後典礼のお話。 

後 聖パウロ三木お祝い（ぜんざい） 

7日（土） 炊き出し １４：００ 教会学校 

15日（日） ９：３０  ミサ後 救急蘇生講習会 

18日（水） １９：００ 灰の水曜日ミサ 

21日（土） １４：００ 教会学校 

3月 １日 (日) 黙想会 ゆるしの秘跡  松浦信行神父 

７日（土） 炊き出し １４：００ 教会学校 

2１日（土） １４：００ 教会学校 終業式 

2９日（日） 受難（枝）主日ミサ  大掃除 

4月  ２日（木） １９：００ 聖木曜日 主の晩餐ミサ 

        3日（金） １９：００ 聖金曜日 主の受難祭儀 

        4日（土） １９：００ 聖土曜日 復活徹夜祭ミサ 

        5日（日）  ９：３０ 復活の主日ミサ 初聖体 

ミサ後お祝い会 

        8日（土） １４：００ 教会学校始業式 

 

東ブロック連絡会議事録抜粋 

日時：2015年2月8日、13：30～15：00 

場所：カトリック神戸中央教会、集会室４ 

出席者：住吉教会：氏家、南宇木 

六甲教会：飯塚、小林、堤 

神戸中央：渡邊、山野、濱本 

司祭：ブラッドリー神父 

１．東ブロック合同堅信式に関して 

◍日時：2015年５月24日 10時 バイリンガル・ミサ 

 ◍場所：神戸中央教会 

 ◍主司式者：前田万葉 大阪大司教 

 ◍受堅予定人数：六甲未定、住吉4人、神戸中央6人、 

兵庫1人、英語グループは 5～6人？ 

  ◍式典長：ブラッドリー神父 

  ◍東ブロック堅信実行作業チーム 

     住吉：南浮、  六甲：河野、  神戸中央：山野（和）、濱本 

 ◍ブラッドリー神父より 

  ☆ 受堅者に代父母（重要）の事を早く話し、5月23日リハー 

サル時に代父母の参加を強く希望する。 

  ☆ ゆるしの秘跡も重要。堅信式前に各小教区でゆるしの秘 

跡を受ける事。リハーサル直後も可能。 

  ☆ 堅信の秘跡後のフォロー・アップが大切。堅信後、教会 

へ来なくなるケースの無い様に各小教区で考える事。 

◍住吉と神戸中央の合同準備勉強会予定表を配布した。 

◍適当な時期に、合同堅信式の振り返りを行い、その結果を

9月の東ブロック連絡会議に報告する。 

２．地区大会に関して 

   実行委員会典礼部会議事録の説明、報告が住吉の氏家議

長よりあった。 

３．その他 

  次回のブロック連絡会議までに、六甲教会は役員の交代予

定。住吉、神戸中央は現下のところ変更予定なし。 

●次回の東ブロック連絡会議は、9月13日六甲教会の予定。 
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震災 20年イベント「現在・過去・未来 ～たかとり 20年～」に参加して 

 1月 16日、17日、18日の 3日間に亘って震災 20年のイベントが行われました。 

16日は「現在」ということでたかとりコミュニティセンターの各セクションの人達と以前に関わってく

ださったボランティア総勢 60 人が集って夕食を共にしました。再会・出会いがあり 4 時間があっという

間に過ぎ去りました。 

17 日は早朝 5 時まえから「1.17 追悼と新生の祈り」に人が集まりはじめ、灯りをともしたカップロー

ソクを持って聖堂はいっぱいになりました。「ごらんよ 空の鳥」を歌い、ルカの福音書が読まれ、「いの

り追悼と新生－宗教者による神戸メッセージ」の前半が読まれ、５時 46 分ホラ貝の鳴り響くなか黙祷を

捧げました。その後、地域で追悼を済ませた方々も来てくださり３５０人以上の焼香が般若心経が唱えら

れる中続きました。毎年のように全日本仏教青年会のお坊さんが３０人ほど参加されます。松浦補佐司教

様をはじめ・神田神父様・エマニュエル神父様・パウロ神父様とザべリオ会の神父様・吉岡神父様・ミケ

ランジェロ神父様・瀬川神父様、１０数名の神父様が「サルベルジーナ」を歌われ、「主の祈り」を共に

しました。全日本仏教青年会理事長のごあいさつで「阪神淡路大震災がなければこのように共に祈りをさ

さげることはなかったでしょう」と言われたことが印象的でした。 

 18日の「未来」では兵庫教会と合同のミサを行い建築家坂茂様・南木曽の皆さんも参加されました。説

教で神田神父様は「当初、報道で、地震で倒れもせず、燃えもしなかったキリスト像が火を止め奇跡を起

こした、といわれることを否定していましたが、今ではキリストが腕を広げて『みんないらっしゃい』と

招いておられることで奇跡を起こされたように思えています。」と言われていました。 

イベントでは４００人以上の人々で盛り上がりました。最後にみんなで「花は咲く」の替え歌(たかとり

バージョン)を歌い２１年目の出発を宣言しました。           たかとり教会 鈴木迪子 

 

2015年 1月度中ブロック協議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

大会当日のミサは歌ミサ。 

③ 2015年 1月から復活祭までの各教会予定 

黙想会は鈴蘭台 2月 22日エマニュエル神父、

兵庫 3月 8日ブラッドリー神父、 

たかとり 2月 22日春名神父。 

④ 葬儀会場を借りた場合の費用について 

⑤2014年 9月 28日「国際協力の日」の反省  

【シスター木梨より】今年は奉献者の年。召命

を考え、育てていく使命が私たちにある。宣

教のための使命を各自で意識し、みんなで司

祭を育てていきましょう。 

【エマニュエル神父様より】毎月第一週の月、

火、水の 3 日間はエマニュエル神父さまは休

みの日となります。朝ミサはありません。 

【春名神父様より】１月からは基本的に日曜日

のミサはすべて中ブロックに来ます。 

次回 3月 15日(日) 鈴蘭台教会 14：00～ 

 

日時：2015年 1月 18日(日)15：30～ 

場所：たかとり教会 

出席者：エマニュエル神父、春名神父 シスター

木梨 鈴蘭台 2人 兵庫 2人 たかとり 2人 

【報告】 

① エマニュエル神父さま 春名神父さまの中

ブロック合同歓迎会が 2014 年 10 月 19 日に

たかとり教会で行われた。 

② 中ブロック会計監査…10 月 12 日→鈴蘭台・

兵庫、10月 19日→たかとり 無事終了した。 

【議 題】 

①  合同堅信式について…次回の中ブロック協

議会から検討。それまでに各教会の堅信の対

象者のリストアップ。5年生(今年 4月の時点

で)以上。 

②  2015 年 神戸地区大会について…1 月 31 日

六甲学院へ下見。地区大会の予算決定。  
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西ブロック４教会連絡会 報告  

日  時：12 月 21 日(日) 14：00～15：30 明石教会 

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．洲本教会の聖堂改築に向けて― 

洲本教会の出嶋氏より報告 

10 年前の水害､2013 年 4 月 14 日の震度 6 の地震､ 

今年 8 月 10 日に近畿圏を直撃した台風 13 号の暴 

風等により教会の内壁と外壁の亀裂､聖堂内の柱全  

体が腐食していることが判明。築後 57 年が経過し 

ていることもあり今後､震度 5～6 の地震が起きる 

聖堂全体が倒壊するおそれがあります。建設委員 

会を立ち上げ､12 月 13 日(土)に第 1 回委員会を開 

きます｡将来を考えた場合､新築する方がよいとの 

結論になりました。問題点は  

①聖堂の規模(収容人数) 

②費用はどれぐらいかかるか 

③資金の調達はどうするか 

 

具体的な数字を出して､各小教区に､寄付のお願い 
をします。 
 
 
 
 

 
 
   

 
  
                     

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
 
2月 18日(水) 灰の水曜日 19：00～ 
2月 20日(金) 十字架の道行 13:00～3月 27日（金） 
3月 22日(日) 四旬節黙想会 指導：コリンズ神父 
3月 29日(日) 受難の主日 9:00～ 
4月 2日(木) 聖木曜日 19:00～ 
4月 3日(金) 聖金曜日 19:00～ 
4月 4日(土) 復活徹夜祭 19:00～ 
4月 5日(日) 復活の主日 10:00～ 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
2月18日(水) 灰の水曜日 司式:池長大司教 
3月1日(日)  評議会 
3月8日(日)   黙想会 指導:池長大司教 
3月15日(日)聖書勉強会(アマド神父･タカログ語) 
3月29日(日) 枝の主日 司式:高橋神父 
4月2日(木) 聖木曜日19:00～ 司式:池長大司教 
4月3日(金) 聖金曜日19:00～    々 
4月4日(土) 復活徹夜祭19:00～   々 
4月5日(日) 復活の主日       々 
                    (持ち寄りパーティ) 
4月19日(日)聖書勉強会(アマド神父･タカログ語) 
 
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 
 
2月 18日(水)  灰の水曜日 19：30～ 
3月 22日(日)  四旬節黙想会 
              指導：池長潤大司教様   
3月 29日(日)   受難の主日 9:00～ 
4月 2日(木)   聖木曜日 19:30～ 
4月 3日(金)   聖金曜日 19:30～ 
4月 4日(土)   復活徹夜祭 19:30～ 交歓会 
4月 5日(日)   復活の主日 9:30～  交歓会 

        
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 

2月 8日 (日) 評議会 13：00～ 

2月 15日(日) ミサ後 講話（松浦神父様） 

       明舞南地区の集い 

2月 18日(水) 灰の水曜日 10：00～ 高橋神父様 
2月 22日(日) 洗礼志願式 地区委員会   
2月 28日(土)  運営委員会 10：30～ 
3月 1日 (日) 共同回心式 （池永大司教様） 
3月 8日 (日)  評議会 12：45～ 
3月 15日(日)  明舞北地区の集い 
4月 2日 (木) 聖木曜日 19:00～ 高橋神父様 
4月 3日 (金) 聖金曜日 15:00～ 高橋神父様 
4月 4日 (土) 復活徹夜祭 19:00～ 高橋神父様 
4月 5日 (日) 復活の主日 11:00～ 高橋神父様 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．合同堅信式 2014 年 10 月 5 日(日)の報告 

北須磨教会から｢西ブロック合同堅信式｣の後日のメ 

モが配布されました。この中で｢合同堅信式の取り組 

みには全体を把握する長が必要｣｢初めに担当組織を 

4 教会で立ち上げることが必要｣等の提案があり､今 

後は実行委員会を立ち上げてはどうかの意見が出ま 

した。 

 

3．四旬節･待降節 黙想会(共同回心式)日程 
 

四旬節黙想会           待降節黙想会 
 

垂  水 3/1  池長大司教      垂 水  11/29 
洲  本 3/8  池長大司教      北須磨 12/6 
北須磨 3/15 コリンズ神父      洲 本  12/13 
明  石 3/22 池長大司教      明 石  12/20 
 
次回、西ブロック連絡会 
2 月 15 日(日) 14:00～ 北須磨教会 
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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１・第３金曜日 １９：００～２０：３０ 担当：こいずみ ゆり 

   福音の喜びを生きる （参加費無料） 

・第２・第４金曜日 １９：００～２０：３０ 講師： 吉村信夫 

   （資料代費用 1,000/月） 

☆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 

☆グレゴリアン チャントの会（男性のみ） 

  毎月第２・第４月曜日 １９：００～２０：３０ 

新刊書 

☆「リジューのテレーズ」 ３６５の言葉 

テレーズの短い人生の中で、残された言葉が四季の花々の

ように光をあび、輝いています。 愛、信頼、委託、喜びの言

葉集。 

☆来住英俊（きしひでとし）著「目からうろこ」シリーズ 

「十字架の道行」、「十字架の道行の再発見」、「福音書の中

にイエスを「見る」祈り」、「レクチオ.ディヴィナ入門」、「ゆるし

の秘跡」、など 

☆子供向絵本 

「幸福の王子」、「むらさきの色の滝」、「こども聖書」、「ちいさ

なてんしたち」、「せいしょからの１０のおはなし」など多数  

置かれています。 

 

静修会のご案内  テーマ 『キリストの僕(しもべ)の姿』 
フランシスコ教皇は昨年 12月にローマ教皇庁で働く枢機卿、司教らに

「バチカンの 15の病」について指摘されました。 

ある意味で教皇が私たちにも訴えていることで、私たちもその教訓を

学び、反省、振り返るチャンスとなればと思います。 

日時： 2015年 3月 7日（土） 11：00～16：00 

場所： カトリック明石教会 （JR明石駅・山陽明石駅より徒歩 10分） 

指導： 高山 親 神父（社会活動委員会 担当司祭） 

申し込み：社会活動委員会事務局（FAX 078-221-4733） 

締切：2014年 3月 1日（日） 

主催：神戸地区社会活動委員会 

 

祈りと音楽の集い ～四旬節の祈り～ 
  日時： 2 月 22 日（日） 14：00より 

   於：カトリック六甲教会主聖堂  入場無料  

今回はソプラノの浅野純加さんと、香里教会の谷崎加奈さんの二重

唱とオルガン曲で、四旬節祈りのコンサートです。皆様のご来場をお

待ちしております。 

 

ソプラノ : 谷崎加奈 / 浅野純加 

オルガン : 三浦優子 / 松井公子 

J. S. バッハ  

☆ プレリュード ハ短調 BWV546 

☆ オルガン小曲集より BWV618~622 四旬節の賛美歌 

フランソワ・クープラン  

☆ オルガン・ミサより 

☆ ルソン・ド・テネブレ（エレミアの哀歌）より 第３の朗読 

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 

☆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．６８号を参照ください。 

☆第７４回聖書セミナー 

３月５日から４月２日までの毎週木曜日 １４：００～１６：００ 

テーマ：「預言者エゼキエルの祭司性」、講師：北村徹氏（同

志社大学講師）。参加費、問い合わせはニューズレターＮｏ．

６８号を参照ください。 

☆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。今回のテーマは 「生きる力を発

揮 － ２０１５年 ～阪神淡路大震災から２０年～」 

毎回好評に付き、事前予約されることをお勧めします。参加

費：1,000 円（事前予約）、1,200 円（当日）、500 円（大学生以

下）。詳細はニューズレターＮｏ．６８号を参照。 

☆テレマンコンサート 

５月１０日 １４：３０開場、１５：００開演。詳細プログラムは、

チラシが完成次第、教会宛、送付します。入場料：2200 円

（前売り）、3000 円（当日）、1500円（大学生以下） 

☆ポーランド巡礼１０日間（列聖されたヨハネ・パウロⅡ世のふ

るさとへ）：５月１１日～２０日 

団長：池長潤大司教、副団長：中村豊（日本聖公会神戸教

区主教）募集人員 ：８０名。旅行代金：222,000 円（２人１室

の場合、友の会会員以外は 232,000 円、燃油サーチャージ

および空港諸税が加算されます）。ワルシャワ４泊、クラコフ

３泊とゆったりしたバス旅行です。早めに申し込みください。 

＊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://ｋｂｈ－ｂｉｂｌｅ．ｊｐ 

編集後記  

１月１７日、あの阪神・淡路大震災から２０年の節

目の年を迎えました。震災の記憶を風化させない

よう後世に伝えましょう。「つながり」の発行が年６

回から４回に変更になりますが、タイムリーな情報

誌になるように努めていきたいと思いますので、今

後ともよろしくお願いいたします。豊かで平和な年

でありますように・・・。（三田教会 仲 孝之介） 

ｶﾄﾘｯｸ 神戸地区だより つながり 
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