
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 5月 69号 

 

 

                                   松浦 謙 神父 

 

この度の人事異動により、わたしは大阪教区を離れました。

神戸地区では６年間働きましたが、振り返って思うことは、

この地区は、やはり阪神淡路大震災を体験したことが、教会

のあり方に大きな影響を与えたという点です。今も続くシナ

ピスを中心とした種々の社会奉仕活動や、“ふっこうのかけ

はし”、エキュメニカル活動、外国籍の人々との交わり、さまざまな分野における信徒奉

仕職の取り組み、洲本教会建設支援などは、震災後に生まれた教区の新生計画“交わり

証しする教会”を目指す歩みそのものでした。 

 

現在、わたしは、カトリック中央協議会におけるカトリック新聞社と出版部で働いて

います。今までと全く異なる環境で未経験の仕事に携わることとなりました。これらも

教会の宣教活動の大切な部分ですので、今自分にできることを精一杯やっていきたいと

思っています。この６年一緒に楽しく働くことができた兄弟である司祭の皆さん、シス

ターたち、そして信徒の皆さんに感謝の気持ちで一杯です。宣教の実りをわたしなりに

実感できたことは大きなよろこびでした。それらは

わたしのこれからの司祭としての生き方に、新たな

力と希望になっていくと思います。皆さんのために

これからも祈り続けます。 

 

おりしも今年は、いつくしみの特別聖年にあたり

ます。神さまが私たちのうちに行われたすべてのこ

とに感謝すると共に、その御手にゆだねて、これか

らも同じひとつの心で歩んで参りましょう。 

（4 月より カトリック中央協議会勤務） 
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神戸地区 地区長代理 挨拶 

 

皆さんこんにちわ、私は六甲教会主任司祭 アルフレド・ゼコビアです。 

私は新地区長に決まった訳ではありません。松浦神父が東京へ移られた後、次

の地区長が決まるまでのピンチヒッターで、2 か月間、私が務めることになりました。

宜しくお願いします。 

 

始めに教区司祭評議会の報告をします。一昨年、14年の 6月頃だと思いますが、

堅信の秘跡・準備の手引き試用版が出されて、今後どうするか検討されました。委員会では印刷せず、

ネットにアップし、必要な人がそれをダウンロードして使うという事になりました。 

5月を目途にアップされるようです。これは、誰でもダウンロード出来る訳ではなく、目次は見えるが、

中身が分からない状態で、何か使用したいことがあれば、事務局（大阪）に連絡してアクセス権の許可

が与えられる仕組みで行う事になっています。 

 

次に、色々な委員会が盛り沢山のようですが、再編をする動きが出ています。大阪教区の色々な小

委員会の新しい形、合理化を目指す事が前回の評議会で話されました。 

他に、司牧者の手引きを改定する事になっています。まだ草案の段階です。決まった段階で皆さま

に報告されると思います。 

 

3月 9日に行われた神戸地区の司牧者の集会で、三田教会の北ブロックをどうするか、中ブロックに

入れるのか、入れないのか。司祭同志、シスターも含めて話し合っているところです。結論が出ていま

せん。今日何か進展があればと思います。 

 

最後に「ふっこうの架け橋」の活動ですが、青少年司牧と一緒にしたらという事で、青少年司牧を担

当しているエマニュエル神父と大久保神父がそのまま担当する事が決まりました。養成、社会活動に

ついても、新年度の新しい体制になってから決めることになっています。 以上が最近の流れです。 

（4月 3日(日)兵庫教会での神戸地区評議会出席時のアルフレド神父挨拶要約） 

 

※地区評議会で三田教会の中ブロック統合は《概ね賛成、合意し》、地区長より大司教へお伺い致しま

す。 

 

 

 

 
 

    社会活動委員会  ： 高山 親 神父 

     養 成  委員会  ： コンスタンシオ コンスルタ 神父  傘木 澄男 神父 

広 報  委員会  ： 地区長兼任  

     青 年  委員会 / ふっこうの架け橋 ： エマニュエル・ポポン 神父 

大久保 武 神父 

地区委員会 指導司祭 紹介 



3 

 

ふくしま通信 －第 10号－ 

 長引く余震による避難で心身ともに疲れ切っ

ておられる熊本・大分の皆さんに心からお見舞い

を申し上げます。神戸が経験した「阪神淡路大震

災」からこのかた、世界中に大きな地震や津波が

猛威を振るい、どれほど多くの命が奪われたこと

でしょう。災害の教訓は国の状況や国民性の違い 

また同じ国であっても地域性の異なりが均一の

支援では対応し切れないことを如実に物語って

います。だからこそ、せめて危険をはらんでいる

ことが明らかなものには、目先の利益を優先させ

ることなく、思い切った判断が必要なのは火を見

るよりも明らかなことだと思うのですが・・・。 

せまい日本列島を覆う

ように配置されている

原発。その数、54基（稼

働中、停止中を含む）。 

私達の暮らす日本は、

アメリカ、フランスに

次ぐ世界第 3 位の原発

大国となっています。福島での原発事故について、

先日、ＮＨＫの「時論公論」という番組の中で、

チェルノブイリと福島の比較から、日本が（政府や

電力会社等の経済界、そしてそれを良しとはしなくても見逃

してきた私達一人ひとりを含め）チェルノブイリの事故

から謙虚に学び、活かして来なかったことが取り

も直さず大きな要因であったと言われていまし

た。「想定外」と言う言葉で片付けるには、あま

りにも大きな代償を払い続けなければなりませ

ん。「フクシマ」の抱える問題は過去のものでは

なく、原発に覆われ、地震が頻発する日本だから

こそ、二度と繰り返さないために学びとらなけれ

ばならないと思います。 

 さて、前号でもお伝えしましたが、“ふっこう

のかけ橋”2016の計画が動き始めました。 

5/７、8 の２日間をかけて現地を訪問し、野田

町・松木町両教会の神父様、信徒会の役員さん、

教会学校の皆さんと福島の現状や教会での取り

組み、“ふっこう”プログラムへの意見などを伺

って来ました。熊本・大分で大きな震災が起こり、

日本中の目がそちらに向かっている今、教会の中 

              2016年5月 

       ふっこうのかけ橋実行委員会 

でも「まだ“ふっこう”？」と言う声が聞こえる

今日この頃ですが、チェルノブイリ同様に被災者 

特にこども達の健康を願い、原発による被災を見

守り続ける必要性を感じています。神戸と福島の

間に架けられた橋の耐用年数はまだまだありま

す。5回目の開催を迎え、これからの橋の渡り方

を検討する時期でもあります。 

  

この橋を渡り、福島の現状を目の当たりにされた

「アンサンブル・イソジーナ」による支援チャリ

ティーコンサートが下記の通り開かれます。今回

は福島で生まれ育ち、暮らし続けてこられた鈴木

キミ子さん（松木町教会信徒）に、震災から今日まで

の福島における支援について、コンサートの中で

お話いただきます。現地の生の声をどうぞ皆さん、

お聞きください。 

 

“ふっこうのかけ橋” 

アンサンブルイソジーナ 

チャリティコンサート Vol.4 

〜ふっこうのかけ橋を渡って、うたとお話〜 

 と き：2016年 7月 16日（土）14時開演 

 ところ：カトリック神戸中央教会 主 聖 堂 

   歌 ：アンサンブルイソジーナ 

 お 話：鈴木キミ子さん カトリック松木町教会信徒 

    "愛の支援グループ”代表 ふれあい茶の湯主催 

      

  “ふっこうのかけ橋”2016 

 と き：2016年 8月 4日（木）～8日（月） 

 ところ：神戸市立「自然の家」（8 月 5日～7日） 

    舞子 愛徳姉妹会 「ナザレの家」 

 

神戸地区教会学校のこども達とともに、六甲の自然の

中で寝食を共にして交流を深めます。 

また、今年度より、“ふっこうのかけ橋”担当司祭が 

ポポン、大久保両神父様に代わりました。 
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2016 年 4 月度「神戸地区宣教司牧評議会」議事録（要約版） 

 

１．日 時・場 所  4月 3日（日）14：00～16：00、カトリック兵庫教会 

出席者：アルフレド地区長代理、エマニュエル神父、議長団、各小教区、専門委員会 

 

２．アルフレド地区長代理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（1）教区司祭評議会報告（３月１６日） 

    ・「堅信準備の手引き」を大阪教区ホームページから必要な方がダウンロードして使えるように

準備が進められており５月をメドにアップされる予定。ダウンロードは教区事務局に申請し、

アクセス権を付与することとなる。 

・教区各委員会の再編をする動きが出ている。３つの愛、道、いのち、VIA 

・「司牧者の手引き」を現状に合わせる形で改訂をする予定。    

（2）神戸地区司牧者集会報告（３月９日）・三田小教区のブロックの統合案協議 

② ４月からの各部会指導司祭について 

※新年度の新体制で、養成・社会活動・広報及び青少年司牧・ふっこうの架け橋（担当 エマニュ

エル神父、大久保神父）の各部会の担当司祭を決めていく。 

 

３．議 題 Ａ審議事項 

① 三田小教区（北ブロック）のブロック統合（中ブロックへの統合）について 

＊三田・鈴蘭台・兵庫・たかとりの各小教区の話し合い経過、結果について 

三田教会 ⇒ ブロック再編について、概ね賛成。 当面は現状を大きく変えない形で三田教会の

司祭の主任制度を堅持しつつ、中ブロックの共同宣教司牧との関係、協力を守り、中ブロック信

徒との交流、ブロック活動が取り組めればと考える。 

鈴蘭台教会 ⇒ 信徒から特に反対意見は出ていない。統合の結果どうなるのか決まっていないの

で、三田教会の意見を聞いてから決めたい。「神父様の協力体制を強化すれば統合する必要性が

あるのか？」と言う意見も出ていた。概ね賛成。 

兵庫教会 ⇒ 鈴蘭台教会と同じような意見です。距離的な課題あるが概ね賛成。  

たかとり教会 ⇒ 反対は特にない。概ね賛成。司祭のミサ司式ローテンションは、既に実施され

ており問題ない。中ブロック合同堅信式準備の勉強の課題等。 

※ 神戸地区評議会での意見集約の結果、取りまとめとして前に動き出すこととし、三田教会を中

ブロックに統合することについて「概ね賛成」という意見を地区長から大司教様にお伺いをし

ていただくことに決定。最終判断は、大司教様が判断されることとなる。 

② 2015年度決算（仮報告）、確定後各小教区議長に送信（済）。2016年度予算について、1月度地区

評議会で承認済。各小教区分担金について、4月末振り込み依頼。 

③ 神戸地区平和祈願ミサ、平和旬間行事：本年も各地区開催決定。「いつくしみの特別聖年」を理

解し、取り組む。8月 6日（土）午後 1時から神戸中央教会、承認。 

④ 教区国際協力の日ミサ・イベント（10 月 16 日（日））：ミサ堂内案内・献金当番・聖体拝領誘導

スタッフ 10名派遣承認。中ブロック教区行事に参加。住吉 10/23。 

Ｂ 提案事項 

① 「神戸地区社会活動委員会」規約改正（案）について（岩佐委員長） 

※愛称として「シナピス神戸」を使用できる旨の改正規約（案）が提案され、承認。 
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 Ｃ 報告事項 

① 洲本教会 谷間議長より、聖堂建設支援募金集約結果報告と募金協力感謝謝辞。 

②  ふっこうのかけ橋：キャンプ 8月 5日（金）～7日（日）、六甲山 市立自然の家。 

 

４．地区評議会新生 20周年振り返り（第 2回）全体会  

※課題別再確認（神戸地区として）（続き） 

（5）エキュメニカル  

・教区レベルでは、エキュメニカル委員会があり活動を行っているが、神戸地区としての活動は全

くなく、委員会もない状態である。ある教会の祈祷式があったが、カトリック信者の参加が少な

く、毎年、限られた人しか来ない。小教区でもアピールが出来ているか疑問。エキュメニカルを

もっと重要視して活動する必要があるならば、神戸地区としても呼び掛けが重要である。（担当） 

・三田は地域性もあって古くからプロテスタントと合同で「三田クリスマスの集い」や世界祈祷

日の「祈祷会」を持ち回りで開催しており、神戸地区とのつながりはない。（三田） 

・洲本でも、淡路島の中でエキュメルカルの集いがあり、祈祷式を行われている。バイブルハウス

だけの活動だけではなく、横の連携を取って行く必要がある。エキュメルカルからの名前から連

想されるのは、超教派との連携（対話）。（養成） 

（6）ふっこうのかけ橋 ・各小教区から代表者を出す活動ではなく、各小教区の有志の方を中心に活

動をしているので、どうしても認識度が低い。神戸地区の活動であることを皆さんに認識して

もらうことが重要である。 

・なぜ、神戸地区として距離の遠い福島に対して、アプローチしているかという存在意義を見つ

め直す必要があり、もっと伝えて行けば良いと感じている。 

  ・「ふっこうの架け橋」今年で 5年を迎える。チェルノブイリ原発事故は 30年経過 

しているが、活動を継続していることを知り、「ふっこうの架け橋」は、4、5年で 

終わりではなく、これからも関わっていく必要があることを再認識した。 

・青少年育成、リーダー養成の機会。友達になることで福島のことを思い心配する。 

  ※全体をとおして：振り返りの中で、「人がなかなか集まらない」と言う共通の悩みがある。活動に

熱意のある方や小教区で代表として社会活動をやっていると認識されると、社会活動やイベント

にしか出てこない。不特定多数の方に声を掛けても集まらないので、日頃から信者同士の交わり

をとおして活動の情報を提供することで世代交代も可能になるのでは。根回し的発想で人が集ま

ってくる。（大久保神父） 

 

 

 

“ふっこうのかけ橋”2016 

と き：2016年 8月 4日（木）～8日（月） 

ところ： 神戸市立「六甲自然の家」（8月 5日～7日） 

舞子 愛徳姉妹会 「ナザレの家」 

   

                      神戸地区教会学校のこども達とともに、六甲の自然の中で 

寝食を共にして交流を深めます。 

≪お知らせ≫ 
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ユスト高山右近列福祈念巡礼 

～生誕の地高山から隠れキリシタンの里「千堤寺」～に参加して 

 

                   右近クラブ会員  

                                     蛭田 武（カトリック六甲教会） 

 

４月１３日（水）ユスト高山右近の巡礼の旅に参加し

ました。カトリック芦屋教会の川邨神父様始め、芦屋教

会、明石教会の人たち総勢 13 名がマイクロバス（今回

は大型バスでは行けない所も訪問するので）１台に同

乗し、豊能町高山の「右近の郷」に向かいました。 

到着してまず、「高山マリアの墓」を訪れましたが、木々

の間にひっそりと４基の墓碑があり、３基は寄り添うよう  

「右近誕生の碑」               に、１基だけぽっんと少し離れた所にありました。これら

の墓碑は隠れキリシタンの２組の夫婦の墓という説と右近の母親の墓とも伝えられています。そ

の後、「右近生誕の碑」、高山コミュニティセンターのグランドにある「右近夫婦像」などを訪問しま

した。春ののどかな日差しの中で小鳥たちのさえずりを聴きながら静かな里山高山に居ると、４０

０年前の高山右近の姿が見えてくるようでした。 

昼食後は、茨木市の隠れキリシタンの里千堤寺（せ

んだいじ）の散策に出かけました。最初に「茨木市立キ

リシタン遺物資料館」へ。ここでは東家の東マリアさん

が我々の為に貴重な遺物品の数々について説明して

くださり、参加の皆さんも熱心に耳を傾けられていまし

た。私は資料館を出て「マリア黙想の道」を歩きながら、

隠れキリシタンの生活を思い浮かべていました。クル

ス山を望みながら下り、玄関前に右近像のある「愛と 

光の家」を訪れました。ここで参加者は川邨神父様司式         「右近夫婦像「 

のミサに与りましたが、和風の聖堂は右近を偲ぶのに

ふさわしく、いい御ミサでした。最後に千堤寺天主堂跡

地の「聖マリア像」を訪問し、今回の巡礼の旅は無事

終わりました。心配した雨もミサ中に降っただけで、本

当に心洗われる充実した１日でした。 

キリシタン大名高山右近は、知れば知るほど彼の信

仰の深さ、知識人、文化人としての偉大さに心打たれ

ます。 

私は今後も彼の足跡を辿ってみたくなりました。         「愛と光の家での御ミサ」 
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 日本聖書協会では、「聖書クイズ王決定戦」を、全国各地で開催してきましたが、 

 本年の９月１７日（土）神戸市「スペースアルファ三ノ宮」でも開催されることとなりまし 

た。参加方法などの詳細は、日本聖書協会の Webサイトで確認ください。  

      

既に、各教会宛にはお知らせを送付済ですが、２０１８年完成予定の新翻訳聖書の 

パイロット版が販売されています。これは、一般読者の意見を吸い上げて、改訂版を 

より良いものとするために行うものです。どの部分が発行されているか等の詳細は 

日本聖書協会の Webサイトで確認ください。     

   

        日本聖書協会ホームページ  http://www.bible.or.jp/main.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイブルハウスのお知らせ 

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

北ブロックの活動より 

 

1．エキュメニュカルの一環とした世界祈祷日「祈祷会」が、3月 4日（金）今年度担当の 

日本キリスト教団摂津三田教会で行われ、三田教会より 15名の信徒が参加し、 

他教会の皆さんとの交流を深めた。 

2．3月 26日（土）の復活徹夜祭ミサに 2名の洗礼式とカトリック三田教会以外で洗礼を 

受けられた 2名の方を三田教会に受け入れる式が行われた。また、3月 27日（日）の 

復活祭のミサ中に 2名の洗礼式がありました。 

3．三田小教区のブロック再編（中ブロックへ統合）について、地区集会での信徒の 

意見を集約し、評議会で話し合った結果「概ね賛成する」との意見でまとまった。 

 

6月 19日（日）ミサ後、小教区信徒総会 

7月 30日（土）～31日（日）教会学校キャンプ（三田市野外活動センター） 

 

 

 

北ブロック 
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＜行事報告＞     

■サムエルナイト  [2016年 4月 2/3日(土/日)] 

 「いつ主が来られても気付くようにいつも心は目覚めていなさい」と言わ

れたサムエルに習い、毎年神戸中央・住吉の教会学校で行われているサ

ムエルナイトが今年は神戸中央であり

ました。１日目は高槻教会に行き、高山

右近の紙芝居を見せていただき、歴史資料館、城跡公園に行き、教会横の幼稚

園で高槻教会の子供達と一緒に遊びました。神戸中央に帰ってからは感想文を

書いたりお風呂屋さんに行ったり。２日目は主日のミサに与りました。皆と共に学

び、遊び仲良くなれ、春休みの良いお恵みとなりました。 (住𠮷教会 K.T.) 

 

■「安保法制と今後について」   [2016年 4月 24日(日)]  

4月 24日（日）12時からカトリック六甲教会で、笠松健一弁護士による講演、（テーマは「安保法制と今後について」）

が 社会活動部主催のもとで行われ、夏の選挙戦を前に関心をもたれた方も多く、60名ほど参加されました。 

 私が、この講演を聞いて一番残念に思ったことは、自民党による強行採決で

施行されてしまった安保法案により、これまで、南スーダンのように内戦の続く

国において、武器を一切もたずに、道路整備、医療支援、物資調達など本当に

困っている人々を助ける意味で、<平和ブランド> として愛されてきた日本の自

衛隊が、集団的自衛権行使によって、武器を持たされ、その平和ブランドが消

えてしまうということでした。純白な鳩が、真っ赤な血の染まった鳩にならないよ

うに、私たち国民は政府の打ち立てた安保法案が人々の平和につながるのか

真剣に考えなければいけないと切に思いました。(六甲教会 社会活動部 井川伸子)  

 

 

■ 国枝 巧 チャリティコンサート 

楽壇生活４０年記念  [2016年 5月 7日（土）] 

  5月７日（土）15時 ～ 神戸中央教会主聖堂で「国枝 巧  

チャリティコンサート」が行われた。 

 第１部、力強い声量あるバリトン独唱、「魔笛」、「アティラ」、「アルジェのイタリア女」「ドイ

ツ歌曲」などが披露された。第２部、ジュニアコーラス ティンカーベル、レインボウジュニア

による童謡 児童合唱、「叱られて」、「かやの木山」、「エーデルワイス」などが披露された。

他にフルート四重奏が演奏された。 

  国枝氏は４０年の間に、調子が悪く本番に間に合うかどうか苦しんだこともあった

と言う。また、いつも誰かに支えられてやってこれた事を感謝している。 

  国枝氏の作詞作曲の童謡は４０曲にのぼっている。これまで、いろんな子供達と

共演できた事を嬉しく思っている。 

震災支援のためのコンサートである。  （神戸中央教会 Y.Y） 

■神戸中央教会  ☎ 078-221-4682 

              Fax078-221-4684 

■住吉教会 ☎ 078-851-2756  

Fax078-842-3380 

■六甲教会  ☎ 078-851-2846  

Fax078-851-9023 

東ブロック
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～～～～～2016 年 3 月中ブロック評議会報告～～～～～

日時：2016 年 3 月 20 日（日）14：00～16：20
場所：カトリック兵庫教会

出席者：Fr.エマニュエル、Fr.大久保、Sr.木梨、

信徒代表（鈴蘭台教会）4 名、（たかとり

教会）3（兵庫）2 名。

【初めの祈り】 中井議長

【報告事項】

① 新しい「ローマ・ミサ典礼書の総則」に基

づく変更箇所について

② 役員の交代について…鈴蘭台教会の新役員。

議長…濵崎宗一、副議長…金田友三郎

             (敬称略)
③ 中ブロック活動会計報告

【協議事項】

① いつくしみの特別聖年について

② 合同堅信式について

③ 会計監査日程について…4 月 17 日に実施。

④ 4 月以降各教会行事予定について…各教会

の信徒総会及び、各種講座について確認。

⑤ 中ブロックと北ブロックの統合案について

⑦ 「国際協力の日」の件…今年度は中ブロッ

クとしてはしない。今後のことはまた話し合う。

【その他】兵庫教会において、こどもワクワク食

堂（毎月第 4 土曜 12：00～15：00）を行う予

定。5 月 28 日開始。

【Sｒ.木梨より】 特にありません。3 年間あり

がとうございました。

【Fr.大久保より】 エマニュエル神父様が留守の

時は何かあれば私に連絡ください

【Fr.エマニュエルより】7 月一ヶ月間留守にしま

す。パリミッションの総会に参加のため。

【終わりの祈り】アヴェマリアの祈り

次回 2016 年 5 月 15 日(日)
たかとり教会 14：00～

中ブロック

■たかとり教会 Tel:078-731-8300 ■鈴蘭台教会 Tel:078-593-0025 ■兵庫教会 Tel:078-575-5293
        Fax:078-731-8300             Fax:078-593-2727       Fax:078-575-5293

◆◆◆「小教区、司牧において」◆◆◆
   聖ビンセンシオの愛徳姉妹会

シスター木梨 一江

このお仕事で五年の歳月、この経験は貴重なも

のでした。

Ｋ小教区では典礼聖歌集の言葉の修正があり、

共同体が細かい手作業で１００冊位を訂正、セグ

ラ神父様の聖書百週間は宝の泉。信徒の力強さＴ

小教区では国際色が豊かで、在日韓国人、ベトナ

ム人、ペルー人、日本人、最近はベトナム人の若

さと子供たちに恵まれ、クリスマス、旧正月、教

会の守護の聖人を大切にしている。Ｈ小教区は、

地域や近隣の人々に開かれており、囲碁、オリー

ブのお茶の会は、一般の方と共にされ、和やかな

雰囲気を感じる。Ｓ小教区は平和的で、平日のミ

サでも 30 から 40 人の参加者があり、その後、レ

ジオ集会や婦人会の集まりがなされている。ベロ

ー神父様の後も共同体が分かち合って慈しみを共

に実践している。そして、毎日が感謝でした。神

様からの恵みであり、励ましを感じ、精霊が一人

一人をユニーク、光と復活の喜びにある私たちを

導き、神戸地区の信徒の皆様からも、地区大会や

国際協力で相互に一致を育む事を学び感謝でし

た。これからも共にお祈りを致しましょう。

本当に有難うございました。

◆◆◆「こどもワクワク食堂」◆◆◆

経済的に恵まれない世帯向けの支援活動として広

がりつつある「こども食堂」を兵庫教会の信徒館にて

ボランティア有志で５月２８日（土）から行います。

色々な事情で栄養バランスの摂れたご飯が食べられ

ない子供達や、一人で食事を摂る子供、毎日の仕事や

生活で精神的に疲れている親御さんに少しでも安ら

ぎと癒しが得られるような居場所を作っていきます。

毎月１回（基本的に第４土曜日）１２時～１５時

参加費 こども ０円、 おとな ５００円  
場所 カトリック兵庫教会

食材の提供やボランティアをしてくださる方を募

集しています。

こどもワクワク食堂 代表 榎本 憲子

こどもワクワク食堂 Facebook ページ
https://www.facebook.com/kodomowakuwaku/
ブログは[こどもワクワク食堂 神戸]で検索してく

ださい。
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西ブロック４教会連絡会 報告  

日 時：平成 28 年 2 月 21 日（日）14:00～16:00 

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) 西ブロックの一年の振り返りと 2016年の司牧指針 

① 青少年の育成 → 司牧チームで協議 

② 信徒使徒職について → 病者訪問チーム、 

カテケージス、信徒による通夜式、等々他。 

西ブロックは比較的実施されている。 

③ 霊的養成 → 司祭チームの仕事 

池長大司教の定期講座、他、信仰講座等々。 

④ 外国人信徒との交わり → 外国人との黙想会 

が出来ないものか？ 言葉の問題があるが・・・ 

⑤ ミサ・ローテーション → 信者との関わりを更に 

深められる様に組み立てる。 

                     

2) 青少年の育成について 

今年ポーランド/クラクフで開催されるワールド 

ユースデーに各教会で援助をして青年を送り出す。 

教会として青年たちに呼びかけをする。 

 

3) 新生計画 20周年の閉幕ミサが行われたが 21年目 

に入りまだ不十分であるので見直しが必要。 

 この後の３年間の大きな方向性が司教区から 

 発信されている。 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
5月15日(日) 英語ミサ アマド神父様 

             ミサ後 フィリピン人と食事会  

5月18日(水)  聖書勉強会19:00～ 

 5月20日(金) 聖書勉強会16:00～ 

6月 5日(日) 評議会  

 6月19日(日) 英語ミサ アマド神父様 

ミサ後 フィリピン人と食事会 

 7月 1日(金) 聖書勉強会16:00～ 

 7月 3日(日) 評議会  

 7月 6日(水) 聖書勉強会19:00～ 

 7月15日(金) 聖書勉強会16:00～ 

 7月17日(日) 英語ミサ アマド神父様 

       ミサ後 フィリピン人と食事会 

 7月20日(水) 聖書勉強会19:00～ 

 

＊聖書勉強会（担当：池長大司教様） 

 昼の部：毎月第 1・第 3 金曜日 16:00～17：00 

 夜の部：毎月第 1・第 3 金曜日 19:00～20：00 

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 

5月 14日(土) つながり印刷 於：明石教会 

5月 29日(日) バザー 

6月 19日(日) 西ブロック連絡会 於：明石教会 

6月 26日(日) 評議会 

7月 3日(日) 神戸地区評議会 於：明石教会 

7月 10日(日) 信徒総会 

       
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 
5月 15日(日) ミサ後 舞子地区の集い 
5月 29日(日) ミサ後 信者総会 
           申神父様歓迎会 
6月 19日(日) ミサ後 明舞南地区の集い 
6月 26日(日) ミサ後 大掃除 
7月 10日(日) 評議会 
7月 17日(日) ミサ後 明舞北地区の集い 
7月 23日(土)、26日(火)、30(土)13:30～16:30 
  神戸地区信仰見直コース「ナザレのイエス 

との新しい出会い」 於：垂水教会 
 
北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

5月 29日(日) 北須磨カフェ 

7月 10日(日) 評議会 

7月 31日(日) 映画鑑賞会 

2016年 いつくしみの特別聖年 

    どう取り組めば良いかを考えよう。 

2017年 高山右近の列福式が行われる 

高山右近の霊性に学び、倣う。 

2018年 大阪教区再宣教 150周年 

    大阪教区の再新生年とする。 

 

以下情報交換とその認識 

＊相互会計監査について 

1 年に 2 回、前期と後期で実施。 

日時を決めて互いに相手教会を訪問して実施 

4 月 明石/垂水   北須磨/洲本 

 10 月 明石/北須磨  垂水/明石 

 

＊広報誌の巻頭言について 

 以前はそれぞれの教会が別々に司祭に依頼 

 していたが今年 4 月からは共通の巻頭言に 

 する。 司祭の負担軽減。 

 

＊洲本教会献堂の為の最終金額 

      ￥75,121,775 

 
＊次回は、6月 19日(日) 14:00～ 明石教会 



11 

 

 

   

 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 79 回 「聖書セミナー」 

期日：5月 12日(木)～6月 9日(木)毎週木曜、14：00～16：00 

テーマ：「闇を貫く福音の光ー最も小さい者への神の愛」 

講師：白井進 師(神戸栄光教会牧師/淀川キリスト教病院チ

ャプレンコーディネーターを経て、現在バイブルハウスキリス

ト教世界シリーズ委員会委員長） 於：バイブルハウス 

◆シスター高木慶子の講演会 

「続『生きるシリーズ』№４」 
日時 ： 6月 18日（土）13：30～15：00   於：バイブルハウス 

テーマ： 「飛び立『力と勇気』をもって生きる」  

  ～その親たち（大人）に贈るメッセージ～ 

    ※ 何れも詳細は4/10発行、ニューズレターNo.75を参

照下さい。また、洲本教会の紹介と松浦信行神父の巻頭言も

掲載されております。是非、ご覧ください。 
※ 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：神戸市中央区磯上通 4-1-12（ホテル 1-2-3の南側２階）   ☎/Ｆａｘ ： 078-252-1966 （月曜～金曜 11：00～17：00 受付）  

   ホームページ http://ｋｂｈ－ｂｉｂｌｅ．ｊｐ 
        

【編集後記】 

早春から初夏へと季節が進み、身も心も弾む

季節となりました。 

神戸地区も地区長が交代される予定で、新た

な年度を迎える事となりました。 

旧地区長の松浦神父様には大変お世話にな

りました。心より御礼申し上げます。神のご加

護がありますように。（Y.H.） 
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 2016年 5月 15日    

号 数 Vol.3 69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 アルフレド・セゴビア 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 19:00-20:30担当：こいずみゆり （参加費無料） 

 ・第 2・4金曜 19:00-20:30 講師：吉村信夫 （資料代千円/月） 

   ※ 本紙、P12にありますポスターを参照下さい。 
 

☆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 

 ※図書紹介をつながりホームページに掲載。ご参照下さい。 

   

■兵庫・生と死を考える会 

＜月例会＞ 日 時 ： 2016年 6月１2日 14：00～15：30 

テーマ ： 「また会える」を希望に生きる 

講師：大河内大博 氏（僧侶/上智大グリーフケア研究所研究員） 

会場 ： カトリック六甲教会   

参加費： 一般・700円 会員・500円 

 

＜2016年度講演会＞   

 日 時 ： 2016年 7月 2日（土） 13：00～16：30 

 テーマ ： 「人生の喪失と悲嘆」 

 講 師 ： 岡田武史 氏（K.K.今治.夢スポーツ 代表取締役） 

 会 場 ： 神戸芸術センター（神戸市中央区熊内橋通り 7-1-13）  

   参加費： 無料 （申込み必要。 先着順 １０００名） 

   申込方法：①往復はがき②ファックス③兵庫・生と死を考

える会ホームページより 

問合せ先： 兵庫・生と死を考える会 078－805-5306 

■ 「春の黙想会」 六甲教会宣教部主催  

日時：2016年 5月 28日(土) 11時～16時(15時～ミサ） 

テーマ：「教皇フランシスコの目指すもの」 

指導：作道 宗三 神父（イエズス会） 

場所：六甲教会主聖堂 対象：どなたでも 申込不要/無料 

昼食：各自持参。お茶は主催者が用意いたします。 

※講話の理解を深めるため、教皇フランシスコ大勅書

『イエスキリスト、父の慈しみのみ顔』(カトリック中央協

議会￥125)を事前に読むことをお勧め致します。 

 

■ 片柳神父講演会  

 日 時：6月４日(土) 14 ：00～  於：神戸中央教会 

  テーマ：「あなたのままで輝いて 

～マザーテレサが教えてくれたこと～」 

   ※ こいずみゆりさんの歌のプレゼントもあります。 

   ※ 終了後、交流会があります。 

 

■ 「祈りと音楽の集い」    

～女声アンサンブルによる賛美のひととき～ 

日 時：6月 19日(日) 14：00  会 場：六甲教会主聖堂 

出 演：アンサンブル・イソジーナ/オルガン伴奏：三浦優子 

 

■“ふっこうのかけ橋” 

アンサンブルイソジーナチャリティコンサート Vol. 4 

～ふっこうのかけ橋を渡って、うたとお話～ 

  日時 ： 7月 16日(土)14：00 於：神戸中央教会主聖堂

歌   ： アンサンブルイソジーナ 

お 話 ： 鈴木キミ子さん (カトリック松木町教会信徒) 

    "愛の支援グループ”代表 ふれあい茶の湯主催 



 

St.Paul KOBE から 

「福音のよろこびを生きる」のお知らせ 

場 所 ： セント・ポール 神戸 2Ｆ 

日 時 ： 毎週金曜日  19：00～20：30 

講 師 ： こいずみゆり (第 1 金曜・第 3 金曜 担当) 

吉村 信夫  (第 2 金曜・第 4 金曜 担当) 

※問合せ先 女子パウロ会 078－393－7755 
 
※セント・ポール神戸で行われる、こいずみゆり氏、吉村信夫氏の  

聖書勉強会を神戸地区宣教司牧評議会は支援しています。  

こいずみゆり氏 

神戸市生まれ。大阪音楽大学器楽科卒業。教会への奉仕を

続ける中、主に祈りのための歌を作詞・作曲。『こじか』(オ

リエンス宗教研究所)で、三年にわたり約 30 のオリジナル作

品を発表。また同誌の 2012 年度には「感じよう！神さまの

メッセージ」（祈りのヨガ）を連載。代表作：「大好きなマ

ザー・テレサ」「Let’s cross the bridge!」。ＣＤ『風のなか

に』『空いろの花』、歌集『野に咲く花』。 

http://www.yurikoizumi.com/  

 

吉村信夫氏 

 六甲学院教諭。基本的に典礼歴に沿ったテキス

トで指導して下さいます。社会情勢に応じて適宜

変化もあり、安保法案が国会で審議されてから

は、現在私たちの置かれている立場からの視座

で、キリスト者としてどのような立ち居振る舞い

をすべきかを指導して下さいます。哲学的に聖書

を学びたい方なら、福音理解に役立つのは間違い

ありません。  

(受講者Ｅ・Ｗさんより) 

（セント・ポール神戸） 

〒650‐0001 神戸地中央区加納町 4－10－24 

Tel：078－393－7755 Fax：078－393－7756 

【交通機関】 

・阪急 神戸三宮駅、JR 三ノ宮駅から徒歩 3 分。 

・セント・ポール神戸の専用駐車場はありません。 
 

 

クリスチャンの魅力へようこそ‼ 

心身ともキリスト者へ移行しませんか！？  

洗礼を受けているが充実感を感じられない人 

 

この世で生を受けて本物を目指しているあなた。回心したとき心を回したのな

ら、今の自分のままでイエス・キリストを求めましょう。交通の利便性の高い三

ノ宮駅から 3 分。未信者の方、プロテスタントの方も参加ＯＫです❕ 

 

講師プロフィール 

http://www.yurikoizumi.com/

