
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 5 月 65 号 

住吉教会 氏家友三 

十 主の平和 神戸地区評議会議長を拝

命しました住吉教会の氏家（うじけ）です。 

私はおおまかな性格で、田中鈴蘭台評議

会議長（地区評議会副議長）にアドバイス

を戴かないと大事なことが一杯抜けているといった状態

で、地区評議会議長経験者の先輩方に相談を重ねながら、

５月の新地区長御就任を心待ちにしております。 

 ２年前、住吉教会評議会議長に再び就く前の自由な 4

年間は、関係誌に趣味の「最近のアジア 映画」を寄稿し

たり、ニチイ学館に通って娘と同世代の人たちとともに

学び、技能審査試験を受けて医療事務や関係資格の勉強

で至福の時を過ごしていました(つぶやき)。 

２年前から再び地区評議会に入り、今日の事態に至り

ます。 

本題に戻り、今年度の神戸地区の重点事項を、私なり

に述べさせていただきます。 

１ 新生２０周年の振り返り(附記：住吉教会は創立 8 

周年)、詳しくは住吉教会ホームページ 

http://www.sumiyoshi.catholic.ne.jpをご覧下さい。 

  教区指導司祭 松浦 謙神父様に神戸地区評議会 

でご説明戴き、住吉教会では評議会 の検討、小教区

総会での説明、資料配布、お祈りリーフレットの活

用、「すみよし」誌 に「新生２０周年振り返り」ガ

イド及び寄稿の掲載等を重ね、この 1 年間小教区、

ブロック、地区の各グループで振り返りを重ねて行

きたいと考えております。 

 

２ 洲本教会建築支援 

  神戸地区大会のミサ献金を洲本教会建築支援募金と

することが、地区大会実行委員会の提案で、地区評議

会で決定され、今後、神戸地区各小教区で募金を展開

することが急務となっております。私たちも次世代と

ともに、多文化が共生する共同体に与り、洲本教会を

いろいろな形で支援して行きたいと思っております。

私の所属する住吉教会評議会では、今年のふれあいバ

ザー（１１月）の収益金を洲本教会支援に役立てたい

との意思で、検討を開始しております。皆様のご協力

をどうぞよろしく御願い申し上げます。 

 

３ 神戸地区平和旬間行事（８月８日午後、神戸中央教会）

の準備、実施 

《ふっこうのかけ橋》事業支援、募金協力、行事実施

協力 

  昨年は台風襲来により、神戸合同キャンプが中止にな

り、かつ神戸地区平和旬間行事が中止になり、「戦争

体験を語る」貴重なパネルディスカッションが中止に

なり、残念な思いで一杯でした。一方、福島の子供た

ちとスタッフは住吉教会２階和室に宿泊いただき、と

もに主日ミサに与り、被昇天前の大掃除を一緒に行い

ました。今年も平和旬間行事は各地区開催となること

が教区打ち合わせで決まりました。 神戸中央教会の

会場をお借りし、プログラムの中身についてこれから

皆様の アドバイス、ご意見、ご支援を戴き、実現し

て行きたいと考えております。 

それでは今後共どうぞよろしく御願いいたします。 
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鈴蘭台教会に来て 

 

神戸中ブロック 大久保 武 神父 

 

このたび、神戸中ブロックの協力司祭として異動してまいりました、ヨハネ大久保武と申します。出身教会が身近な明

石教会なので、今更と言えば今更なのですが、改めてよろしくお願い致します。 

さて、居住しているのは鈴蘭台教会なのですが、神鉄鈴蘭台駅の階段に、ある広告看板が掲示されています。そこに

は会社名以外の宣伝文句は何もなく、ただ「おかえりなさい」と動物の写真と共に描かれているだけなのです。神戸や大

阪などへ仕事に行ってきた人たちを労う思いがあるのだろうと、最初はただ感心していたのですが、私たちの教会はどう

だろうか、と思うようにもなってきました。私たちが教会を訪れるとき、この「おかえりなさい」の空気が感じられるでしょう

か。思い通りにならない日々の疲れを神様のもとで分かち合い、赦し合い、憩える居場所はあるでしょうか。そして、その

ために自分は何ができるだろうか。そんなことを考えながら今を過ごしています。 

 

 

        松永敦助祭の司祭叙階式  大阪カテドラル聖マリア大聖堂 

 

 

4 月 26 日(日)大阪カテドラル聖マリア大聖堂で開かれた、   

松永敦神父さまの司祭叙階式ミサに与って参りました。改装を 

終えたばかりのカテドラルは、叙階をお祝いする方々であふれ 

んばかり…。お世話になった私たち神戸西ブロックの信徒はも 

ちろん、昨年度、神学生として派遣されていた千葉県松戸教会 

の皆さんも参列されていて、松永神父さまが、関わってこられ 

た多くの教会で、たくさんの信徒たちに慕われてきたことを改 

めて感じました。前田万葉大司教さまの司式で厳かに叙階の儀 

が進められ、新神父お二人と新助祭お一人が神の慈しみを願っ 

て床にひれ伏し、参列者全員で連願を捧げて、司教団、司祭団 

のお一人お一人が按手なさいました。 

お式の間中ずっと、初夏を思わせる日差しが天堂のステンドグラスから正面マリア様の絵画に注がれ、主の 

お恵みを実感する時間でした。結びの松永神父さまからのご挨拶で、大司教さまはじめ、司教団の皆さま方や、 

参加した信徒たちにお礼をおっしゃる姿があまりにも丁寧過ぎて笑いが起き、新米神父さまらしい微笑ましい 

一面も拝見することができました。姫路中ブロックに派遣される松永新神父さまが、これからもまっすぐに福 

音宣教の道を歩まれますよう、心をこめてお祈りすることで、そっと応援していきたいと思っています。 

阿部まゆみ(明石教会) 

 

 

                   おめでとうございます! 
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“ふくしま通信” － 第 6号 －      2015年 5月 3日 

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

 みなさん、“フレコンバッグ” 

という袋の名称を耳にされ

たことがおありでしょうか 

？正しくは“フレキシブル 

コンテナバッグ“と呼ばれ 

今、福島ではこのバッグに入れられた除染土が、 

空き地に山積みされているそうです。このバッグ 

の耐用年数が 3～5年。太陽や風雨に晒され、破 

れが目立つようになっているとのことです。汚染 

水同様、集めてはみたものの・・。たしかに急を    

        要し、応急処置的にこのように 

        ならざるを得なかったのでしょ    

        うが・・・・・。 

  

さて、今年も第 4回目の“ふ

っこうのかけ橋”プロジェク

トの準備が始まりました。昨

年は、想定外の大型台風襲来

のために、神戸と福島の子ど

も交流や自然の中で放射能

を気にせず走り回ることを目指した兎和野高原で

のキャンプが開催できず、とても残念な思いで子 

どもたちは福島へと戻って行きました。 

昨年の残念な思いを払拭するくらいの楽しい取り

組みをしようと各小教区のリーダー、青年達が頭

を寄せ合っています。今年もご支援をよろしくお

願い致します。なお、2013年から始まった“ふ

っこうのかけ橋”in 山口も今回で 3 回目を迎え、

今年は、宇部・小野田ブロックが担当してくださ

ることになりました。 

2つのプログラムと支援のためのチャリティーコ

ンサートついてお知らせさせていただきます。    

  

神戸プログラム 

 

8／6（木） ｐｍ 新神戸駅到着 

  ・ 夢風船でハーブ園で昼食 

  ・ たかとり教会にて開会式       宿泊 

    

   ／7（金）～／9（日） 

    ・こども達は、この間神戸地区の 

     こども達と アスレチックや海、 

     夏祭りに参加 

     （お母さん方は別プログラム） 

     ／8（土） ａｍ アジュール舞子へ 

    ・「神戸地区平和旬間行事」にお母さん方と 

     共に参加し、 ミサ後、納涼のつどいを予定 

     ／9（日）  たかとり教会主日のミサに参加 

    ・行ってみたいスポット別行動 

    ／10（月） ｐｍ  新神戸発新幹線で福島へ 

 

               

    宇部・小野田プログラム 

 

     8／13（木） ｐｍ  新山口駅に到着 

     ・宇部ときわ湖畔ユースホステルに宿泊 

     8／14（金） ａｍ～ 秋芳洞 ほか 

              夜    キャンプファイアー 

     8／15（土）            

     ・きわらビーチで海あそび 

     ・「納涼の夕べ」に参加 

     8／16（日） 

     ・宇部教会でミサに参加 

     ・ブロック平和旬間行事への参加 

     ・小野田 焼野海岸  お別れ夕食会 

     8/17（月） ａｍ  新山口駅出発 

     

     

       “支援コンサート” 

      出演：アンサンブル イソジーナ 

        日程：2015年 7月 4日（土） 

          13時半開場 14時開演 

         場所：神戸中央教会 主聖堂 
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★★★２０１５年 カトリック神戸地区大会★★★ 

5月 31日（日）六甲学院 

 

ＴＯＭＯに語ろう！私たちの平和！ 
〜新たな息吹を神戸地区に！！〜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手話通訳、点字プログラム 及びバリアフリーを用意しております。 

 

◆◆プログラム◆◆ 

 
13：00〜14：30 ミサ  松浦悟郎司教、神戸地区司祭団 

 

  15：00〜16：30 イベント  “教えて！人生の大先輩 

     

司会：阿部まゆみ 

 

第一部 ダンス、歌、楽器演奏 特技を披露 

 

第二部 インタビュー  

各教会の代表の方や神父様から信仰との出会い、人生を元気に送る秘訣、 

趣味などのお話などをお聞きします。 

 

第三部   みんなで歌おう！！  

こいずみゆりさんの歌 

こいずみゆりさんと参加者全員での大合唱 
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場 所： 学校法人六甲学院 六甲中学校・六甲高等学校 

所在地： 〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町 2丁目 4番 1号 

 

◆バスでの送迎  

 阪急六甲駅 および JR 六甲駅 にて 10：30 ～ 13：00まで行います。       

  阪急六甲駅は 15分程度ごと 

JR六甲駅は 20分程度ごとに運行します。（交通状況で多少変更あります。） 

*マイカーでのご来場はご遠慮ください * 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 御聖堂建設募金ご協力のお願い 

                                                (倒壊十字架) 

洲本教会は今年で献堂５８年を迎えますが、この間に阪神淡路大震災（１９９５年）、台風２３号（２００４年）、淡路島地震（２ 

０１３年）等に被災し、つど修繕を重ねて参りましたが、昨年（２０１４年）８月１０日の、台風１３号の直撃により、十字架塔の十字

架が倒壊したのがきっかけとなり、現御聖堂の柱の強度は０と判断されました。（原因としては、シロアリ、白色腐朽菌による） 

現状としては、柱は用を足してなく、壁だけで支えている状況です。 事実、今年（２０１５年）２月６日に徳島県南部を震源とする

徳島南部地震（Ｍ５．０）で洲本市の震度は震度２だったにも関わらず、御聖堂外壁基礎部分に無数の亀裂を被りました。 今後

は震度４～５程度で崩落および倒壊の可能性が高いと判断されて、洲本教会の建て替えを余儀なくされることになり、御聖堂の

使用はこれ以上は危険ということで、今後は信徒会館を御聖堂として使用することになりました。 

次の時代を担う信徒（子供）たちのために、何とかして洲本教会を存続させていきたいと心より願っています。 どうか、洲本教

会を助けてください、何とぞ建設募金のご協力をお願いいたします。 

私たちは、洲本教会の未来を担う子供たちのためにも、安心してミサを受けられる御聖堂を建設したいと心より願い募金活動

をしています。 洲本教会の信徒からは精一杯の建設資金（６，０００万円）の約半分の３，２００万円を捻出いたしましたが、到

底建設資金までは届かず、残りの２，８００万円を寄付に頼らざるを得ないのが現実です。 

どうか、皆様方におかれましては、洲本教会の状況をご理解いただき、何とぞご支援いただきたく、建設募金のご協力をお願い

申しあげます。                                                             洲本教会評議会 議長 谷間 秀樹                                                                                                                        

 

     

 

 

 

 

2013年淡路島地震御聖堂内壁亀裂    2015年徳島南部地震御聖堂外壁亀裂       御聖堂柱腐食部分 

洲本教会      

 



6 

 

2015年 4月度「神戸地区宣教司牧評議会」議事録（議事概要） 

 

１．日 時・場 所・出席者 

日 時：4月 12日（日）14：00 ～ 16：43 場 所：カトリック六甲教会 

出席者：松浦謙地区長代理、内橋前議長、氏家議長、田中副議長、中井副議長、 

各小教区代表者、各専門委員会、エキュメニカル担当、ふっこうのかけ橋、地区大会 

 

１．内橋議長退任挨拶 

 

２．松浦謙地区長代理から地区評議会への挨拶 

①教区司祭評議会から 

・子供の信仰教育の問題：かなり深刻である。カテケーシスとして、初聖体、堅信、成人式。 

教区としてどういうことが出来るか：堅信準備テキスト作成 

・4 月 26 日(日)司祭叙階式（カテドラル）：松永助祭（大阪教区）、長崎助祭（クラレチアン会）２名が司祭叙階。チェ神学生が助

祭叙階。カテドラルが完成し、前田万葉大司教司式の初めての叙階式である。 

 当日、侍者は 12：30までに侍者服持参の上、カテドラル地下ホールに集合すること。 

・今年、平和旬間行事は各地区開催となり、10月 18日（日）教区国際協力の日はカテドラルでミサ、駐車場でイベントが実施さ

れる。 

・松浦悟郎司教様は名古屋教区長に就任される。 6 月 7 日(日）14：00～ 大阪教区感謝ミサ（カテドラル）。着座式は 6 月 13

日（土）名古屋カテドラルにて。5月 31日（日）神戸地区大会ミサ司式される。 

 

②新生計画 20周年の振り返り：新生計画振り返りシート、年表、祈りのリーフレットを活用し、今年一年かけて振り返りを行う。 

 ステップ１（見る）：この２０年間やってきたことを見る。 

     ヨハネ２３世、第２バチカン公会議：「教会の窓を開けること」「社会の人々との関わり」「イエス様の福音を証しする」  

     洗礼の恵み：一人でも多くの人を主の食卓に招く。神の国をこの社会に実現する（１９８７年 NICE） 

              そして阪神淡路大震災発生（１９９５年） 

 ☆ 第２バチカン公会議、NICEの流れを受け《大阪教区新生計画》が発表された。 

 ステップ２（聴く）：交わり、証しする教会とは何か。谷間に置かれた人々の心を生きる教会。共同責任を担う教会。聖霊の導

き。信徒の役割。 

 ステップ３（判断する） 

 ステップ４（実行する）：大阪教区の目指している方向性。小教区、ブロック、地区として何が出来るか。 

  

３．議 題   

審議事項  

１ 神戸地区評議会新役員（敬称略） 

 ①役員   

各小教区議長団（神戸地区 11小教区） 

  明石：山口吉樹議長、河辺智司副議長     洲本：出嶋重夫議長。5月 3日小教区総会予定。 

  垂水：伊庭議長、谷中秋夫副議長         北須磨：山口良一議長、下山まさこ副議長（４月１９日以後、正式決定） 

 たかとり：寿賀 穂議長、橋本千景副議長        兵庫：中井迪代議長、脇田英二副議長 

 鈴蘭台：田中直樹議長、椿館 正副議長          三田：仲 孝之介議長、園田義弘副議長 
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 神戸中央：渡邊昌也議長、山野和彦副議長、臼井純一副議長   

 六甲：堤 福生議長、小林 修副議長、橋岡尚美副議長 

  住吉：氏家友三議長、滝川 晃副議長、金端一憲副議長、南浮由美子副議長 

  

②洲本教会改築（建設）計画について（洲本教会山口建設委員長） 

 ・台風 13号(2014）、淡路島地震(震度 6弱)（2013/４/13）、シロアリ被害により、築 60年の洲本教会が大きな被害を受けた。 

 ・ミサは平常 40名位。フィリピン人の看護師を淡路島内の総合病院が年間 20～30名受け入れ、毎月第 3日曜日のアマド神

父司式ミサ（日本語・タガログ語）に大勢の信徒が出席。幼児洗礼の子供たちが増加し、洲本教会の未来に希望がある。 

 ・教区より聖堂取壊し及び新築工事の承認が下りた。（2015年 3月 10日付け） 

 ・建設資金：概算６,０００万円の建設資金のうち、洲本教会で３,２００万円準備し、不足額２,８００万円を神戸地区を始めとして、

広く募金を募るものである。 

 ・新聖堂２階に信徒館を計画している。工事中は現信徒館（築２８年）に聖堂を移す。 

☆２０１５年神戸地区大会ミサ献金を洲本教会建設支援金の一部とすることを地区評議会決定。 

 

③教区平和旬間、国際協力の日準備会報告（氏家議長）： 

                2月 14日（土）、教区本部事務局１階会議室で地区代表者会議が開催され、春名地区長、氏家が出席。本年の平和旬間行

事は各地区開催を決定。 日程は 8月 8日(土)午後（神戸中央教会 仮予約）8月 9日カテドラル。教区国際協力の日は 10

月 18日（日）、カテドラル。  次回準備会：平和旬間 5月 30日（土）１４時、国際協力 7月 18日（土）14時 

 

４ 報告事項 

① ふっこうのかけ橋 2015（栫井一義 実行委員長） 

日程：8月 6日（木）～10日（日） 4泊 5日（平和旬間行事に参加検討） 

予算：神戸 170万円。昨年同様、各小教区での募金活動を展開する。協力依頼。 

 

② 会計報告（会計 脇田氏） 

地区大会予算 35万円が２年に１回、予算に反映し、小教区分担金合計が 150万円となり、１月地区評議会で報告承認

の後、3月の地区評議会役員会で決定されたが、各小教区の負担増について、詳細な数字の経過報告が足りない旨の

指摘があり、氏家議長から詳細な経過報告の不足について謝罪し、本件は承認された。 

 

③ 2015年度「福島心の架け橋ツアー」の募集、実施、支援について（中村氏） 

福島県田村郡三春町の桂村仮設住宅のエアコンフィルター掃除、電球交換他の 

ボランティアに参加、交流する。6月 21日～23日の 2泊 3日。 

現在、男性参加 6名、募集中。地区評議会会計から 3万円助成。 

 

④ セントポール神戸支援について（脇田氏、平尾養成委員長） 

宣教拠点として、宣教司牧費として支出。窓口は神戸地区養成委員会が担当する。 

５ 各ブロック活動状況 

  西：洲本教会支援説明、新生計画による司祭講演会、次回 5月 10日 13時、洲本。 

         中：主日ミサ 9：30鈴蘭台、兵庫、11：00たかとり。第 4日曜たかとり・兵庫合同ミサ。 

中ブロック国際協力の日：9月 27日（日）、たかとり教会にて 

    2016年度中ブロック合同堅信式：準備会第１回 6月 14日（日） 

  北：中川神父様、少しずつ元気になられておられます。 



8 

 

  東：5月 24日(日)東ブロック合同堅信式（前田万葉大司教司式、神戸中央教会） 

６．委員会報告  

①養成委員会（平尾委員長） 

・2月 11日 講演会「フィリピンの教会」、アマド神父司式ミサ（バイリンガル） 

・養成チーム代表者会議 6名承認、任命。4月 5日第１回チーム会合。 

次期養成委員会（全体）６月７日(日)14時、神戸中央教会にて。委員派遣依頼。 

 

②社会活動委員会（中村前委員長退任挨拶。新委員長 岩佐正彦氏（北須磨）着任） 

 

③広報委員会（新委員長 萬崎抗三氏、つながり編集長 西山泰義氏：鈴蘭台教会） 

「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・大久保神父様、新議長挨拶   ②1・17関連行事報告   ③ふくしま通信 

④神戸地区大会：ポスターと参加の呼びかけ ⑤各委員会 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：4 月 25 日(土)締切日厳守！  つながり原稿は「つながり編集担当 西山」までメール添付にて送信願いま

す。 

 ・印刷日：5月 9日（土）住吉教会 9：00～ 印刷部数：1500部  

 

④青年委員会(広部青年委員長）：3月 21日春名神父黙想会(8名）5月 16日青年のための聖霊の学び（Sr奥村） 

 

７．その他 

 ①一粒会（蛭田氏）     ４月２６日、松永 敦助祭、司祭叙階。他 助祭叙階、朗読奉仕者選任。 

 

②エキュメニカル（角田氏)  

 5月 10日 15:00、神戸バイブルハウス支援 第６回テレマン・コンサート（神戸中央） 

 

③高山右近列福推進委員会（岡さん）  高山右近帰天 400年記念講演会：6月 24日(水)18：00、サクラ ファミリア 

 12ページに詳細予定を掲載。ご参照ください。  

 

④神北：神戸地区大会実行委員会（内田委員長、脇田副委員長）：つながり 5月号に詳報。 

 

＜地区評議会・委員会・今後の予定＞  

・次回地区評議会 ：7月 5日(日) 14時～ 三田教会    

・地区評役員会  ：6月 27日(土)  10時～  新地区長の教会 

・社会活動委員会：６月  ７日(日) 14時～    垂水教会   

  ・広報委員会    ：5月  9日(土) ９時～   住吉教会 

・養成委員会    ：６月 ７日(日) 14時～  神戸中央教会                    

・青年委員会    ：5月 16日(土) 16時～  神戸中央教会 

・神戸地区大会(実行委員会)：4月 26日(日)14時～ たかとり教会         以 上 
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■三田教会 ☎ 079-562-4404   Fax 562-9404 

1．エキュメニュカルの一環として世界祈祷日にあわせた祈祷会が 3 月 5 日（木）に、今年度担当の三田北摂ルーテル教会で

行われ三田教会より 14 名の信徒が参加し他教会の皆さんとの交流を深めました。 

2．今年 3 月末で任期満了となった小教区評議会の議長団 3 名・評議員 2 名が交代し 2015 年度の新体制がスタートしました。 

3．4 月 5 日（日）復活祭のミサ中に女児 1 名の幼児洗礼が行われました。 

4．4 月 26 日（日）のミサ中に初聖体式が行われ 3 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。 

5．5 月 31 日（日）の神戸地区大会の参加にあわせて教会遠足バスツアーを計画しています。 

6．6 月 14 日（日）ミサ後に開催予定の小教区信徒総会にむけて準備を進めています。 

 

 

               

             

        ◆ 5 月 24 日(日) 10：00 東ブロック合同堅信式  於： 神戸中央教会 

            ◆ 5 月 31 日(日) 13：00 神戸地区信徒大会    於： 六甲学院                

■神戸中央教会 ☎ 078-221-4682   Fax 221-4684 

 日本語ミサ 9:30 ～  英語ミサ 11:15～ 

  ポルトガル語ミサ 第１(日） 15:00～ 於小聖堂 

 インドネシア語ミサ 第２(日）16:00～ 於主聖堂 

 タガログ語ミサ 第５(日）14:00～     於小聖堂 

 韓国語ミサ 第３(土） 15:00 ～      於小聖堂 

 

☆「日本語でこんにちは」 

日本語を学ぶ機会。どなたでも参加できる国際交流の場。

楽しい時を過ごしませんか。 

毎木曜日 10：30～12：30、13：30～15：30 

毎日曜日 13：30～16：00  参加費：300 円 

☆「テゼの祈りの集い」毎月第 3 金曜 19:30 於 小聖堂 

☆「一緒に祈り分かち合いませんか？」 

 毎月第２土曜 16:00～ 於小聖堂 

☆「大いに語ろう会」毎月第 4 土曜 18:00 会費 500 円 

☆ 5 月 10 日(日) テレマン チヤリティ コンサート 

（神戸バイブルハウス支援） 

      14：30 開場、15：00 開演  於主聖堂 

☆ 5 月 24 日(日) 東ブロック共同堅信式バイリンガル ミサ 10：00 

☆7 月 4 日 (土 )復興の かけ はしチャ リ ティコンサート              

13：30 開場、 14：00 時開演 

☆ 8 月 8 日(土) 神戸地区平和旬間行事、時間未定 

■住吉教会 ☎ 078-851-2756   Fax 842-3380 

5 月 2 日(土) 10：00 炊き出し 

9/10 日(土/日) サムエルナイト 

中央教会と合同  於：住吉教会 

6 月 6 日(土)  10：00 炊き出し 

14：00 教会学校始業式 

20 日(土) 14：00  教会学校 

7 月 4 日(土) 14：00 教会学校 

18 日(土）14：00 教会学校 

26 日(日）17：00 バーベキューパーテイー 

30/31 日(木金） 教会学校キャンプ 

 

■六甲教会 ☎ 078-851-2846  Fax 851-9023 

5 月 17 日(日) 社会活動部学習会 14：00 (詳細は P12) 

23 日(土) 宣教部春の黙想会 11：00～15：00 

                   15：00 よりミサ (詳細は P12) 

6 月 12 日(金) イエスのみ心ミサ 7：00  

聖体顕示      10：00～12：00 

【結婚準備セミナー】  

6 月 20/27。7 月 4/11/18/25。8 月 1/8。計 8 回で 1 コース 

いずれも土曜日、17：30～19：00。費用：カップルで 1 万円。 

詳細は教会受付迄 

※受付休み 7/20(海の日)、7/31(イエズス会創立者記念日) 

 

北ブロックの活動より 

東ブロック    
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2015年 3月度中ブロック協議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「炊き出し活動について」～鈴蘭台教会～ 

鈴蘭台は毎月第２木曜日が炊き出しの担当日。

中央教会で開催されていた当時のハヤシライスは、

小野浜公園でも暫く続けましたが、「教会で調理し

て現地に持ち込む」方式に変更し、間もなく今の

牛丼へとなりました。メニューは変われど、いず

れも具だくさん、愛情たっぷりということは変わ

りなし。他にも多くの事が、長い月日とともに試

行錯誤の内に工夫されてきましたが、避けて通れ

ないのは支援者の高齢化。６０代、７０代の方々

に、５年、１０年、それ以上と頑張っていただい

ておりますが、着実な世代交代というものは、な

お困難を伴っています。それでも徐々にではあり

ますが、若い方の参加もあります。また、何より

もありがたいのは、コンスタントに２０名前後の

参加者に恵まれるということ。聖堂内での「炊き

出し募金」や「お米一握り運動」、そして多くの皆

さんの祈りにも支えられています。これからも要

請が続く限り、支援を継続してまいりたいと思い

ます。 

 鈴蘭台教会 社会活動委員長 城戸秀行 

 

兵庫:６月 7 日(日） たかとり：6 月 14 日（日）   

鈴蘭台：6 月 21 日（日） 

②相互監査日程について・・ 

4 月 19 日（日） 兵庫→鈴蘭台   

鈴蘭台→たかとり  たかとり→兵庫 

(4)神戸地区大会について 

交通整理等のため各小教区 3 名の動員。 

(5)2016 年中ブロック合同堅信式について 

各小教区で 5 月度協議会までに実行委員を選

出する。勉強会は基本的には小教区毎に実施。

合同での実施は、キャンプ 1 回、勉強会 1 回の

予定。 

(6)春名・大久保神父様中ブロック合同歓送迎会

を実施 

【その他】 

 今後の具体的な事柄は、エマニュエル神父と

大久保神父で進めていく。 

【春名神父様より】 

 半年と短い期間でしたが、皆様方のおかげで

乗り切れました。お名残惜しいです。 

【エマニュエル神父様より】 

 青年、子供を中心としたお祈りをするために

も、楽しい興味ある教会作りをめざしていき

ますので時間をください。 

【終わりの祈り】アヴェマリアの祈り 

次回：5 月 17 日（日）兵庫教会 

 

日時：2015年 3月 15日（日）14:00～15:30 

場所：カトリック鈴蘭台教会 

出席者：春名神父・エマニュエル神父・兵庫教会

2名・たかとり教会 2名・鈴蘭台教会 2名 

【はじめの祈り】主の祈り 

【報告事項】 

(1)2014 年度中ブロック活動費会計報告・・ 

別紙活動費会計収支報告書の通り承認 

(2)2015 年度各小教区新役員について 

兵庫：4 月 19 日に新チーム作りを開始。現時 

点では未決。たかとり：5 月 10 日に新役員に

ついての話し合い実施。現時点では未決。 

鈴蘭台：当面は現体制。2015 年度中に規約改

正の中で新たな役員選出方法を決定。 

【協議事項】 

(1)4 月以降の司牧体制について 

・司祭ローテーション表について・・ 

 (2)中ブロック国際協力の日準備委員の選出と 

第 1 回準備委員会日程等 

例年通り 9 月 27 日（日）（世界難民移住移動

者の日）に実施することに決定。・準備委員の

選出：各小教区は、5 月度中ブロック協議会ま

でに選出し、報告する。・第 1 回準備委員会開

催日：6 月 14 日（日） 

 (3)4 月以降各教会行事予定について 

①信徒総会日程の調整について 
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西ブロック４教会連絡会 報告  

 

日 時：平成 27年 2月 15日（日）14:00～16:00 

場 所：北須磨教会 

出席者：松浦神父・春名神父・Sr.前田・Sr.中尾 

    及び明石･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むけての報告 
 

2月 10日大阪教区へ現状報告と資金状況について、 
洲本教会建設委員会作成の小冊子を持って説明に出 
向いた。教区の助言に伴い、西ブロック連絡会の中で 
話し合い、地理的必要性・司祭のローテーションが実施 
されている事・長期にわたるエキュメニカル活動が行わ 
れている事・サマーキャンプの利用に協力している事・ 
フィリピン人信徒達の増加が著しく交流が盛んな事、と 
いう特徴を確認し合い、繋がりの強さを合意した。 
神戸地区に属するので地区にも協力をお願いするため 
に､各小教区へ説明に出向いた方がより協力して頂ける 
のではないかとの提案・助言があった。 

 
２．新生計画２０周年 司祭による講演予定 
 
垂水教会、北須磨教会は評議会で説明した。洲本教会 
は「交わり証しする教会５つの祈り」を始めている。明石 
教会は来週の評議会で説明する。・来月、神父が信徒 
に「新生計画２０周年振り返りシート」の説明をする。共 
同祈願の中に「交わり証しする教会５つの祈り」を加え 
てはどうか。教区としては、４月から和歌山－姫路－ 
岸和田―神戸地区で講演会を開き、５月のシナピス総 
会の時に取り上げ「出張出前勉強会」を計画していく。   

 
  
                     

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
 
5月 31日 神戸地区大会(六甲学院) 
6月 14日 北須磨教会評議会（ミサ後） 
7月 12日 北須磨教会評議会（ミサ後） 
 
 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
5月３日(日) 信徒総会 
5月10日(日) 西ブロック連絡会 
5月17日(日) フィリピン人の聖書勉強会 
5月22日(日) 建設委員会 
5月31日(日) 神戸地区大会(六甲学院) 
6月７日(日) 評議会 
6月21日(日) フィリピン人の聖書勉強会 
7月５日(日) 評議会  
7月19日(日) フィリピン人の聖書勉強会 
 
★ 毎月第2･4週の水曜日19:00～ 

池長大司教様による聖書勉強会 
 
 
 
 
 
 

 
 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
5月 17日(日)  バザー  
5月 31日(日) 神戸地区大会(六甲学院)  
6月 7 日(日) 夏季大掃除 
6月 28日(日) 信徒総会  
 
 

        

 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 
5月 10日(日) 評議会 9:15～ 
5月 17日(日) 垂水地区集い ミサ後 
5月 24日(日) 信者総会 ミサ後 
5月 31日(日) 神戸地区大会（六甲学院） 
6月 21日(日) 舞子地区集い ミサ後 
7月 12日(日) 評議会 9:15～ 
7月 19日(日) 明舞南地区集い ミサ後 
 

３．教皇の意向を受けて 
 
フランシスコ教皇は全世界の教会へ『主にささげる 
２４時間』として、聖体顕示と間祈りの時間を持つよう
にと提案された。この意向を受けて、神戸西ブロック
の四旬節の取り組みとして３月１３日（金）～１４日
（土）に実施する。この間、『赦しの秘跡』を受けること
ができる。垂水教会聖堂にて、参加者で十字架の道
行・ロザリオ・教会の祈りなどを行う。 

 
４．新役員に引き継ぐ事項について 
 

・洲本教会の新築計画に協力していく 
 

５．その他 
 
・明石教会は４月からミサの時間を９時から９時半に変
更決定した。 

 
・２０１５年 12月 6日(日) 北須磨教会の黙想会は池長
大司教に決定した（了承済み）。 

 
 
 
※ 西ブロック連絡会次回は４月１９日（日） 洲本教会

にて開催予定でしたが、北須磨教会が総会のため  
５月１０日（日）１５：００～ に日時を変更した。 



 

   

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７５回聖書セミナー：5 月 14/28、6 月４/11/25 木曜日 

 14：00～16：00。テーマ：「聖書と翻訳」 講師：本田哲郎神父 

 参加費 問合せ： ニューズレターNo.69 号参照。 

◆8 月 1 日(土)シスター高木慶子講演会「続『生きる』シリーズ」第３

講。好評に付き、事前予約をお勧めします。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．70 号（６月発行）を参照。 

◆特別講演会 「マザーテレサに出会って」 

～下る道は上る道～ ７月４日（土）１４時   

  講師：是枝律子氏。詳細：ニューズレターNo．60・70 参照 

◆第７回聖書リレー朗読会：9 月 7 日～17 日 100 時間かけ約 400

人で読み繋げます。詳細募集は７月頃より始めます。ご協力お願

いいたします。    

◆聖書リレー朗読会キックオフ大会：5 月 29 日(金)13：30 開催 

 演題：「聖書朗読の仕方」 講師：松井茂氏（北須磨教会） 

※他にも、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：神戸市中央区磯上通 4-1-12(ホテル 123 の南 2F) 

TEL&FAX：(078)252-1966(月曜～金曜 11：00～17：000 受付） 

 

 

 
【編集後記】 

「つながり 65 号」をお届けします。神戸地区地区長は未定

ですが評議会議長に住吉の氏家氏、広報委員長に鈴蘭台

の萬崎氏を迎え、思いを新たに皆様に喜んで頂ける記事、読

みごたえのある「つながり」を目指し、努力致します。また、5

月 31 日に信徒大会が行われます。皆様ご参加ください。洲

本教会聖堂建て替えの支援も宜しくお願い致します。（J.Y.）   

ホームペイジ http://catholic-kobe.org/ 
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■セント・ポール神戸（聖パウロ書院） 

TEL：393-7755 FAX：393-7756 営業時間 10：30～18：00 木曜定休 

☆信仰講座 

 ・第 1・3 金曜日 19:00-20:30 担当：こいずみゆり 

  「福音のよろこびをいきる」 （参加費無料） 

 ・第 2・4 金曜日 19:00-20:30 講師：吉村信夫 

                 （費用：資料代１０００円/月） 

☆グレゴリアン チャントの会（男性のみ） 

  毎月第 2・4 月曜日 19：00－20：30 

☆峰脇英樹写真展「かくれキリシタン発見 150 年」 

  2015 年 5 月 30 日(土)-6 月 7 日(日)10：30-18：00 

  日曜 12：00-17：00 定休日 6 月 4 日(木)入場無料 

  場所：セント・ポール神戸２Ｆ 集会室 

  長崎の地を撮影し続けている峰脇氏の写真を通して信仰の地 

長崎を味わい、先達の信仰を体験して下さい。 

■結婚準備セミナー内容が変わりましたのでご注意下さい。 

6 月 20/27 日/7 月 4/11/18/25 日/8 月 1/8 日、計 8 回で 1 コース。 

いずれも土曜日 17：30～19：00。 於：カトリック六甲教会   

費用：カップルで 1 万円。問合せ：教会受付☎ 078-851-2846 

◆◆お知らせ◆◆ 

神戸中央教会に使用されてない電子オルガンが一台あります。ご希

望教会にお譲りします。連絡は教会受付(☎ 078-221-4682)まで。 

■春の黙想会（カトリック六甲教会宣教部主催） 

  日 時：5 月 23 日(土) 11：00～15：00 (14：00 よりミサ) 

  会 場： カトリック六甲教会 主聖堂    

指導司祭：アルフレド神父 

    ※お弁当持参(お茶は準備しております) 

■ユスト高山右近帰天 400 年祈念講演会 

日時：2015 年 6 月 24 日(水) 18：00～20：00  開場 17：00 

場所：カトリック大阪大司教区サクラファミリア (入場無料)    

主 催：日本カトリック司教協議会 列聖推進委員会 

共 催：上智大学神学部、上智カトリックセンター、 他 

          神戸地区高山右近列福推進委員会 岡節子 

■社会活動部 学習会 ❝愛と正義と平和な世界❞ 

 日時：5 月 17 日(土)14：00 於：カトリック六甲教会 

 講師：林 尚志 神父(下関労働教育センター所長) 

■アンサンブル・イソジーナチャリティーコンサート 

                   『ふっこうのかけ橋』支援 

  日時：7 月 4 日（土）  13：30 開場、 14：00 時開演 

  会場：カトリック神戸中央教会 主聖堂  入場無料 

※会場内での募金にご協力ください。全額 『ふっこうのかけ

橋』プロジェクトに寄付されます。 

  主催：『ふっこうのかけ橋』 チャリティーコンサート実行委員会 

  お問合せ：078-271-3248（活動センター） 
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