
今日、あなたがたのために救い主がお生まれになった 

（ルカ 2章 11節） 
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大阪大司教区 大司教 池長潤 

 この 1年の間にいろいろなことがあった。 

世界の情勢についても、シリア難民の出来事は最大のものだろう。 

難民の数は 60 万ともいわれているだけに、特にヨーロッパにおいては大変な問題である。日本はこ

れに比べると平和なものだ。 

ところでカトリック教会の中の重要な事例としては、シノドス(世界代表司教会議)が大きいだろう。 

日本もそうだが、今世界的に見ても家庭の問題は大きい。その点で時宣を得た会議である。世界中か

ら 250人ほどの代表者が集まり、会議は前後 3段階に分かれて行われた。 

まず、第一の段階では、国別に、現在自国で家庭はどうなっているかをお互いに聞きあい、世界の

情況の中の家庭の実態を把握することから始められた。 

第二の段階では、カトリック神学から家庭の在り方を明確にし、聖書も含めた家庭の意味を照らし

出すことに集中し、第三の最終段階で、司牧的に教会の信者たちの家庭をどう導けばいいかを、参加

者の知恵を合わせて明らかにすることで、このシノドスを終えた。 

わが国をみても、少子化が生み出す家庭の在り方が問題であり、また高齢化が進む社会のはらむ危

機も色々挙げられている。 

年取った両親の世話をどうしたらいいかとか、一人暮らしになった老人を誰が見守るかといった事

柄も含め、大家族が居なくなって小単位の家族構成の中で若い母親が、子供の世話に疲れ果てて起こ

る問題も後を絶たない。 

そのほか子供の教育が、学校でも家でも十分になされず、路上で生活する子供の問題も起こってい

る。 

日本の国民はこのような社会の中で、どのような解決の道を見出せばよいのかを、自分で見出さね

ばならなくなっている。 

さらに、最後になってしまったが、私自身のこの 1年に関してどうだったか省みてみよう。昨年の

10月 2日に、大阪教区によって淡路島の洲本教会に派遣されて来た。 

この任命を聞いた時は大喜びであった。というのは、教会で宣教司牧がしたくて司祭になったのに、

神父になってからは最初の 3年間を除いて、後は管理職ばかりに送られて来たからである。イエズス

会時代は副院長、院長、修練長、管区長を歴任し、そのあとは東京のイグナチオ教会の建築の責任を

とらされ、そしてその後は大阪教区の大司教に任命されたので、全く教会の宣教司牧を体験できなか

ったのである。 

こうしてようやく洲本の教会でかねてから望んでいた仕事に専念出来ると思って喜んでいたのに、

何と、今でも司教時代の名残りで理事長、理事、いろいろな相談事、音楽会その他の催しとの関係な

ど、教会そのものの仕事はなかなかできない。 

だいたい明石海峡大橋を渡って、神戸や大阪に行くことが多すぎる。 

いろいろな方からよく電話を頂くが、私がこのような生き方を現在している事がほとんど知られて

いない。１日も早く教会の普通の生活に戻りたいとしきりに思っている毎日である。 

神戸地区の教会の皆様にもお祈りで助けて下さるよう 

お願いしたい。 



ふくしま通信 － ８号 －    2015.11.22 
  待降節第 1主日を迎え、ご降誕への足音が近づ

いて来ました。今年も神戸地区の皆さんのご協力

によって、１９名の方々を福島からお招きし“ふ

っこうのかけ橋”のプログラムを無事終了するこ

とが出来ました。毎年、新しい家族の参加が何組

かあり、プログラムを通して新たな出会いの恵み

を頂いています。 

 さて、今回の「ふくしま通信」では、このプロ 

ジェクトを 2012 年から継続して支援くださっ

ている“アンサンブル・イソジーナ”の福島訪問

記をお伝えしたいと思います。 

 1.17 の被災体験を通

してその時に受けた全国

からの応援が、現在の

グループの大きな原動

力となっていると言う

彼女達は、3.11 で傷ついた福島に何が出来るだ

ろうと模索する中で”ふっこうのかけ橋”と出

会いました。チャリティーコンサートでの募金集

めによって始まった

間接的な福島支援で

したが、回を重ねる中、

自分たちもこの掛かっ

た橋を渡り、現実の福島

をもっと知ることによ

って、支援の方向性を確認したいとの思いから今

回の訪問が実現しました。歌声が、少しでも疲れ

た心を抱える福島の方々の慰めになればと訪問

先を検討。“ふっこう”で繋がった小教区やベー

スの情報を基に、最初に決まった訪問先は、2つ

の仮設住宅でした。10/23、南相馬の鹿島区内

仮設を原町ベースの方の案内で訪問し、息づかい

が伝わる位の至近距離でのミニコンサートを開

くことが出来ました。仮設内の集会所は、ボラン

ティアさん達の支援によって楽しい雰囲気を醸

し出すように手作り作品が飾られ、大変な生活の

中にもホッとひと息つけるスペース作りが感じ

られました。翌 24日は、松木町教会「愛の支援

グループ」が定期訪問をしている「宮代仮設」へ。

見慣れたボランティアさんに

交じって私たちエプロン掛け

の新米ボランティアも何気な

い会話の中に入れて頂いたの

ですが、その何気なさの中に

大切な人を失った悲しみや苦

しみを感じた時、何をどう返

答して良いのか正直なところ戸惑いを覚えました。   

最終日の 25日はカトリック郡山教会でした。主

日のミサ後に聖歌隊の方々と共に歌うことが出

来、コンサートというよりは、歌による交歓と言

ったところでしょうか。その後、予定外でしたが、

郡山教会の信徒会長さんのご厚意で川内村仮設

を訪問させて頂きました。訪れた仮設集会所は昨

日迄の仮設とは全く異なる雰囲気で、飾り気のな

い、ただの部屋。恐らく誰もわざわざここに集ま

って話しをしたいとは

思えないのでは・・・？

と言う思いがよぎりま

した。 

それは川内村のおかれ

ている特殊な.事情（原

発事故現場から 30km内に位置するにもかかわ

らず事故後いち早く村長が帰村宣言をした）によ

ってあらゆる支援の網の目から零
こぼ

れ落ちてしま

ったことに起因しているようです。同じ被災地に

ありながら今では東電からの賠償金も打ち切ら

れ、暮らすためのインフラが崩壊してしまった村

に帰ることも出来ず、わずかな年金と蓄えを取り

崩すことで日々を送らざるを得ない状況にある

と聞きました。自治会組織も解散し、大半が高齢

者で占める川内村仮設住宅。元自治会長の志田さ

んは、「来年くる時は長靴を持って来て、草抜き

の一つも手伝えば 1日位は歌わせてやるから」と

笑いながら私たちを見送ってくださいました。 

その気持ちに応えたいとの思いを持ちながら私

達は帰路につきました。 

３ 
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2015 年 10 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：10月 4日（日）14：00～16：30   場 所：カトリック神戸中央教会    

出席者：松浦謙地区長、ブラッドリー神父、エマニュエル神父、評議会議長団、 

各小教区代表者、各専門委員会、エキュメニカル担当、ふっこうの架け橋Ｐ 

 

２．地区長から地区評議会へのあいさつ 

① 神戸地区評議会へのメッセージ（松浦 謙地区長） 

・教区新生 20 周年、振り返りの年である。神戸地区の大きな共同体として振り返る機会としてほしい。

「交わり証しする教会」をめざしての 5つの教会像について、『谷間』に置かれた人々の心を生きるこ

とについて考えていく。 

②大阪教区司祭評議会報告（ブラッドリー神父） 

・信仰を若者にどのように伝えるのか、青少年の召命と地区体制のあり方、ブロックの再編・見直しが

今後の課題となる。 

 

３．教区新生 20周年振り返り（全 2回の 1回目） 

(1)趣旨：教区新生 20周年振り返りを神戸地区評議会として実施する。 

実施期間：10月と 2016年 1月の地区評議会 

(2)分科会での分かち合いのテーマは、養成、社会活動、広報、青少年司牧、エキュメニュカル、ふっこ

うの架け橋。 

(3)分かち合いの内容：神戸地区活動の取組みの評価、良かったこと、悪かったこと、今後の課題につい

て、議長団等、専門委員会委員長、小教区議長・副議長で分かち合いをする。 

 

教区新生２０周年振り返り（全体発表） 

(1) 養成 

 ・集会祭儀司式者養成、病者訪問奉仕者養成コースが実施でき、ある程度成果が上がっていると思う。 

 ・神父様から集会祭儀が少なくなったが、良いことであるとの話があった。 

・子どもが少ない。青少年のリーダがいない。リーダの養成が必要では。青少年のために何をすべき

か。 

・外国人のために何か養成が必要では。（例えばベトナム人の集会祭儀司式者） 

 

(2)社会活動 

 ・20年の振り返りとして、たかとり教会でＴＣＣ（たかとりコミュニティーセンター）、たかとり救援

基地が活動しているが、信徒の参加が少ない。小野浜公園で炊き出しを行ってきた。 

 ・ミサの言語の問題があり、多言語ミサの取組が必要では。 

・高齢者への取組が必要である。 

・精神的な谷間の方がおられるので、どのような活動があるのか。精神的なものはわかりにくい。 

・祈りと活動とのバランスが重要であり、考える必要がある。 
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(3)広報 

・小教区、ブロック、神戸地区の活動が伝えられ広報活動はよく出来ていると思う。今年から発行が

年 

6回から 4回に減った。 

 ・魅力ある読みたい記事ができていないのでは。 

 ・将来の課題として「つながり」を未信者の方にもどんどん読んでもらい、宣教活動につながるもの

になればよい。 

 

(4)青少年司牧 

・ＪＯＣ（ジョック：カトリック青年労働者連盟）、働く青年のための活動グループが関東の方である

が神戸での活動がない。 

・青少年たちの場の提供が必要。青少年に押しつけない環境が必要である。 

・青少年から声を出して頂いて、活動をともにする。 

・小教区単位では難しく、神戸地区としてのＳＮＳを利用しての活動はあるのでは。 

(5)エキュメニュカル 

・神戸市民クリスマスが 57回目、神戸バイブルハウスが創立後１２年（１３年目）と活動がメインで行

っている。（メンバーも固定しており、カトリック信徒の参加も少ない。手伝っている方が少なくなっ

てきた、世代交代も考えて行く必要がある） 

・バイブルハウスで聖書リレー読書会をやっている（７回目、１２年目）ようにカトリックとプロテス

タントの垣根を越えた取り組みが必要では。 

 

(6)ふっこうの架け橋 

 ・4年間続けられてきたのは良かった。 

 ・各小教区では携わった方以外の認識度が低い。活動状況を理解してもらうためにも各小教区へのお

知らせを充実する必要があるのでは。 

・報告書を各小教区へ送っているが、フォローがされていないのが現状。 

 ・5 年を目途に振り返りの時期と考えている。11 月にプロジェクトを旗揚げし来年度の計画を立てて

いく予定。 

 

 

■ 全体発表を通して（松浦地区長より） 

6グループの発表から共通課題として出た、青少年の養成・育成、外国人との共生・交わり、エキュメ

ニュカル、ふっこうの架け橋等について、新生計画の目玉である地区共同体の神戸地区として今後どう

取り組んで行けばよいか、小教区評議会に持ち帰り話し合い、意見を聴いて、神戸地区評にフィードバ

ックして欲しい。 

  

☆以下、各議事の概要については紙面の都合により、各小教区議長あて全体版を送信。 
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<委員会報告> 

  神戸地区養成委員会 

9 月 23 日、神戸中央教会にて集会祭儀司式者、聖体授与を伴う病者訪問奉仕者のリフレッシュコース(第 1

回)が行われました。 

 このコースは集会祭儀司式者、聖体授与を伴う病者訪問奉仕者の養成を受けられた方が、3 年ごとに受講す

るもので、奉仕への召出しを再認識し、奉仕に関わる情報、体験を共有して新たな歩みの糧とするものです。 

 今回は神戸地区全体で 130名あまりの方が 3回に分けて参加されます。 

 当日は 10 時から始まり、午前中は皆で集会祭儀を行い、その中で勧めの言葉に変えて朗読された福音をグ

ループに分かれて分かち合いました。 

 ルカ 19章の徴税人ザアカイの箇所を 6～7人の小さなグループでゆっくり時間をかけ、見えてくる情景、自分の

立ち位置、自分への呼びかけなどを分かち合うと新たな気づきが生まれてきて私たちにも呼び掛けておられる

神様の声に喜んでついていこうとの決意が生まれてきました。 

 共同祈願では分かち合いのなかから生まれてきた祈りを各グループの代表がささげました。 

 午後は最近の典礼の動きなどの説明の後、各グループでそれぞれの奉仕の体験の中から、恵みに感じたこと、

困難に感じることを分かち合い、全体会で報告しました。 

 典礼への理解が深まったこと、共同体の一致を感じるようになったこと、ご聖体への理解が深まったことなど多

くの恵みを感じる一方で、奉仕者の高齢化、外国人に対する取組み不足などの課題も出されました。 

 また奉仕が個人プレーにならないようにチームワークの大切さも確認されました。 

 最後に神戸中央教会の傘木神父様から「信徒奉仕職」は単に奉仕やお手伝いという感覚ではなく Lay minister

として司祭と同じように召出しを受け、派遣されているという自覚をもって歩むようにと激励され派遣の祝福を受

けて終りました。 

 同コースは 10月 12日六甲教会でも行われ 39名の方が参加し、11月 23日垂水教会でも同じプログラムで行

われます。 

 

  57th Caroling in Kobe 
  第 57 回 市民クリスマス 

『心あたたまるクリスマス』 

聖句 「いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心に適う人にあれ」 

                                   （ルカによる福音書 2章 14節） 

日時：2015年 12月 11日（金） 

               １．キャロリング 17：00～18：45（北のコース・元町コース） 

２．子どもプログラム 17：00～19：30 

３．ほっとタイム 18：00～19：15 

４．祈りと祝福のとき 19：30～20：30 

５．青年のつどい 20：30～21：30 

                     メイン会場：日本キリスト教団 神戸教会 

 

入場無料 

どなたでも参加 

できます。 
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原発事故被災者互助組織  「ゼムリャキ（同郷人 たち ）」 支援のつどい 

 

■と き：2015年 12月 6日（日）14：00～15：30 

■ところ：カトリック神戸中央教会 

■お  話：タマーラ・クラシツカさん / スヴィトラーナ・ベスパーロヴァさん  

    クラシツカさん                    竹内 高明さん（通訳者） 

 

■賛助出演：アンサンブル キルヒェ （フルート演奏） 

■主 催：平和を願う草の根グループ “えんどうまめ” 

■連絡先：カトリック社会活動神戸センター ☎０７８－２７１－３２４８    ベスパーロヴァさん 

 

 

 

◆◆北ブロック◆◆ 

                         

          

■ 三田教会 ☎ 079-562-4404  Fax 079-562-9404  

1．10月 25日（日）、日本カトリック信徒宣教会から東ティモールに派遣され活動して 

いる深堀さんから現地の状況などについてお話を聞きました。 

2.  2016年度教会年間テーマを昨年と同じ「祈りと交わり」に決定。各委員会等の活動 

目標、計画、予算について話し合いを始めました。 

3.  三田・篠山地区のプロテスタント教会などと合同で行う「第 28回三田クリスマスの 

集い」を 12月 5日（土）13時からに三田駅前一番館 6階で“共にクリスマスを祝い 

楽しみましょう！”をテーマに開催します。  

 

12月 6日（日） 9：30 待降節黙想会（指導司祭：エマニュエル神父）、ゆるしの秘跡 

20日（日）ミサ後 教会学校クリスマス会、ゆるしの秘跡 

24日（木）19：00 主の降誕の祭日（夜半のミサ）ミサ後、お祝いパーティー 

25日（金） 9：30 主の降誕の祭日（日中のミサ）ミサ後、お祝い茶話会 

          

2016年 

1月 1日（金）11：00 新年のミサ 

10日（日）ミサ中「成人の祝福」（予定） ミサ後 新年あいさつ会と 

成人のお祝い 

   

チェルノブイリからのたより 

«北ブロックの活動より» 
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■神戸中央教会  ☎ 078-221-4682  Fax 078-221-4684  

【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)19：30 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（）  

司教区祈り推進チーム 

毎週(土)15：00 信仰入門講座 傘木神父 

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) 

<日本語でこんにちわ>  

 毎週（木）10：30～12：30、13：30～15：30 

 毎週（日）13：30～16：00 

 日本語を学び、日本語を話す機会を持ちたい方の国際交

流の場です。子供のいる方も遠慮なくご参加下さい 

■住吉教会  ☎ 078-851-2756  Fax 078-842-3380 

2016年 

1月 10日（日） 新成人への祈り  9：30 ミサ中 

   17日（日） 阪神淡路大震災 21周年追悼ミサ 9：30 

2月 7日(日) 聖パウロ三木お祝い 9：30 ミサ後（ぜんざい） 

10日（水） 灰の水曜日ミサ   19：00 

 

■六甲教会  ☎ 078-851-2846  Fax 078-851-9023 

12月 8日(火) 無原罪の聖マリア ミサ 7：00  10：30  

  ロザリオの祈り10：00 六甲教会創立記念日 

23日(水) 「クリスマス音楽の集い」 14：00  

(詳細は P11 をご参照下さい) 

2016年 

1月 10日(日) 新成人祝福式(10時ミサ内) ミサ後 新年会 

2月 10日(水) 灰の水曜日 ミサ 7時 10時 19時 

          ※2/7(日)までに昨年の枝をお持ちください 

▪ 結婚準備セミナー 2月 6・13・20・27日/3月 5・12・19・26

日。計 8回/何れも土曜・14時 

▪ 受付休日 11/23。2016/1/11。年末年始：12/28～１/2。  

※クリスマスミサ・31日感謝ミサ・新年ミサは P12 をご参照ください。     

<行事報告>          2015 年度第１回東ブロック連絡会議事録(概要) 

１．日 時：2015年 9月 13日（日）13：45～15:30  ２．場 所：六甲教会 第４会議室 

３．出席者：神戸中央(ブラッドリー神父、山野、濱本) 住吉(氏家、滝川、南浮) 六甲(アルフレド神父、堤、小林) 

４．議 題 (１）2015年度東ブロック合同堅信式の振り返り 

・準備委員会より反省会(6/20)の内容が報告され、以降に反映する事で合意した。 

 (２）2017年度神戸地区大会と東ブロック合同会議の取り扱いについて 

   ・合同堅信式は２年毎の実施を継続し、神戸地区大会については、3年後の 2018年度開催を 

神戸地区評議会に提案することで合意した。 

（３）情報交換  ①新生計画の振り返りの状況 

住吉教会：小教区総会(4月)で全体説明後、リーフレット等の資料に基づいて各グループ･委員会で分ち合い継続中。 

神戸中央：「大阪教区新生 20周年振り返り講演会」を基にして着手する。 

六甲教会：各専門部会(典礼･社会活動部)で実施中。5つの祈りを主日ミサ共同祈願に取り入れて利用している｡ 

   ②秋の行事の報告 

 （４）その他：東ブロックとして「黙想会」の内容・方法を検討することが必要であると認識した。  

※次回、東ブロック連絡会議 2016年 2月 21日 住吉教会 

【雨宮神父による聖書講座】 

今年は 9月 19日（土）に宣教部主催で午前 1時間半、午後 2時間の時間帯で講座が開かれました。参加者は 75

名となり、半数近くは六甲教会以外からの参加で、聖堂で熱心に講義を受けておられました。参加者の中に洲本教

会からわざわざお越しになった池長大司教の姿もありました。内容は聖書学者らしく緻密な解釈の講義でしたが、

「何を私達に語りかけているか？」を悟ることが大事であると指摘されました。         （Y.F. 六甲教会宣教部） 
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～～～～～～～～～～～≪中ブロック国際協力の日の集い≫～～～～～～～～～～～

～ 

 

秋晴れの９月２７日(日)｢中ブロック国際協力の日を考える｣をテーマとする集いが、たかとり、兵庫、

鈴蘭台３教会の信徒が一堂に集い、たかとり教会で行われた。 

第１部の｢ＴＣＣの歩み｣のプレゼンテーションでは、阪神淡路大震災で大きな被害を受けたたかとり

教会が、多くのボランティアの力を集めて、鷹取教会救援基地から出発して、震災後１０００日でたか

とり救援基地となり、２０００年に「たかとりコミュニテイーセンター｣として、法人格を取得、現在、

特定非営利活動法人として、傘下の下記１０団体が、放送事業、翻訳事業、外国人支援など、多文化共

生の核としての活動を続けているとの説明があった。 

11時からはエマニュエル神父、大久保神父，松浦（謙）神父の司式でミサが行われた。 聖歌はベト

ナム語で、共同祈願はインドネシア語、ベトナム語、日本語で捧げられた。 

エマニュエル神父は、｢信仰を超えて一つになる。これが愛、私たちは神が愛であることを知ってい

る。愛を受け入れて共に生きる。信者であるかどうかではなく、全てを受け入れて一つになろう｣とメ

ッセージを述べられた。 

昼食をはさんだ第 2 部では、今回初めての試みとして、広場の中央に「流しそうめん｣のセットを作

り、皆それぞれのどを潤した。兵庫のばら寿司、鈴蘭台の焼き鳥も好評であった。 

食事の後は、各教会の持ち歌の披露と、神父様の美声が響きわたり、各国語（フランス、インドネシ

ア、韓国、中国、スペイン、ベトナム）で「こんにちは」「ありがとう」等の出会いの｢ひとこと教室｣

も開かれた。 

そして、最後に全員で「アーメンハレルヤ」の大合唱、心に残る一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

たかとりコミュニテイーセンター10 団体の名称と事業内容（http://www.tcc117.org/） 

特定非営利活動法人 ＦＭわぃわぃ 10言語で地域生活情報を発信 

〃  多言語センターＦＡＣＩＬ    翻訳・通訳のコーディネート 

AMARC日本協議会 世界コミュニテイーラジオ放送連盟の日本事務局 

ワールドキッズコミュニテイ 外国人の子供支援と教育変革 

特定非営利法人 リーフグリーン くらし、介護のお手伝い 

ひょうごんテック 応援します！ NPO活動のパソコンのこと 

アジア女性自立プロジェクト アジア女性の自立生活への支援 

ベトナム夢 KOBE ベトナムコミュニテイーのサポート 

ひょうごラテンコミュニテイ 日本に住むスペイン語圏住民のコミュニテイ 

野田北ふるさとネット 地域のまちづくりマネジメントを目指します 

TCC の説明 

出店風景 イベント風景 

神父様方の熱唱・熱演 

http://www.tcc117.org/
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西ブロック４教会連絡会 報告  

 

日 時：平成 27年 9月 13日（日）14:00～16:00 

場 所：明石教会 

出席者：松浦神父・Sr.中尾 Sr.前田 

    及び 4教会代表者 

【議題】 

 

1) 「一粒会」次期役員選任の件 

  垂水教会・北須磨教会はすでに選出済みなので 

今回は明石教会より選出する。次回は洲本教会。 

                     

2)「新生計画 20周年振り返り」の各教会の取り組 

みについて 

 各教会の現況を報告し、意見交換を行った。 

 

3) 洲本教会聖堂改築の件 

 現況は 7000万円の必要資金に対し 900万円不足。 

 神戸地区としての支援の指針を早期に考えていく。 

 必要資金当初 6000万円が 7000万円となった経緯等、 

次回評議会で洲本より報告予定。 

 

4)黙想会等の日程確認 

11 月 29 日 垂水  12 月 6 日 北須磨 

12 月 13 日 洲本  12 月 6 日 明石 

2 月 6 日  洲本献堂式   2 月 14 日  洲本   

2 月 28 日  明石  

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
12月 1日(日) 評議会 

12月13日(日)  黙想会(池長大司教様) 

12月20日(日)  日本語ミサ10:00～池長大司教様 

        タガログ語ミサ11:30～アマド神父様 

12月24日(木) 聖夜ミサ19:00～ 

12月25日(金) 降誕ミサ10:00～ 

 1月 1日(金) 元旦ミサ10:00～ 

 1月10日(日) 評議会 

 1月17日(日) 一致祈祷会(岩屋キリスト教会) 

       14:00～ 

 2月 6日(土) 聖堂献堂式典(祝賀会)13:00～ 

 2月 7日(日) 評議会 

 2月14日(日) 2.11集会(信教の自由) 

志築キリスト教会14:00～ 

 2月21日(日) 日本語ミサ10:00～池長大司教様 

     タガログ語ミサ11:30～アマド神父様 

＊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 

＊毎週日曜日午後4時～、毎週金曜日午後7時～ 

 キリスト教研究会 池長大司教 

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
12月 6日(日)  ミサ 9：30～ ミサ後 黙想会 
12月 19日(土) 子供たちのお泊り会 15：00集合 
12月 20日(日) 子供ミサ 9：30 ～ 
         （子供たちのクリスマス会） 
12月 24日(木) 御降誕夜半ミサ 20：00 ～ 
12月 25日(金) 御降誕ミサ 9：30 ～ 
1月 1日(金)  新年ミサ  9：30 ～ 

       
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
12 月 13 日(日) 評議会 ミサ後 
12 月 19 日(土) クリスマスキャロル@垂水駅前 
        17:00～ 
12 月 24 日(木) ミニコンサート 19:30～ 
        降誕祭夜半のミサ 20：00～ 
12 月 25 日(金) 降誕祭ミサ 10：00～  
        子供ミサ 14：00～ 
1 月  1 日(金) 新年のミサ 10：00～ 
1 月 10 日(日) 新年会・成人のお祝い ミサ後 
2 月 14 日(日) 評議会 ミサ後 
 
北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
 
12月 6日(日) 待降節黙想会  
12月 20日(日) クリスマスキャロル in名谷 

17:00～ 
12月 23日(祝) クリスマスキャロル in西神 

17:00～ 
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(金) 新年のミサ 10:00～ 

 

5)「西ブロック４教会連絡会」の今後の運営につい

て 

・地区評との連動を考え、年 6 回を年４回開催とす

る。 

・地区評の前月実施を原則とする。 

・会場となる担当教会が議題を作成し事前配布し、

また議事録も作成する。 

 

6)その他 

①ミサのローテーションについて 

・ミサローテーションは重点教会の信者との関わり

を深めていく方向で作成。 

②相互会計監査について 

・１年に２回、前期と後期で実施。 

北須磨−垂水 

於 北須磨教会 10 月 18 日(日) 後藤神父 

洲本−明石  

於 明石教会 10 月 18 日(日) 高橋神父  
 
次回は、11月 22日(日) 14:00～ 北須磨教会 



 

   

 

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 77 回聖書セミナー/11 月 5・12・26 日/12 月 3 日(木曜) 

 14：00～16：00 バイブル・ハウス。11/12 のみ神戸中央教会 

   テーマ ： 「ヨハネの福音書 ～良き牧者との絆～」 

  講師 ： 池長潤大司教 (詳細、ニューズレターNo.72 参照) 

◆第 78 回聖書セミナー/2016 年１月 7・14・21 日（木曜日） 

        14：00～16：00 神戸バイブル・ハウス 

  テーマ：「聖書のいのち」 

 講師：水垣渉師(京都大学名誉教授) 

                  (詳細、ニューズレターNo.72 参照) 

◆KBH ふれあいバザー：11/14(土） 11 時～14 時 

◆KBH クリスマスランチョン：12 月 5 日(土)11 時から 14 時半 

参加費：前売り 1000 円、当日 1200 円(配布済チラシ参照) 

◆テレマン フォーレ レクイエム演奏会 (池長大司教ミサ形式) 

2016 年１月 16 日（土）18 時   於：カトリック夙川教会 

  入場無料 (震災支援として、出口献金を予定) 

◆キリスト教一致祈祷会 ： 2016 年 1 月 16 日(土)  

於：神港教会(改革派) 14 時  

 祈祷：岩崎 謙 牧師（神港教会）    

説教：川邨 裕明 神父(カトリック芦屋教会） 

※新・HP アドレス http://ｋｂｈ－ｂｉｂｌｅ．ｊｐ 

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

 
【編集後記】世界各地で、難民、教育を受けられない子

供達など、数多くの問題が起っています。対岸の事で

はなく、心がゆさぶられる思いでいます。なんとか平和

な世界となるよう祈る毎日です。「つながり」もこの６７

号で今年の発行は最終となりました。地区広報委員の

皆様の努力、協力に心から感謝を捧げたいと思いま

す。 (Y.Y.)    ホームページ  http://catholic-kobe.org/ 

カトリック 神戸地区だより つながり 

発行日/号数 2015年 11月 22日   Vol.3 67号 

発 行 カトリック大阪大司教区神戸地区宣教司牧評議会 

発行責任者 松浦 謙 神父 

編 集 神戸地区宣教司牧評議会 広報委員会 

 

■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 （参加費無料） 

 ・第 2・4 金曜日 19:00-20:30 講師：吉村信夫 （資料代千円/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）持参：聖書と筆記用具 

毎月第２土曜 13：30～15：30 / 担当：シスター 

  ※ 新刊書をつながりホームページで紹介。ご参照下さい。 

  ※ カトリック手帳、カレンダー、クリスマスカード販売中！ 

 

■兵庫・生と死を考える会 «月例会» 

▪12 月 20 日(日) クリスマスの意味を共に考え、 

共に歌い、お祝いしましょう。 

▪1 月 17 日(日) メモリアル サービス 

上記いずれも 会費：一般 700 円、会員 500 円 

          講師：高木 慶子(兵庫・生と死を考える会会長) 

堀 早苗 (あしや音楽療法研究会主宰) 

堀 彩 (あしや音楽療法研究会研究員） 

             会場：カトリック六甲教会 

■クリスマスチャリティーコンサート 2015 

カトリック社会活動神戸センター・須磨夜回り支援 

   日時：12 月 5 日(土) 13：00 （開場 12：30） 

   会場：カトリック神戸中央教会 主聖堂 

   入場無料（支援カンパにご協力下さい） 

 

■｢クリスマス音楽のつどい」 

日時：12 月 23 日（水・祝）14 時より 於：カトリック六甲教会 

プログラム：六甲教会聖歌隊合唱：クリスマスキャロル、ジ

ョﾝ･ラターの合唱曲など 

森脇一有美氏(フルート) ：モーツァルト、 

折川真理(ヴァイオリン) ：ヘンデルなど 

良いクリスマスを迎えることができますように、皆様と楽しいひ

と時を過ごすことができればと思います。どうぞ、お誘い合せの

上、おいでください。 

 

■結婚準備セミナー  

2 月 6 日 13 日 20 日 27 日 /  3 月 5 日 12 日 19 日 26 日。 

計 8 回 何れも土曜 14：00  於：カトリック六甲教会 

  ※ 詳細、ご質問は教会事務所（☎ 078-851-2846）まで 

     お問合せ下さい。 
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教会名 
クリスマス 感謝ミサ 

2016 年 元旦 
24 日 25 日 31日 

明石 19：30 9：30  9：30 

洲本 19：00 10：00  10：00 

垂水 
      9：30 (ミニコン) 

20：00 

10：00 （一般） 

14：00 （子供） 
 10：00 

北須磨 19：00 10：00  10：00 

鈴蘭台 19：00 9：30  10：30 

たかとり 
     18：30 (ミニコン) 

19：00 

10：00  

27 日 19：00（ベトナム語） 
23：30  

兵庫 19：00 9：30  10：00 

神戸中央 19：00  (バイリンガル) 10：00  (バイリンガル)  
0：00  (英語)  

10：00  (バイリンガル) 

住吉 19：00 9：30  11：00 

六甲 17：00 19：00  21：00 7：00 10：00 23：00 7：30 11：00 

三田 19：00 9：30  11：00 

芦屋 19：00 10：00  10：00 

夙川 
17：00 19：00 

20：30 22：00 
9：00  0：00 9：00  11：00 

仁川 19：00  22：00 10：00  0：00  10・00 

クリスマスミサ ＆ 新年ミサ 案内 


