
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2015年 8月 66号 

 

神戸地区 地区長 松浦 謙 神父 

 

1995年大阪教区は大海原に出航するように「新生」をかかげて新しい

スタートを切りました。それから２０年たった今、これまでの船旅を振

り返り、わたしたちが目指す地、神の国に向かって、どのような進路を

とればよいか、再確認したいと思います。 

神の国。それはどのような世界でしょうか？ 

イエス様はこの世を去る前に、「わたしたちがひとつであるように彼らをも一つにしてください」

と天の父に祈りました。神様から愛された子供たちであるすべての人が、兄弟姉妹として一つになる

こと。その世界が神の国といってよいです。「交わりの教会になる」とはこの一致をめざし、神様と

の交わりと、わたしたちお互いの交わりを深めていくということです。 

そして“乗組員”であるわたしたちひとり一人には使命があります。わたしたちが優先すべきは、

弱い立場にある人々、労苦し、重荷を抱えている人々、社会の隅に追いやられた人々に寄り添うとい

うことです。「谷間に置かれた人の心を生きる」のです 

教会を被災地に派遣される救援船にたとえてもいいでしょう。隊員はどのように活動するのでしょ

うか。ばらばらでいては決して成功しません。それぞれの異なる役割・任務を受けた者が、一致協力

して働くことです。人まかせでなく、みんなが責任感をもって各々の使命をはたすのです。「共同責

任」を担うのです。特に「信徒の役割を前面に出すこと」が強調されました。 

帆船は帆をいっぱいに膨らませることによって、風を受けて前に進みます。風は聖霊の息吹といっ

てよいです。「聖霊の導きにしたがって歩む教会」になりましょう。 

弟子たちがイエスと共に船に乗り湖をわたろうとした時のことです。

激しい突風が来て船は波をかぶり、水浸しになるほどでした。弟子た

ちは艫の方で眠っていたイエスに助けを求めました。イエスは風をし

かり湖に「黙れ、沈まれ」といわれると風はやみ、凪になり、船は目

的地についたとあります。（マルコ 4：35-41）   わたしたちの船、

「新生」号にはイエスが乗っておられるのです。沈むことはあり得な

い。おそれないで進んでいきましょう。 
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<神戸地区大会  2015/05/31 > 
 

 

ミカエル松浦悟郎司教様からのメッセージ 
 

「神戸地区」の皆さん 

今日の地区大会は、私にとっては名古屋教区に移るに当たって神戸地区の皆さんに感

謝と祝福を願う機会となり、とてもうれしく思います。これまで、新生の歩みをけん引してき

た神戸地区の皆さんに心から感謝するとともに、「交わり証しする教会になろう」とした大

阪教区の選びを、これからも迷うことなく進んでいかれるように神さまの祝福と励ましを 

心から祈りたいと思います。 

 

これまで、本当にありがとうございました。  松浦悟郎                 

 
「信徒より贈られた花束を手にして挨拶をされる松浦司教様」 

                                       

 

 

 

神戸地区大会を終えて 
    

2015 年 5 月 31 日心配していましたお天気にも恵まれ、何とかこの日を迎える

ことができた安堵感と無事に終了するまで、滞り無く全てが進んでくれるのかとい

う不安を持ちながら、私は会場となる六甲学院の門をくぐりました。 

思い返せば昨年 4月 27日に地区大会の準備の為、11教会の代表が集まり、

第一回目の打ち合わせからそれぞれの考え、思い等の意見を出し合いテーマ、

会場選びミサの形式イベント等、議論を重ねながら一つ一つを決めて皆との結束

も次第に強くなり、名ばかりの議長である私がお願いする前に自ら行動に移され

下調べ、手配のたぐい、パンフレットの準備、各方面への交渉に至るまで、本当

に皆様に助けられ頭の下がる思いでいっぱいです。その為にも何とか無事終わ

る事を祈り後は神に全てを委ね信じる事にしました。 

今回は中ブロックが担当と言う事もあり、中ブロック色を取りいれながらの進行

でした。まず、ベトナムの皆様によるマリア様への献花で厳かにミサに入り、手話

通訳等を混ぜながら松浦司教様による“三位一体の主日”の典礼は、名古屋教

区にお移りになられる前のミサとあって一語一句が、信者の皆様に染み渡ってい

るようでした。イベントにおきましては各教会の中にこんなに一芸に秀でた方々いるのかと、時間さえあればもっ

とじっくり拝見していたかったです。是非、またいつか機会を作っていただきた

いと思います。パネルディスカッションはテーマの“TOMO に語ろう！”に従っ

て飾りっ気のない言葉で本音を聞かせていただけて感動でした。当初お願い

をしていた内容と違って、戸惑っておられた方もいらっしゃいましたがご協力あ

りがとうございました。 

この地区大会が、ただの 2 年に一度の行事でイベント化してしますのでは

なく、今一度本当の地区大会の目的意義なるものを原点に立ち返って、考え

て見ることを次回の大会の片隅にでも入れていただけたら幸いかと思います。

末文になりましたが、今回の大会の為に多くの方々のご協力、司会を引き受

けてくださった阿部様、イベント最後を美しく締めくくってくださった、こいずみ

ゆり様、六甲学院をこころよくお貸しくださった学校の先生方等々多くの皆様

本当に感謝でいっぱいです。この一年、神父様、シスター、各教会の役員の

皆様と作り上げてきた時間こそ私にとりまして大きな恵みで宝であり信仰でし

た。 

最後にたかとり教会、兵庫教会の皆様会議の為にいつもご協力ありがとう 

ございました。神戸地区大会が平和の内に終了しました事に感謝致します。 

（2015神戸地区大会実行委員長 内田博之/鈴蘭台教会）                                          
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＜WE LOVE PEACE  !!＞   

 

平和旬間行事、神戸地区平和祈願ミサ 

 

米津 康男（神戸中央教会） 

 

８月８日（土）13：00から、神戸中央教会に於いて、平 

和旬間行事が行われた。 祈りの後、10 名の神父による平

和への願いを込めたバンド演奏が始まる。「大きな橋を」をは

じめ７曲が披露された。 

演奏後、第二次世界大戦を体験した 5 名の話と神父の証言

があった。 

1941 年日本はアメリカに戦宣を布告した。開戦後、日本の

あらゆる地域から戦地へ食料、金属物資、寺の吊り鐘に到る

まで軍部へ供出させられた。国民は食料不足となっていく。1943 年 3 月頃から本土空襲が始まり、

無差別爆撃を受ける。アジア各地、沖縄の激戦の後、1945年 8月 6日広島、そして 8月 9日長崎に

原子爆弾が落とされる。 

この当時、日本にいた外国人宣教師はスパイ扱いされ、

憲兵隊から度重なる取り調べと拷問を受ける。宣教師達

は死の覚悟と準備は出来ていたと言う。 

1945 年 8 月 15 日、玉音放送が流され、国民は終戦を

知る。破壊された国土から日本は復興に向う。 

 

15時 20分より、11人の国際色豊かな神父により平和

祈願ミサが行われた。神父の説教を以下要約する。戦後

７０年、戦争を知らない政治家達が、安全保障、集団的自衛権について話を進めている。戦争を体

験した人達が、戦争とはどういうものかを伝え、行動を起し責任をもって平和を維持していかなけ

ればならない。武力の放棄と戦争の不条理を訴えていく。憲法９条は国民をあげた決意で作られた

ものである。これまで、この憲法に守られて平和でやってこれた。 

今、何かわからない流れに流されている。恐いのは国民の無関

心である。皆が目覚めて立ち上がらなくてはならない。憲法９条

は他国のお手本である。 

防衛、自衛とは何か？日本政府はあわてることはない。憲法９

条の精神をもって平和への願望だけでなく、平和憲法を守る堅い

決意を持って進まなければならない。 

  

ミサの後、教会の中庭で“ふっこうのかけ橋” 平和旬間 

ふれあい夏祭りが行われた。  



“ふくしま通信” － 第 7号 －        2015年 8月 15日 

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

今日、三宮の繁華な場所で“つくつくぼうし” 

の鳴く声を耳にしました。あまりの暑さに夏が 

このまま永遠に続きそうな気さえしましたが、 

自然は緩やかに季節を移そうと準備を始めたよ 

うです。 

神戸地区の取り組みとして始まった“ふっこう 

のかけ橋“プロジェクトも 2012年を皮切りに 

今年で 4回目を迎え、8/10無事 4泊 5日のプ 

ログラムを終了しました。ほんの一部ですが、こ 

の通信欄で皆さまに報告をさせて頂きます。 

                 8/6（木）               

                 お昼過ぎ 

                 新神戸駅 

                 到着。 

                  

 

長旅の疲れも見せず元気よく改札に姿を見せて 

くれました。今年は箕面のヨゼフ会のシスター方 

も参加下さりとても賑やかな始まりとなりました。 

 昼食はハーブ園へ 

夢ふうせんに乗って 

揺られながら山頂を 

目指すこと 10分。 

神戸の街を一望し 

歓声が聞こえました。 

           開会式は、こども達の 

宿泊先となった「たか 

とり教会」で。 

 

8/7（金）       

三木山森林公園へ 

神戸地区のこども達

と一緒に、素晴らしい 

自然の中でオリエンテーリング。アッと言う間に陽が

傾いて行きました。こどもの感想文の中に、「僕はこ

の遠足が一番楽しかった。何故なら、去年とも達にな

ったＩ君に出会えたから」と言う、何とも嬉しい言葉

を見つけました。昨年は台風のために、こども達は思

い切り走りまわることが出来ませんでした。でも出会

ったよろこびの種が蒔かれていたようです。 

               

              8/8（土） 

              アジュール舞子 

  

              原発の事故以来 

              泳ぐチャンスの 

  なかった子供達は、“待ってましたっ！” 

  とばかりにハシャギながら水と戯れたり格 

  闘したり・・・。 

  

            平和旬間ミサでは 

            侍者のお手伝いも 

            しました。 

 

 

  ♪よろこび 

   つどう・・・ 

   アレルヤ 

     アレルヤ 

               

               8/10（月） 

                       閉会式 

                       楽しい日々は 

               アッと言う間。 

 

     

    サヨナラ 

    またねぇ～ 

    元気でね・・・ 

 

 

                 神さまの 

                 祝福が 

                 あります 

                 ように！ 

 

 束の間の保養でした。こども達もリーダー達も 

 またお手伝いくださった方々も汗を流してヘト 

 ヘトになりましたが、あとには心地よい疲れが。 

 ご協力くださった皆さんに心から感謝申し上げ 

 ます。 
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2015年度７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：7月 5日（日）14：00～16：23  場 所：カトリック三田教会 

出席者：松浦謙地区長、大久保神父、評議会議長団、各小教区議長団、専門委員会等 

開会 始めの祈り  松浦地区長から地区評議会議長団へ任命書授与  

２．松浦地区長から地区評議会への挨拶 

① 神戸地区評議会へのメッセージ 

・神戸地区評議会は、教区新生計画の指針を神戸地区に反映させる役割を担っており、教区新生計画 20

周年の振り返り状況について検証。 

交わり証する教会をめざして、(1)『交わり』の教会 (2)『谷間』に置かれた人々の心を生きる (3)聖霊の

働きを識別しながらともに歩む(4)『共同責任』を担い合い、協働する。(5)司祭・修道者との協力を重視し

ながら、信徒の役割と責任（使命）を全面に出すという 5 つの教会像について、振り返りの材料として、

明石教会の取り組みを参考事例として紹介された。各小教区でも参考事例をもとに振り返りをすること

で、小教区の課題などが見えてくると思います。（詳細は配布資料参照） 

② 大阪教区司祭評議会報告（松浦謙地区長）・7月 15日に開催され、新生の振り返りをどうするか、青少年  

の信仰教育の問題などや新しい課題が出ると思われる。 

③  第７回大阪教区宣教司牧評議会報告（6/21） 

・新生のメッセージの振り返りの分かち合いをした。（松浦謙地区長） 

・地区代表者会議で、和歌山などから出席した場合、交通費の負担に大きく格差を生じるため、信徒数割

により交通費を分担することになった。（氏家議長） 

３．議 題 

◎小教区新役員紹介（前回 4/12地区評以降、議長・副議長就任） 

たかとり：橋本千景議長、トラン・ホウ・タイ副議長、グエン・タン・トウン副議長 

北須磨：石津正夫議長、下山まさこ副議長      洲本：谷間秀樹議長、出嶋重夫副議長 

Ａ 審議事項 

① 神戸地区平和祈願ミサ、平和旬間行事（8/8土神戸中央教会）準備状況について 

※氏家議長より 6月 28日現在の準備状況について説明（詳細は配布資料参照） 

(3)『戦争を語る』について、コーナン神父様、ペンケレ神父様の出席受諾頂く。 

講師謝金については源泉徴収を除き、両神父に支出することで承認された。 

② 一粒会次期役員選任について：10月地区評で西ブロックから推薦することとなった。 

③ 洲本教会緊急聖堂建替計画状況について（洲本教会 谷間議長） 

(1) 建設資金、建設支援募金集約状況：各小教区訪問時に説明。（日程の詳細別途） 

(2) 仮信徒館へ 6月 28日引越し、聖堂は危険のため立入禁止となる。建設工事は 8月から開始し、2016年

2月 6日に献堂式の予定。 

④ 2015“ふっこうのかけ橋”準備状況について（氏家議長 中間報告） 

・今後の収支見込みでは、収入総額 1,515,492円、支出総額 1,657,000円で 141,508円の不足となる。現状で

は、「三木山森林公園」へ行くバス代位の不足が見込まれるが、今後の小教区募金で多少の解消が見込ま

れる。地区評の予備費から 8万円を助成する提案に対し、承認された。 

Ｂ 提案事項（ポスター検討：つながり 8月号に掲載依頼） 

①9 月 20 日（日）14:00 から神戸中央教会にて行われる「教区新生計画 20周年の振り返り－聖霊の導きを識

別しながら、ともに歩む教会へ－」講演会（運営は教区、講師は御受難会の畠神父と高槻教会信徒の敷島

康雄氏）のポスター作成を検討したところ、明石教会の福原様に作成受諾をいただきました。（期限は 7月中） 
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教区新生計画 20 周年の振り返り 

－聖霊の導きを識別しながら、ともに歩む教会へ－ 

 

講 演 会 

 

日時：9月 20日（日） 14：00 

場所：カトリック神戸中央教会 

講師：畠 基幸 神父（御受難会） 

        敷島 康雄 氏（カトリック高槻教会） 

主催：カトリック大阪大司教区 

 

 Ｃ報告事項 

① 神戸地区大会（5/31）総括・献金総額は２１８,７１０円で洲本教会建設資金支援  

・出席者数は 600 人。遠足型の 2009 年（篠山、750 人）、前回（洲本、800 人）に比べたら信徒の高齢化に

伴い、減少傾向。 

・アンケートの回収数は 121部です。・地区共同体についてもっと深め、連携する。 

５．委員会報告 

① 養成委員会（平尾委員長）：(3)集会祭儀司式者、聖体授与を伴う病者訪問奉仕者のリフレッシュコースにつ

いて・9 月 23 日（水）、10 月 12 日（月）、11 月 23 日（月）10～16 時のどれか１つに参加（必須）。現在、集会

祭儀司式者、聖体授与を伴う病者訪問奉仕者として奉仕しており、来年度も引き続き奉仕しようと思われる

方を対象（現在休止中でカムバックされる方も可）。会場は、六甲・垂水・神戸中央で行う方向で検討。 

②  社会活動委員会（岩佐委員長） 

・クリスマス・チャリティーコンサート（12月 5日）…テーマ“いのちと平和”、 

趣旨は社会活動神戸センター・須磨夜回り会支援です。 

後援名称承認報告「カトリック神戸地区」（氏家議長報告） 

③青年委員会（広部委員長）：「青年のための聖書の学び」（場所：聖マリアの無原罪修道院神戸修道院）につい

て報告…シスター奥村の呼びかけのもと、5 月 16 日、6 月 13 日に聖書の勉強会を実施。参加者は 1 回目 5

人、2回目 8人と増えてきておりマルコによる福音を分かち合う。9月に勉強会を予定です。 

④エキュメニカル（角田） 

・第７回聖書リレー朗読会が 9月 7日（日）より 17日（木）の間であります。第一次受付締め切りは、7月 24

日（金）です。 

・10月 20日（火）から 23日（金）の間で、「前田万葉大司教様と行く五島列島巡礼の旅４日間」を計画して

います。詳細は、8月発行のニューズレター№71を参照。 

⑤高山右近列福推進委員会 (岡さん代理：氏家)：2016年後半列福式か。ボランティア 2000人必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
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＜社会活動委員会報告＞ 

“来て見て、そして伝えて” 

～福島心の架け橋ツアー 第二弾に参加して～ 

  

福島県三春町の仮設住宅の除草作業と入居者との交流を目的とした６月２１日から三日間の訪問

でした。限られたスペースの中で、これだけは伝えたいと思う事を次に記します。 

被災者の皆さんにとって三年を過ぎた今、将来への明暗が鮮明になって来ていると、実感しました。 

 最終日、放射能汚染集落を案内された時の出来事。そこでは放射線量の定点観測が行われている

のですが、中には“調整中”の表示とともに数値が表示されていないのがある。なぜなのかの問いに、

地元の人曰く「数値が高い所は目隠ししている」のだと。そして表示されている数値も実測値の約半

分。これは一体何を意味しているのか。行政は都合の悪い事は全て隠蔽していると言うことに他なら

ない。福島の人たちは放射能の話しはしなくなったと言う。なぜなら連日報道されても何も変わらな

いからだ。 

ならば私たちが、見たこと聞いたことを正しく伝えることこそが、地元人々の切なる願いではない

のか、と思う三日間でした。                                     

（三宅 成典/垂水教会） 

                                                                     

 

 

                                                                                                               

      

 

 

 

                     

                         

    

        

 

 

 

       洲本教会改築にあたり、先の神戸地区大会において献金の一部と、また当日の 

バザー及び、建設募金に多大なご支援をいただきましたこと、心よりお礼致しますと 

共に大変感謝いたしております。 

洲本教会では、いよいよ改築工事が始まりましたが、まだまだ建設資金が不足しています 

現在、神戸地区評議会及び教区の承諾を得て、神戸地区各教会に更なるご支援のお願いに 

廻らせていただいており、カトリック神戸地区各教会の信者の皆様に勝手なお願いでは 

ございますが、洲本教会建設募金に更なるご協力・ご支援をお願い致します。 

（洲本教会評議会議長 谷間 秀樹） 

                                                                                                                                                      

山積みされたこれらの汚染土壌の行き場所は、未だ決ま

っておらず、畑にこのように借り置き場として放置されてい

る膨大な汚染廃棄物量 モニタリングポスト（空間放射線量測定器） 

30台ばかりが異常値を示したが、納入は中国製だったとか。 

≪洲本教会からのお礼とお願い≫ 
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東日本被災地支援 チャリティ・コンサート 

いのりの花束Ⅴ      

日時：2015 年９月２６日（土） 13：30 開場 14：00 開演 

場所：カトリック神戸中央教会 

出演：こいずみゆり 山下憲治（Key.） 辻冬樹（Tb.） 

曲目：あたらしい朝/アメージング・グレイス/みっつめの目 ほか 

主催：同コンサート実行委員会     協賛：ENGOプロジェクト 

協力：女子パウロ会・サンパウロ大阪宣教センター・六甲学院    

後援：神戸 YMCA・神戸 YWCA 

問い合わせ：同実行委員会事務局  TEL/FAX  078-791-1536 （角田） 

一般：￥2，000- 中高生￥1，000- 小学生（二人まで）との親子券￥2，500- 

未就学児童：無料 バギー歓迎 

チケット前売り場所：セントポール神戸 tel 078-393-7755 当日券もあり。 

★このコンサートの収益金のすべては公的機関をとおして被災地支援のために捧げます。 

 

 

 

   

   

■三田教会 ☎079-562-4404  Fax079-562-9404 

 

北ブロックの活動より 

 

1．6月 14日（日）ミサ後、信徒約 60名が参加し小教区信徒総会を開催。2014年度各委員会等の 

活動結果及び 2015年度活動方針・計画並びに 2014年度小教区決算及び 2015年度予算を承認し

た。 

2．8 月 8 日（土）～9（日）に三田市小柿の野外活動センターで行った教会学校のキャンプに鈴蘭

台教会からの参加者も含め 26名の参加がありました。 

3．8月 15日（土）の聖母の被昇天の日、16時 30分からルルドのマリア像前での野外ミサを予定。

また、ミサ後に信徒の交流を目的にバーベキューパーティーを計画しています。 

4．9月 13日（日）の敬老のお祝いミサとミサ後のお祝い茶話会について準備を進めています。 

5．10月 18日（日）に信徒や地域の皆さんとのふれあいを促進するため、「ふれあいバザー」の 

開催にむけた準備をはじめました。 

  

 

北ブロック 
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■神戸中央教会 ☎078-221-4682  Fax078-221-4684     

【ミサ】 日本語 9：30  英語 11：15 （於：主聖堂） 

ポルトガル語 第１(日)15時/インドネシア語第 2(日)16時/ 

韓国語ミサ 第 3(土)15時 (於： いずれも小聖堂) 

【信仰講座】 第 1/3(日) 11：00 信仰講座 傘木神父 

第 1/3(月) 10：00 新約聖書を読む会 信徒 

第 3(金)19：00 テゼの祈りの集い 信徒 

第 2(土)16：00一緒に祈り分かち合いませんか 信徒 

毎週(土)15：00入門講座 傘木神父(キリスト教を学びたい方) 

10月 11日(日) バザー 11：30～ 

12月 5日(土) クリスマス チャリティ コンサート 2015 

          13：00～16：00神戸地区社会活動委員会 

12日（土） ティンカーベルクリスマス  

チャリティ コンサート 13：00～16：30 

      (東日本大震災で被災した子供達へのチャリティ) 

毎月第 4土曜 18：00～ 大いに語ろう会 会費 500円  

 

■住吉教会 ☎078-851-2756  Fax078-842-3380 

9月 5日(土) 14:00教会学校始業式 /19日(土)教会学校 

20日（日）敬老の祝福 

10月 3・17日(土) 14:00 教会学 

25日（日）10:00セ・ニョール・デ・ロス・ミラグロス 

11月 8日(日)  バザー 

15日(日)  七五三のお祝い 

 

■六甲教会 ☎078-851-2846  Fax078-851-9023 

9月 13日(日) 祈りと音楽の集い 14：00    

    19日(土) 聖書公開講座 10：00 ～15:00    

11月 1日(日) 秋の墓参 10：00 ミサ後 

           祈りと音楽の集い 14：00 

      2日(月) 死者の日ミサ 7：00 10：00  

     8日(日) チャリティーバザー  9：00 ミサ後 

ミサ 7：30 9：00 

      15日(日) 七五三祝福式 10時ミサにて 

     21日(土) 宣教部秋の黙想会 11：00～15：00 

12月   8日(火) ロザリオの祈り 10：00 

無原罪の聖マリア ミサ 7：00 10：30 

※初金ミサ：毎月第 1金曜 7：00  10：00 

※事務受付休日：9/22・23、 10/12、 11/3・23 

 

<行事報告> 

【2015サムエルナイト】神戸中央・住吉教会恒例の教会学校合同お泊り勉強会「サム

エルナイト」が 5 月 9/10 日（土/日）に行われました。お祈りの大切さを学びながら、神様が

いつも近くにいて下さる事に気付いたサムエルのように、自分の事ばかりでなく周りの人の

事も考えられるようになりたいと毎年行われ、今年は住吉教会でのお泊り会でした。 

 一日目は、歩いて芦屋教会まで（4ｋｍ）行き、レジオの皆様から「高山右近」の人形劇を見せていただき、川邨神父様

からたくさんのことを学びました。二日目は、住吉の主日ミサに与り、先唱・朗読・侍者・奉納・献金奉仕を行いました。  

<あしや教会 川むらしんぷさま> 

◆高山右近についておしえてくれてありがとうございました。これからもいろいろおしえて 

ください。 (谷尻 ゆうすけ) 

◆今日はいろいろな事を教えてくれてありがとうございました。高山右近のことがよくわかり   

ました。またはがきのおみやげありがとうございました。またいつか芦屋教会に行きたいです。   （きよまさ かや）   

                           ※ 詳細は住吉教会HPニュース欄に掲載されています。 （K.T./住吉教会） 

【東ブロック合同堅信式 】 

5月 24日（日）午前 10時から、神戸中央教会において、トマスアクイナス前田万葉大司

教の司式でバイリンガルミサが執り行なわれた。 ミサ中に、東ブロック合同堅信式が行

われた。 堅信を受けたものは、住吉教会 6名、六甲教会 14名、神戸中央教会 5名、

兵庫教会 １名、神戸中央教会の英語グループから４名、合計 30名であった。 大司教

は、父と子の聖霊降臨が福音宣教の原動力となり、聖霊に動かされて堅信の秘跡を受けたと説く。洗礼の約束の更新

が行われた後、堅信証明書が授与された。受堅者の成長をお祈り致します。            (Y.Y. /神戸中央教会)                                          

東ブロック 



2015 年 7月度中ブロック協議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================2015 年たかとり教会の初聖体======================== 

７月１９日、初聖体を授かったのは４人の小学

３年生のベトナム少年少女たちでした。少年たち

は上下おそろいの白と黒のスー

ツで、少女たちは白のドレスに

お母さんがデザインした花冠で

お祝いムードを盛り上げていま

した。 

エマニエル神父様は、初聖体

に先だって当日の福音から、「神

様はよい牧者だから、私たちは安心

して従っていればよい。そして神様

と人間の関係は信頼関係であり、パ

ンをいただくということは、神様の

心をいただくということです。これから子どもた

ちが立派な人間になるためには、イエス様と両親

や大人の支えが必要です。みんなで育てていきま

しょう」とおっしゃいました。また「初聖体のろ

うそくは『あなたたちも世の光になれ』という意

味です」と教えてくださいました。 

ミサの終わりに教会から初聖体証明書とロザリ

オが贈られ、家族の紹介がありました。４人のご

両親はこの１年間、学習会参加

のために忙しい中、たいへん協

力してくださったお蔭で子ども

たちもよくがんばって、この晴

れの日を迎えることができまし

た。 

その後のお祝いのパーティも、

お母さん方を中心に心を込めて作ら

れたベトナム料理や、生クリームとフ

ルーツで飾られた特大のケーキを４

人でナイフを持ってケーキカットし

て、みんなでいただきました。 

全員で「ビリーブ」を歌ってお開きとなりまし

たが、子どもたちの未来が何よりも平和であるこ

とを切望し、ひたすら信じたい今日この頃です。 

主の平和 たかとり教会 寿賀泰子

・ミサ司式の詳細について打合せ決定する。 

② 2016年中ブロック合同堅信式について 

・2016年 5月 22日、たかとり教会で実施決定。 

・勉強会・プログラムなどについて打合せ。 

・2016 年 2 月 14 日か 21 日に受堅者の合同黙

想会を行う。 

① 8 月以降の予定について… 

   8月 9日 たかとり 評議会、8月 23日 鈴蘭台 

臨時評議会、9月 13日 兵庫、鈴蘭台、たかと

り 敬老会、10月 25日 兵庫、鈴蘭台 バザー、

11月 8日 兵庫、たかとり 評議会、 

11月 29日 兵庫、鈴蘭台 黙想会（兵庫→エマ

ニュエル神父様 鈴蘭台→赤松神父さま） 

12 月 6 日 大久保神父さま たかとりから鈴蘭

台に変更 たかとり 黙想会  

【おわりの祈り】 

次回 9 月 20 日 たかとり教会 国際協力の

日実行委員会の後、又は、11月 15日 鈴蘭台

教会 14時から 

 

日時：2015年 7月 19日（日）14:00～15:40 

場所：カトリックたかとり教会 

出席者：Fr.エマニュエル・Sr.木梨・鈴蘭台教会

1名・兵庫教会 2名・たかとり教会 2名 

【はじめの祈り】 

【報告事項】 

① 神戸地区大会について… 

② 洲本教会各小教区訪問について… 

③ 8 月 8 日平和旬間行事 神戸地区平和祈願

ミサ…侍者鈴蘭台・兵庫→1〜２名、たか

とり教会→3 人（当日侍者服持参の上

14:30に集合・共同祈願「国際平和につい

て」ベトナム語でたかとり教会が担当。 

【議 題】 

① 2015年「国際協力の日」（9月 27日）… 

テーマは「中ブロックの国際協力を考える～

震災後 20 年間の TCC の歩みを通して～」に

決定。 

<国際協力の日 中ブロック合同ミサ>――― 

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：平成 27年 5月 10日（日）15:00～17:20 

場 所：洲本教会 

出席者：松浦神父・Sr.中尾 Sr.前田 

    及び 4教会代表者 

【議題】 

 
1) 洲本教会聖堂建設に向けての状況報告 
  (山口建設委員長)  
 
2) 小教区評議会について 

(松浦神父より資料配布) 
① その目的と機能についての説明 
② 評価基準についての説明 
 ・評議会の新生計画への理解度(福音宣教をめざす 
  大阪教区の新生教会像(5つの教会像)に照らし合 
  わせて評価する。 

  ａ 「谷間」に置かれた人々の心を生きる教会  
  ｂ 「交わり」の教会 
  ｃ 「共同責任」を担い合い､協働する教会 
  ｄ 聖霊の働きを識別しながらともに歩む教会 
  ｅ 司祭･修道者との協力を重視しながら､信徒の役 

割と責任(使命)を全面に出す教会。 
 
3) 聖母の被昇天祭 8/15(土) 
 
洲本：10：00～池長大司教 垂水：10：00～高橋神父 
 
明石：19：30～後藤神父 北須磨：10：00～松浦神父 
 
                     

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

 

9 月 13 日(日) 評議会 ミサ後 

9 月 20 日(日) 敬老の日のお祝い ミサ後 

11 月  8 日(日) 評議会 ミサ後 

11 月 15 日(日) 北須賀教会バザー ミサ後 

 
 
 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 

9月 6日(日)  評議会 

9月20日(日) タガログ語ミサ11：00～ 

10月4日(日) 評議会  神戸地区評議会 

10月18日(日) タガログ語ミサ11：00～ 

11月1日(日) 評議会 

11月15日(日) タガログ語ミサ11：00～ 

11月29日(日)淡路島内キリスト教合同クリスマス 

12月13日(日) 黙想会(池長大司教) 

12月20日(日) タガログ語ミサ11：00～ 
 
 
 
 
 
 
 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 

9月 13日(日)   恵老会 

11月 ７日(土)  死者ミサ・墓参 

11月 15日(日)  七五三ミサ 

11月 29日(日)  冬季大掃除･馬小屋設置 

12月 20日(日)  待降節黙想会  

 
 

       
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 

 

9月 13日(日) 園遊会（敬老のお祝い）ミサ後 

10月 3日(土) 運営委員会 10：30 

10月 11日(日) 評議会 9：15～ 

10月 25日(日) バザー ミサ後 

11月 8日(日) 大掃除 ミサ後 

11月 15日(日) 七五三ミサ 

11月 29日(日) 共同回心式 
 

日 時：平成 27年 7月 12日（日）14:00～16:00 

場 所：垂水教会 

出席者：松浦神父・高橋神父・Sr.中尾  
    及び 4教会代表者 
【議題】 
 
1) 洲本教会聖堂建て替え支援の件 
①各教会援助金の上下を決めるか､自主的なものに
するかについて意見交換をした。 

②洲本教会から各教会へ建て替えの必要性と協力要
請の説明をされる。明石･たかとり教会は訪問済み。 
 

2) 「一粒会」次期代表者選出の件 
・次回、連絡会で人選を検討する。 
 
3) 垂水教会､主日のミサ開始の時間変更の件 
・現在の１１時開始を１０時あるいは９時半開始で要
望。 (西ブロック担当司祭で検討する。松浦神父) 
 
4) 「新生計画 20周年」振り返りシートについて 
「交わりを証しする教会」として各教会がどんな具体的
なことをしてきたか､しているかについての意見交換。 
 
・「新生計画」そのものの内容が難しい。 
・信仰講座・病者訪問･施設訪問活動など既存の活動
が「交わりを証しする教会」活動になっているのではな
いか。 
 
次回は、9月 13日(日) 14：00～ 明石教会 



 

   

 

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 76 回聖書セミナー：9/24、10/１・８・15・22(木曜)    

14 時～16 時。テーマ：「聖書と食べ物」 

講師：大鶴 勝氏 (武庫川女子大学名誉教授) 

◆第 7回聖書リレー朗読会；9/7～17。100時間かけて約 400

人で読み繋げます。まだ、空きがあります。ご協力下さい。 

◆「書と織」～よみがえり～特別展示即売会：9/29（火）～

10/3（土） 

◆聖書と教会の旅～前田万葉大司教ゆかりの地を訪ねる～

五島列島巡礼：10/20（火）～23 日（金）、 

団長：前田万葉大司教  

※いずれも詳細はニューズレターNo.71 号を参照下さい。 

◆KBH ふれあいバザー：11/14(土） 11 時～14時 

※新・HP アドレス http://ｋｂｈ－ｂｉｂｌｅ．ｊｐ (9 月より) 

※事務局 TEL/FAX 078-252-1966 (月曜～金曜/11 時-17 時) 

 
【編集後記】 今年は戦後 70 年。 新聞、ＴＶも関連記

事で溢れ、時報８月号にも「正義と平和協議会」という

１文が折り込まれています。戦後の日々の数を生きた

世代として平和の中に生かされていた事に感謝。次世

代にもこの平和を残せますように・・・「主の平和」と誰も

が祈れますように・・・                      (K.T.) 
ホームページ  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 

☆祈りの集い（聖書で祈る） ９月から 

聖書を読み、味わい、分かち合い祈る会です。 

毎月第２土曜 13：30～15：30 / 担当：シスター 

持参：聖書と筆記用具。 

  ※ 新刊書をつながりホームページで紹介。ご参照下さい。 

 

■祈りと音楽の集い 

日時： 2015 年 9月 13 日(日)  14 時開演 

会場： カトリック六甲教会主聖堂  入場無料 

出演： 浅野 純加・大津 睦・熊沢 加代・清水 真理子 他 

プログラム： 典礼聖歌より 「聖霊の続唱」 

        J.S.バッハ：カンタータ第 47番❝誰でも高ぶる者

は低くされる❞より「まことの主の弟子は」 

    カトリック聖歌より「われ、神をほめ」 

W.A.モーツァルト：“戴冠式ミサ”より「アニュス・デイ」 

J.ラター：「大地の美しさに」    等々 

■聖書公開講座 

テーマ：「みことばに聴く」 日時：9 月 19 日（土）10 時〜15 時 

会場：カトリック六甲教会 （今年は１日のみの開催です。） 

講師：雨宮 慧神父（上智大学名誉教授）   

対象：どなたでも  入場料：無料   事前申し込み：不要   

※お弁当持参（お茶は準備しております）。 

         詳細はチラシ、ポスターをご覧下さい。 

 

■秋の黙想会（カトリック六甲教会宣教部主催） 

  日 時：11 月 21 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) 

 

■祈りと音楽の集い ～諸聖人の日にちなんで～ 

 日時： 2015年 11 月１日(日） 14 時開演  入場無料 

  会場： カトリック六甲教会主聖堂 

出演： フローリアン・ヴィルケス （オルガン） 

       （ベルリン・聖ヘドヴィッヒ大聖堂オルガニスト） 

       Emi Abo  (ソプラノ) 

      （ドイツ国家資格声楽教師、Weinheim 市 

マルクス教会オルガニスト） 

    ※ 詳細は後日配布されますチラシをご覧ください。 

◆◆第 57回市民クリスマス◆◆ 

12 月 11 日(金） 於：日本キリスト教団神戸教会 
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