
  

 

 

 

 

 

 

 

2016年 8月 70号 

                         神戸地区新地区長 高橋 聡 神父 

このたび、前田大司教様の任命で神戸地区の地区長になった髙橋聡と

申します。皆様よろしくお願いします。 

 地区長になって、もう一度、１９年前に発行された、『新生の明日を求めて』

を熟読しようと思い、少しずつ読んでいます。新生計画の発祥の地は、阪神

淡路大震災に見舞われた、神戸地区であり、その後の取り組みによって、

大阪教区における、新生の歩みのモデルとなった地区であるとわたくしは認

識しております。そして、この新生の歩みを続ける中で、神戸地区の信徒の

方の良識と懐の広さが、大切な役割を果たしてきたと思っています。わたし

ができることは本当にとても限られたものですが、この神戸地区の信徒の

方々の、良識と、懐の広さに信頼して、共に歩んでいきたいと思います。 

 前田大司教様は、大阪教区にまた新しい風を吹き入れてくださるために、神様に遣わされて、大阪教区に着座さ

れました。その中で、来年の二月には、高山右近の列福式が大阪で執り行われることになりました。前田大司教様

は、高山右近の霊性に学び、とくに教理と祈りの生活の重要性について、六月の教区宣教司牧評議会で、お話し

下さったように思います。そして、今までの新生の歩みに関しても、高山右近は、信徒使徒職の鑑として、私たちに

さらに大きな光を与えて下さるのではないかと思います。この列福式が、私たちに、新しい光と力をもたらしてくれ

るように、希望したいと思います。 

 今年の初めに、洲本教会では、新しい聖堂の献堂式が執り行われました。次に震度四の地震が来ても倒壊する

のではないかと言われた聖堂が、新しい聖堂になり、喜んでいます。洲本教会の信徒の皆さんの寛大な努力と、

神戸地区の信徒の方々のこれまた寛大な支援、そして神様の御はからいといつくしみによって、完成に至ったと思

います。神様はまだ私たちを見捨ててはおられない、私たちの信仰と祈りと努力に豊かに応えてくださる方である

ことを実感いたしました。わたしたちも信仰とは直接関係のない過去の事柄に必要以上に固執することなく、信仰

と希望のうちに、やわらかな心をもって、神様の導きに応えていくならば、洲本教会を通して神様が見せてくださっ

たような、私たちを支えてくださる神様の力強い姿をこれからも見せてくださるのではないかと思います。 

 兵庫教会では、こども食堂が始まりました。地域の子どもだけでなく全世代の方々に開かれ、さらに今後は子供

たちの学習支援も計画されていると聞きました。これは神戸のみならず、日本の教会の福音宣教の一つの方向を

指し示している、新たな分野ではないかとも予感させられます。教会に子供たちが来なくなって久しいのですが、ま

たこのような形で、神様が子供たちを教会に招こうとしておられるのでしょうか？ 

 この七月に、聖ヴィンセンシオ・ア・パウロの愛徳姉妹会のチャプレンをされていた、アマド神父様が会の事情で、

フィリピンにお戻りになりました。シスターの御指導だけでなく、とくに西ブロックの司牧にも精力的にかかわって下

さった神父様に感謝し、これからのご活躍をお祈りしたいと思います。 
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 教皇庁国務省（長官：ピエトロ・パロリン［Pietro Parolin］）枢機卿は、ユスト高山右近殉教者

の列福式を、２０１７年２月７日（火）正午から、大阪市で執り行うと発表しました。右近は、本年１

月２１日に教皇フランシスコが殉教者として列福を承認しています。 

 列福式の主催は教皇庁国務省ですが、実際の開催準備は、日本カトリック司教協議会とカトリ

ック大阪大司教区が組織する列福式実行委員会が行います。また、教皇フランシスコは、列福

式に司式のため、教皇庁列聖省長官アンジェロ・アマート(Angelo Amato)枢機卿を教皇代理とし

て日本に派遣します。 

 列福式への参列希望者に入場整理券（無料）を配布いたします。その申込みや受け取りなどに

ついては、列福式実行委員会からまもなく発表されます。 

カトリック中央協議会『プレスリリース』より抜粋   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸中ブロック共同司牧司祭 大久保 武  

 神戸地区および神戸中ブロックに滞在させて頂くようになってから、早くも１年が過ぎました。と思っていたら、そこ

から更に半年が過ぎようとしています。振り返れば振り返る程に、皆様の日頃からの様々な場面における教会への

支えを思い出し、感謝の気持ちでいっぱいになります。本当にありがとうございます。 

 教会でなくともそうですが、何らかの役割を（時には予期せず避けられない形で）引き受けているとき、そんな自分

が「やってて良かった」と思えるのは、その役割を通して誰かが助かっている事実を知らされる瞬間なのだと思いま

す。分裂や崩壊をもたらすような問題を引き起こすのなら別として、相手から出てくる成果が自分の予想よりも小さ

かったりすると、つい批判する気持ちになってしまいがちですが、そもそも能力的な理由であれ心理的な理由であ

れ自分にはできないことを代わりにして下さっている、という事実に変わりはありません。「ここまでやってくれてい

る」という感謝の交わりが、一人一人の心を豊かに潤すのだと思います。 

 それでは、批判してしまう気持ちはどこから来るのでしょうか。私が思うのは、前述した自分の予想という所に原

因があるのではないか、ということです。あまりに大きな期待をしてしまうと、そこへ辿り着くのに必要となる小さな一

歩一歩の価値を軽視してしまう危険性が高まるからです。また、自分の描いたイメージに固執してしまうと、同じ良

さをもたらす他の可能性を排除してしまうことになります。 

 日々の神様への感謝は、自分の期待に関わらずある、目の前の小さな支えの一つ一つ

への感謝から繋がるものだと思います。そして、重荷とも思える役割に、深い意味を与え

る力が注がれることでしょう。今日の日もまた、あらゆる人々への感謝を思い起こす時が

与えられますように。 

 

 

「ユスト高山右近列福式」決定 

 

日 時  ２０１７年２月７日（火）正午より 

    場 所  大阪城ホール（収容人数 約１万２千人） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の通り、「ユスト高山右近」の列福式のご案内を報告させて頂きます。「列福式」当日までは、皆さまでより一

層の盛り上がりをもって臨まなければなりません。今後、大阪教区から発信されるニュースをご確認の上、皆さまで

喜びの内に執り行われますようお祈りください。                  （神戸地区列福推進委員 岡 節子） 
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ふくしま通信 －第 11号－ 

 各地に大雨をもたらした梅雨もようやく明け、暑

い夏が始まりました。余震活動の低下に伴い熊本の

ニュースもめっきり少なくなり、その後の状況が判

りにくい今日この頃ですが、福島では３４５億円の

税金を投入したにもかかわらずスダレ状態となって

しまった凍土壁に希望が見出せず、唐突に「石棺」

と言う言葉が飛び出し、大変驚きました。 

さて、今年度の“ふっこうのかけ橋”プログラム

は、7/16のチャリティコンサートに始まり、この

広報紙が皆さまのお手許に届くころには、六甲山で

の合同キャンプも終了し、福島の子ども達にとって

は最後の神戸滞在をたかとり教会で過ごしているこ

とと思います。 

“ふっこう”支援のためにと2013年より始めら

れたアンサンブル・イソジーナによるチャリティコ

ンサートは、グループの結成10年を迎え、これま

での歩みとそれぞれのこれからを再確認するために

一旦解散されることになりましたが、歌うだけでは

なく、自分たちの「目で見て・感じて・行動に移し

たい」という思いが昨年10月下旬に仮設訪問の形

で実現され、そこでの出会いが今回のコンサートへ

と繋がりました。福島市内在住で浜通りとは異なる

被災ではありましたが、同じ原発事故による被災者

でありながら、自分たちに出来ることを模索し続け、

仮設訪問を継続して来られた鈴木キミ子さん（松木

町教会信徒）がその人です。「私たちの口を通してで

はなく、現実に暮らし続けている人からの話しは何

にもまして訴える力を持っている」という思いが実

り、鈴木さんご自身も「まさか神戸に呼ばれるとは

思っていなかった

けど、誘われたと

きには何故か二つ

返事でお受けした。

神さまが私を押し

てくださったんだと思う」と福島弁の優しい物言い 

で話しておられました。神戸中央教会で開かれた

コンサートには 200 人を超える方々が集まり、

コーラス・お話し・コーラスの3部構成で、たく

さんの方々の心に残るファイナルコンサートの集い

となりました。 

              2016．08．07 

       “ふっこうのかけ橋”実行委員会 

また、その翌日には兵庫教会でキミ子さんと夫の

教弘さんによる集いが超教派の青年を対象に開催さ

れました。残念ながらこの時期はどこの教会でもキ

ャンプの準備に忙しいらしく、青年たちの姿は疎ら

でしたが、前日のお話しを聞けなかったと予期しな

かった方々が集まって来られ、5年を経た今も人々

の心の中に残る関心の高さに驚きました。ここでは 

6年目を迎える「宮

代仮設」での様子を

中心に、原発事故当

初から今に至る故郷

の変化と人々の心の変遷が語られ、机一つを挟んで

の話しは状況が手に取るように理解でき、頷く姿が

其処ここに・・・。用意された手作りのリーフレッ

トを基に、まずは「福島は元気になったよ～！（但し

浜通りは別だけど）米も水も美味しく食べられる様にな

りました。」との話しから始まり、訪問先の仮設に

暮らす人々の元気を取り戻したいと今年 5 月から

始まった「赤ちょ

うちん」へと話し

が移り、今まで家

の中に引きこもっていた男性陣や昼間不在の人達で

賑わうようになった様子を目を細め、嬉しそうに話

されていました。その後、教弘さんからはデータに

基づいた現在の線量やメルトダウンした炉心の行方、

汚染水の問題、廃棄物の処理方法、また自死を含む

関連死へと話しが展開し、これらの解決方法の見つ

からない山積する諸問題が、多くの若い人達が福島

に戻れない大きな要因となっていると締めくくられ

ました。青年達からは、遠く離れている福島のこと

と今まであまり自分の問題だと捉えていなかったが

考える良いきっかけとなったとの意見や、福島だけ

の問題ではなくＮＯ！と言わなかった自分達が負の

遺産を次代に残してしまったと慚愧に堪えない思い

を持つ人等、様々な思いを前にそれでも前に進もう

という彼女のファイトとそれを後で支える教弘さん

の姿に拍手を贈りたいと思いました。締めくくりの

言葉は「あの原発事故さえなければということより

も原発そのものを無くすために皆さん一緒に進みま

しょう！お願いしますっ！」でした。 
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2016年７月度神戸地区宣教司牧評議会議事録 

1.日時・場所・出席者 

日時：２０１６年７月３日（日）14：00～16：17   場所：明石教会 

出席者：高橋聡地区長 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 ふっこうの架け橋 高山右近列福式推進委員会 

２．高橋聡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 

新生計画の見直しの意味を考えている。新生計画の本質は何なのか、それを探し大切にしていく。 

聖霊の働きにより神様の国を広げていくための一つ一つの識別が大事。 

今年はいつくしみの特別聖年、来年は高山右近列福式、右近に倣う。再来年は教区再新生１５０年。 

② 大阪教区司祭評議会報告、神戸地区司祭の集まり報告 

 ・大阪教区、司牧の手引きの見直しが行われている。 

 ・神戸地区司祭の集まりで、外国人の結婚式が話題になっている。良くわからないうちに容易に引き受け 

てしまう場合があるようだが、洗礼を授けた教会への問い合わせ等、対象者の書類をきちんとそろえ、

教会が把握している必要がある。外国人への宣教司牧につながる。 

 神戸地区専門委員会指導司祭：養成：アルフレド神父、傘木神父 

社会活動：高山神父・申神父、 広報：地区長兼任 

青年・ふっこうのかけ橋：エマニュエル神父・大久保神父  

③ 第７回大阪教区宣教司牧評議会報告（6/26）（地区長、氏家議長） 

1 教区会議における交通費分担金は信徒数・献金の割合で神戸地区は 3万円 

  質問：各教区の委員会が予算として計上するべきものではないか？ 

  回答：2005.1.30開催の第 8回地区代表者会議の決定による。 

2 “いつくしみを右近に倣い再新生” （大司教メッセージ） 

3 1981年建築基準法以前に建てられた小教区聖堂の建造物耐震検査を実施する。大司教通達を８月頃 

に各小教区に送付する。対象リストは地区長に送付する。地区で優先順位を決める。 

神戸地区の対象は明石、垂水、兵庫、鈴蘭台、三田、北須磨（1982？）  

診断費全体 300 万円は教区が負担するが、診断の結果建替えが必要になった場合は地区で検討し、

教区の指導を仰ぐ。 

    4 ユスト高山右近列福式を 2017年 2月 7日（火）正午から、大阪城ホールにて開催する。 

教皇代理として列聖省長官・枢機卿来日。１万人規模。 

９月以降に申込制、ネームプレートを申込者に送付する。FAX及び教区時報で周知する。 

来年４月後半に高槻教会で裏千家宗家が献茶ミサを行う。（ローマに続き、２回目） 

    5 東日本大震災復興支援：大船渡ベースに加え、宮城県南三陸よねかわベースを大阪教会管区 

(広島を含む)がバックアップすることとなる。なお一層の協力・支援を依頼。 

    6 今後の教区ミサについて 

      20161016（日）教区国際協力の日ミサ、イベント、交流（聖堂、駐車場） 

      20161103（木）11：00～、教区納骨者・死者記念ミサ（聖堂） 

            20161113（日）14：00～、いつくしみの特別聖年閉年・閉会ミサ（聖堂） 

      20170117（火）教区新生の日ミサ（毎年、各地区・小教区で開催検討） 

      20170205（日）午後、ユスト高山右近ミサ（教区行事）カテドラル 

      20170207（火）12：00～、ユスト高山右近列福式（中央協議会行事）大阪城ホール 

      20170211（土）教区病者の日ミサ、病者の塗油（聖堂） 
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３．議題  

 A 審議事項 

① 神戸地区平和祈願ミサ、平和旬間行事 準備状況 

日時： 8月 6日(土) 13:00開場、13:30開会、会場：神戸中央教会  

教区統一テーマ：愛とゆるしの平和～イエスにならい、いつくしみの顔をしめそう～ 

始めの祈り及び全体司会進行：氏家（住吉） 

〈平和旬間行事〉 

教区青年 Youth９（ユースナイン） 「もしも日本国憲法が変わったら」 スライド劇（３０分） 

その後、平和について子育て世代の青年たちと開場一体のトークを行う。(初めての試み) 

時間がたっぷりあるので積極的に意見をぶつけてください。 

Youth9スライド劇・トークの司会：氏家・岩佐社会活動委員長  

準備するもの：ワイヤレスマイク 3本  

プロジェクター（接続するパソコンは Youth9メンバーが持参）前もってテストする。 

〈平和祈願ミサ〉８月６日（土）主の変容 

    司式：高橋 聡地区長、神戸地区司祭団 

    先唱：南（洲本教会） 

     

  ☆教区時報用原稿は、氏家担当。 

つながり原稿担当は岩佐委員長からどなたかに依頼する。つながり 8月号には間に合わないので掲載は 

11月号予定。 

☆平和祈願ミサ献金は教区シナピスへ送ることが承認される。 

☆『Youth9公演謝金』については岸和田地区大会会場の泉佐野教会（6/5）で Youth９のリーダー深堀さん 

と打ち合わせの結果、交通費実費のみで謝金不要とのこと。交通費実費の１万円と源泉徴収（10.21％） 

分を上乗せし、11,137円を地区評議会会計から支出することが承認される。 

 

②ふっこうのかけ橋募金集約状況と地区評議会支援金について 

  ・六甲山キャンプには現在 40名の参加申し込み。福島より数人。一人 7,000円の参加費は自然の家の使 

用料。歩いて登山をする予定だが、雨天時・子供の体調等、ケーブルカー及びロープウェー利用が必要 

となる場合がある。そのための１５万円の地区評議会支援金が承認される。 

➂その他 

   ・地区会計監査：継承のため、神戸中央に加え、あと１小教区選任、１０月地区評議会で氏家報告。 

B提案事項 

① 聖体授与を伴う病者訪問奉仕者養成コースについて（養成委員会） 

１０月１０日（月）、１１月３日（木）・２３日（水）の３祝日開催。 

１３：３０～１７：００、それぞれ基礎（信徒使徒職の理解）、聖体（意義と取扱）、病者訪問を中心に

学ぶ。11/23には姫路マリア病院の藤原神父様にお話いただく。以上、日程について承認された。 

 

C報告事項 各小教区行事について（８月後半から９月） 

   六甲教会  8月 20日（土） 17:00〜ミサ 18:00〜納涼の夕べ 

   北須磨教会 9月 11日（日） カ障連と共に捧げるミサ 
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≪各委員会からの報告≫ 

 

■ 養成委員会 

 

 

● 「信仰見直しコース」実施される   7月 23日(土)、26日(火)、30日(土)  

   の午後 3日間、垂水教会において教区信徒使徒職養成委員会シルバー                 

使徒職チームを迎えて信仰見直しコースが行われました。名誉教皇ベネディクト 16世の「ナザレのイエス」

をテキストとして、「主の祈り」「真福八端」「足洗」の 3 つのテーマを取り上げ、私達の信仰をイエスのまな

ざしで見つめ直す内容に、9教会延べ 70名の方が参加されました。 

  

● 「聖体授与を伴う病者訪問奉仕者養成コース」実施予定 

    10月 10日、11月 3日、11月 23日の 3日間(いずれも祝日の午後)で標記のコースが神戸中央教会で

実施されます。聖体授与を伴う病者訪問に新たに参加される方は 3日間の受講が必要です。 

詳しくは各教会の養成委員の方にお尋ねください。               平尾 亨三 （北須磨教会） 

 

 

■ 社会活動委員会        

社会活動委員会では年間を通して「いのちと平和」に関して取り組んでいます。それに加えて今年の学習

会では、子どもを取り巻く諸問題をテーマに学習会を行う予定です。詳しく決まりましたらお知らせいたします

ので、皆様是非ご参加ください。 

【予定】 

 11月 6日 14:00  定例会  たかとり教会 

12月 3日 13:00  須磨夜回り会、カトリック社会活動神戸センター支援、「クリスマスチャリティーコンサート」 

只今出演者募集中  締め切り  8月 14日 

2017年 

1月 29日(カトリック児童福祉の日)    シナピス移動学習会 

テーマは『子どもに関する諸問題について』  講師と場所は未定。日にちだけ決まっています。 

岩佐正彦（北須磨教会） 

 

■ 青年委員会 

 

●7月 17日 16時～ 神戸地区青少年 BBQ大会 （場所：兵庫教会） 

 

 今年も毎年恒例の神戸地区青少年の BBQ大会をカトリック兵庫教会にて行わせて頂きました。三連休の中

日ということもあり、いつもよりは人数が少なかったですが、超教派の青年たちも含め、10 名程集まりました。

夏のキャンプがこれから始まり、打合せや準備が忙しくなる中で、様々な意見交換ができ、共に楽しい時間を

過ごすことができました。少し早いですが今年の市民クリスマスは神戸中央教会にて行われ、青年の交流プ

ログラムを予定しておりますので、多くの青年のご参加とご協力お待ちしています。  

広部 慶 （住𠮷教会） 
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    吉村 信夫（カトリック六甲教会） 

 

 一時中断した時期がありましたが、15 年あまり前からセントポール神戸でのキリスト教入門講座を担当してき

ました。もともとは大阪教区生涯養成委員会の入門講座担当チームとして神戸地区への奉仕の一環として取り

組んできた講座です。 

 特徴は、教会ではない場所を会場にしていることです。「教会に人が来るように！」ではなく、「人が来やすい場

所に教会の出先をつくる」ようにしたかったわけです。実際、１階のセントポールのお店に入ってきたお客さんが、

キリスト教入門講座をここの２階でやっていることを知り、参加することになったという人が多くおられます。今ま

でに洗礼を受けられた方々も１０人以上おられましたし、今年のイースターにも一人が洗礼を受けられました。 

  また、信徒が中心になって入門講座を行うことは、これからの教会ではふつうのことになるでしょうから、信徒

の奉仕の一分野として続くことになると思います。分かち合うことを大事にしていることも特徴に加えていいでしょ

う。信仰をともにする仲間としての親しみは、分かち合いの意味

を深めてくれますから大切です。 

 現在１０名前後のメンバーで行っています。参加希望の方は、

セントポール神戸のシスター木澤に問い合わせてください（☎

078-393-7755）。信徒の再勉強の場、仲間との出会いの場にな

ることも大事にしたいところです。 

 集いは、毎月第 2・第 4金曜日 午後 7時から 8時 30分、参加 

(吉村先生、向かって左。六甲生と国連にて)      費は月 1000円です。 

 

 

◆◆福音のよろこびを生きる◆◆ 

                             こいずみ ゆり（カトリック六甲教会） 

洗礼によって神の子とされたみなさん！ 

「信仰生活は、たとえて言うなら“山登り”である」という言葉を聞かれたことはありますか。キリストという頂に向

かって、それぞれが呼ばれた道（個々の召命）を辿って歩み続けることをよく表わしたたとえだと思います。 

 山登りには準備や基礎が大切であるように、信仰生活にもカトリック教理や祈りにつ

いての基礎知識がなければ、間もなく道に迷ったり、遭難したり、またせっかく用意さ

れている喜びの泉を通り過ぎて疲れてしまうことでしょう。 

 とはいえ、ふつう入門して洗礼までの期間だけでは、なかなか基礎を知ることはでき

ません。生活しながら、年数を重ねながら、基礎体力や自分の傾きを知って、長い信

仰生活をすこやかに歩むために、“カトリック教会の宝”をともに学びませんか？ 

 案内役をさせていただいているわたくしの信仰体験やクラス担当の心構えなどを、

『福音宣教』（オリエンス宗教研究所刊・2016年 3月号）に書かせていただきました。 

よろしければご覧ください。 

 ともに祈り、ともに学び、ともに耳を澄ます恵みの時間をぜひご一緒に！ 

  【毎月第一・第三金曜日 19：00～20：30ごろ 参加無料】 
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講演会のお知らせ    
 

六甲教会ではユスト高山右近の列福を前に、講演会を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。 

   

講演会「ユスト高山右近、列福を前に」 

第 1 部： 列福、列聖とは？ 右近列福の歴史と意義 

第 2 部： 右近と「ミゼリコルディアの組」 

講師： カトリック芦屋教会主任司祭 川邨裕明神父 

     （大阪教区ユスト高山右近列福運動推進委員会委員長） 

日時：   2016 年 9 月 10 日（土） 14 時〜16 時 

場所： カトリック六甲教会イグナチオホール  参加費：無料  事前申込：不要 

※ 当日の資料、「ユスト高山右近〜その生涯と霊性」はカトリック中央協議会 

HP からダウンロードできます。可能な方はプリントアウトをご持参ください。 

                http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/feature/2013/img/ukon_0612.pdf 

        

 

 

 

                                    

 

 

■ 三田教会   TEL 079-562-4404     FAX  079-562-9404 

 

北ブロックの活動より 

 

1．6月 19日（日）ミサ後、信徒約５５名が参加し小教区信徒総会を開催した。2015年度各

委員会等の活動結果・2016年度活動計画並びに 2015年度小教区決算・2016年度予算を承認

する。 

 

2．7月 30日（土）～31日（日）の教会学校キャンプ（場所：三田市野外活動センター）に

教会学校の子ども達と聖母の園児童図書館の子ども達も参加して実施した。 

 

3．8月 13日（土） 19時から三田教会合同追悼式を行います。 

 

4．9月 11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

いる。 

 

5．10月 9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」

開催にむけた準備をはじめた。 

北ブロック 
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＜行事報告＞  

■2016年 春の黙想会   5月 28 日(土)実施 六甲教会養成部主催 

わたし達は教皇様に関するニュースを一般誌やＴＶ報道でよく見ます。しかし、信徒としてもっと積極的に「教皇様の発

信されるメッセージ」について考える機会が欲しいと考えました。そこでイエズス会で管区長補佐をされ、今年祇園教会の

助任司祭となられた作道神父様を候補にお願いし、「教皇フランシスコが目指しておられる教会の姿と特別聖年の意味

を深く味わう」時間を持つことができればと今回の春の黙想会になりました。 

当日はあいにくの曇り空で参加者が例年より少なかったのは残念でしたが、神父様は教皇フランシスコの人となりを

写真やエピソードを交え話されました。そして、「閉じこもった教会でなく、必要のあるところへ出かけていく教会への変化」

を、身をもって実践される教皇の姿を通し、特別聖年の「いつくしみ」を解説され、短時間ではありましたが有意義な時間

となりました。                                           （六甲教会 養成部 Y.F.）  

                                                

■片柳神父出版記念講演会   

6月4日(土) 神戸中央教会にて最新刊『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』

出版記念講演が行われました。片柳神父様は 2008年から 6年間神戸の地でご奉仕いただきましたご

縁があります。当日は各地から約180名の参加者があり、シンプルで心に響くマザー・テレサの言葉を

紹介していただきました。講演後には「大好きなマザー・テレサ」が代表作である、こいずみゆりさんのミニコンサートがあ

りました。マザー・テレサのことば…『あなたは愛されて生まれてきた 大切な人』、『目の前にいる人を神の子として大切

にする』。皆さまも是非この本を読んで頂ければと思います。 

講演の冒頭、熊本地震被災地の現状と神父様のボランティア活動、および本の売上の一部が震災への募金となることが

報告されました。片柳神父は現在、山口県、宇部教会主任司祭としてご活躍。(神戸中央教会 A.K.) 

 

■祈りと音楽の集い～和みのヴォカーレ～  （6月 19日(土) 実施） 

開演前までは時折激しい雨が降っていましたが直前に止み、心配した来場者も 120名

あまりと、それなりの「祈りと音楽の集い」となりました。今回は六甲教会のメンバーを中

心としたアンサンブル「イソジーナ」の歌とオルガンの演奏で、グレゴリオ聖歌を中心に構

成。美しいイソジーナの歌声が聖堂いっぱいに広がると、会場の皆さんはしばし安らぎの世界に引き込まれるようにうっ

とりと聴いておられました。 

次回もいい企画を準備しています。是非、多くの方のご参加をお待ちしております（六甲教会 音楽チーム T.H.） 

 

■❝ふっこうのかけ橋支援❞ 

アンサンブル・イソジーナ チャリティーコンサート 

７月 16日（土）14時～神戸中央教会主聖堂でアンサンブル イソジー

ナによるチャリティーコンサートが開催された。第 3部に構成され、第１と

第 3部では、童謡とか、耳なじみのいい曲からグレゴリオ聖歌まで幅広い内容の曲が披露された。第２部で福島カトリッ

ク松木町教会の鈴木キミ子氏のお話しがあった。 

今も福島原発の傷跡が多く、苦しむ人々がいる。表面上はともかく、心の傷が癒え

るにはまだまだ時間がかかる。避難区域では家族がバラバラになり、元の土地で生

活するのは難しい。今まで住んでいた土地から急に移動するのはどれだけ難しいこと

か。原発事故から被ったものは大きい。（神戸中央教会 N.H. / インタビュアー 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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◆◆◆「子供達の堅信を通して」◆◆◆ 

          鈴蘭台教会  徳良 英行 

 5 月 22 日晴れやかな青空もと、中ブロックで

32人（うち鈴蘭台 8人）が受堅しました。多くの

子供達が小学高学年から難しい時期入っていき

ますが、堅信で準備したことも含めてこれからの

価値観/行動の礎となる様に切に願っています。

堅信式ミサでの神田神父様のお説教「教会に来る

/来ないと言うより、（一生懸命に掃除してくれた

前席の女の子や水をかけたガキ大将の様に）人の

心の痛みを理解し行動できる様になって下さい。

そして毎日神様に報告して下さい」とは、まさに

私達が向かう方向ではないでしょうか。 

 堅信準備の１つとして 1 月 23～24 日たかとり

教会で行われた泊まりの研修では、他教会の仲間

との学習に加えて食事や布団の準備/片付け、班

対抗のゲ-ム等がありました。彼らが「仲間との

つながり」や「自分の居場所」を感じてくれたな

ら、それらは今後の信仰生活を強く支えることで

しょう。 

初日 1 月 23 日夜お聖堂に集まり祭壇の周りに

置かれたろうそくの光だけの明るさと堅信の儀

の最中に流されていた曲（＝テゼの“全ての人よ”）

を聞きながら時間を過ごして気持ちが静かにな

りました。心のゆとりを作る意味で大切な時間で

忙しい現代人にとても必要なものではないかと

感じました。 

 受堅した彼らが、家庭で学校でそして全ての居

合わせる場所で神様の教え通り行動出来る様に

お祈りください。そして必要なら神様の教えに向

かって踏み出せる少しの勇気が与えられます様

に。 

～～～～～2016 年 7 月度中ブロック協議会報告～～～～～ 

日時 ：2016年 7月 17日（日） 14：00～15：45  場所 ：カトリック鈴蘭台教会 

出席者：大久保神父様、（兵庫）中井・松浦、（たかとり）橋本、（鈴蘭台）濱崎・金田 

【初めの祈り】 濱崎議長 

【報告事項】 

① 7月度地区宣教司牧評議会議事内容確認 

・神戸地区長に高橋聡神父様が就任 

・小教区聖堂の建造物耐震検査の件 

・ユスト高山右近列福式 

② 合同堅信式の経費について 

【協議事項】 

① 合同堅信式の振返り 

・多くの方が参加し、お祝いができ好評。 

・ミサ中も子供たちは集中できていた。 

・会場のたかとり教会には準備・運営に負担。 

（大久保神父様から） 

・実行委員会の方々の意見も聞いた方がいい。 

・堅信準備段階での担当者の負担は大。教会

間でサポートも検討したらどうか。 

② 8月の地区主催の行事への参加について 

・8月 5日(金)～7日(日）：ふっこうのかけ

橋合同キャンプ…参加者：たかとり 7名、 

兵庫 0名、鈴蘭台 1名、最終地区 50名予想。 

 

 ・8月 6日（土）：神戸地区平和祈願ミサ、平和

旬間行事（於 神戸中央教会）について 

③ 事務書類の取り扱いについて各教会の現状 

【各教会よりの連絡・報告事項】 

① 10月以降の 3教会の予定等 

鈴蘭台：バザー10月 30日、黙想会 11月 27日、

兵庫：バザー10月 23日、黙想会 12月 4日、巡 

   礼バス旅行 11月 12日、 

たかとり：バザーなし、黙想会 12月 11日、 

無料結核検診・評議会 10月 9日 

② その他 

・兵庫、たかとりでミサ開始時間のアンケート。 

・兵庫の「こどもワクワク食堂」は夏休み期間

毎週水曜日実施。直近では、計 107 名参加。 

【大久保神父様】 

 ・信徒会長はいろいろ大変でご苦労様です。 

 ・事務の扱いはいつも足元の整備をしておくこ

とが大事だということを教えてくれる。 

【終わりの祈り】 濱崎議長                            

■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 

 

中ブロック 
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西ブロック４教会連絡会 報告  

 

日 時：平成 28 年 6 月 19 日（日）14:00～16:00 

場 所：明石教会 

出席者：Fr.高橋・Sr.中尾 Sr.前田 

    及び 4 教会代表者 

【議題】 

 

1) 10月 23日（日）合同堅信式役割分担と他、確認 

① 合同堅信式ミサは 於：明石教会 

② ミサ開始時間 ： １０：００～、 

③ 各教会の典礼委員が連絡を取り合い準備委員会 

を立ち上げ、準備に入る。 

④ 2014年に行われた堅信式の役割を参考にし 

2016年版としての役割分担をする。（輪番方式）  

⑤ 堅信式の典礼を総括する人と、会場設営や 

パーティを運営するリーダーは別の人が良い。 

                     

2) 連絡・報告事項 

① 今年ポーランド/クラクフで開催のワールド 

ユースデーに３教会から青年を送り出す。 

垂水：河添さん、北須磨：吉田さん、明石：田中 

さんの 3名。 帰国後の報告会に期待したい。 

 

② 「いつくしみの特別聖年」の取り組み 

明石・・・毎月、第一日曜日のミサ後に祈り 

垂水・・・毎週、ミサ前に祈り 

洲本・・・お知らせの中で祈り 

北須磨・・・ミサの終わりの直前に祈り 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
8月15日(月) 聖母被昇天 西瓜パーティ 

9月 4日(日) 評議会 

10月2日(日) 評議会 

 

 

＊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 

＊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 池長大司教様 

＊10 月 23 日の合同堅信式の日は洲本教会で 
 ミサが行われます。 
 

 
 
 
 
 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
8月 14日（日）慰霊祭 
8月 15日（月）聖母被昇天 
8月 28日（日）評議会 
9月 11日（日）敬老会 
10月 23日（日）合同堅信式 於：明石教会 

       
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 
8 月 15 日(月) 聖母被昇天 
9 月 11 日(日) 西ブロック連絡会 
9 月 18 日(日) 敬老園遊会 
10 月 9 日(日) 評議会 
10 月 23 日(日) 合同堅信式 於：明石教会 
10 月 23 日(日) バザー 
 
 
北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
 
8月 15日(月) 聖母被昇天 
9月  4日(日) 評議会 
9月 11日(日）カ障連共にささげるミサ 
       懇談会（ミサ後） 
9月 18日(日) 敬老会（ミサ後） 

 10月 23日(日) 合同堅信式 於：明石教会 
11月 13日(日) バザー（ミサ後） 

♰高橋神父より 

信者にやらせるだけではなく、自分たちこそやら 

ねばならないと思う。信者宅を回りたいと思って 

いる。行事も大事だが、これに追われてしまうだけ 

では悲しいと教皇様の言葉もある。 

♰シスターより 

家庭訪問する場合信者だけでなく神父やシスター 

も一緒に行くとみんなの受け取り方が違って来る。 

 

③ 熊本大地震についての対応 

 明石・・募金箱を 3週間設置し協力依頼、 

 バザーの収益金と合わせて大阪 ENGOへ送金。 

 洲本・・募金活動をして大阪へ送金。 

 北須磨・・募金活動をして大阪 ENGOに送金。 

 垂水・・募金で 9万円、ミニバザーで 7万円 

 2分して、熊本と東北へ。のちにグレゴリオ 

 聖歌募金で 4万円、更に 7月にチャリティー 

 コンサートを予定している。 

 

＊洲本教会の新体制紹介 

 評議会議長  南 志乃婦 

 評議会副議長 谷間 秀樹 

 評議会副議長 出島 重夫 

 

＊次回は、9月 11日(日) 14:00～ 垂水教会 
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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 

◆ＫＢＨ「キリスト教の世界」セミナー 

期日：2016/7月～   テーマ：「文学・芸術とキリスト教」 

毎第 1火曜 14時～15時半。10月グイノ神父講演予定。 

◆第 81 回 「聖書セミナー」 

期日：9月 8日(木)～10月 6日(木) 毎木曜 14時～16時 

テーマ：「戦争と聖書の平和」－「否定の論理」なき社会の宗教的根本動因－ 

講師：村田充八 師 (阪南大学教授) 

◆前田万葉大司教と行く平戸・黒島巡礼 
期日 ： 10月 18日（火）～10月 20日(木) 

◆秋の巡礼旅行 計画中 
期日 ：11月 19日(土)～11月 23日(水) ベトナム方面 

◆高山右近展  計画中 
期日 ：10月 22日(土)～1週間。22日川邨神父講演 

◆写本聖書の集いを計画しております。 
聖書写本と写本箇所聖書のお話しを聞く集い。 

    ※上記、 何れも詳細は、ニューズレターを参照下さい。 

 
※神戸バイブル･ハウスでは「聖書の紹介と普及」のために聖書や関連書籍を展示・閲覧しております。また、チャペルや談話

室は様々な集会にご利用頂けます。開館は 11時～17時。 お問い合わせは事務局まで。ホームページ http://ｋｂｈ－ｂｉｂｌｅ．ｊｐ 

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）  
         

【編集後記】 

 新地区長高橋聡神父さまのもと、一人一人の

小さな力を集めて元気な神戸地区活動を進め 

ましょう。 

  暗く痛ましい事件が相次ぐ昨今、キリスト 

 の光が世界に照らされますように。私たちが 

日常の生活でそれを証する力をいただけます 

ように。                           （C.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 
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発行責任者 高橋 聡 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、P７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 

※上記講座、8月は休講の場合有。事前にご確認下さい。 
 ※図書紹介をつながりホームページに掲載。ご参照下さい。 

   

■ 聖書クイズ王決定戦  日本聖書協会主催 

日時：9月 17日(土)13時～  会場：スペースアルファ三宮 

目的：簡単なクイズを通して、楽しみながら聖書に親しむ。 

お問合せ：日本聖書協会広報 TEL 03-3567-1899 

※ 3 人で 1 チーム。神父、修道者参加可。優勝チームには

東京ディズニーリゾート 2泊 3日のプレゼント。 

 

■ 市民クリスマス 
期日：12月 16日（金）  会場：カトリック神戸中央教会 

※ 多くの方のご参加をお待ちしております。詳細は後日発

行のチラシをご参照下さい。 

■ 六甲教会 秋の黙想会 

日時：10月 22日（土）10時 30分～15時 （ミサ 14時 15分～） 

場所：六甲教会主聖堂  参加費：無料   事前申込み：不要 

※ 詳細は後日発行のチラシをご参照ください。 

 

■ 第 1 回「ユスト高山右近の足跡を巡る旅」 

     （日帰りバスツアー / 六甲教会宣教部主催）  

日 ： 10月 29日（土） 

行き先：生誕の地「豊能町高山」と 

高槻、旧イエズス会伏見教会跡 

※ 詳細は後日発行の参加募集チラシをご参照ください。 

 

■ 「祈りと音楽の集い」  

   イグナチオ教会初金聖歌隊を迎えて   

日 時：11月 6日(日) 14：00  会 場：六甲教会主聖堂 

 ※ 詳細は後日発行のチラシをご覧下さい。 


