
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 12月 71号 

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･11） 
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「幼子となられた神」 

神戸中央教会 傘木神父  

クリスマスは私たちの目を飼い葉桶の幼子に釘づけにします。なぜ神はこの様にして

世に来られ、幼子の姿で私たちに何を告げておられるのでしょうか。考えていると、気づく

ことがあります。幼子の前で私たちはいつしか言葉と動作に気をつけています。そして、

何もしない幼子に打ち負かされています。確かに幼子の無力さと傷つき易さ、その無邪気

さと優しさが私たちの心を和らげ、内なる最善のものを呼び覚ましてくれています。その無

力さの中の何かが、私たちを圧倒しているのです。これこそまさに神様のなさり方、どんな

腕力や権力にも勝る、神さまの力です。 

私たちは余りに長くこのことが理解できないでいました。人々が待ち望んでいたメシアは、権力をふるって悪

人たちを打ち倒し、世を清める力ある人物と考えられていました。洗礼者ヨハネさえ、そうでした。彼は平和を

説き、罪びとを優しく招かれるメシア・イエスの、それとは正反対のなさり方に躓いたのです。私たちも真理と

正義を切望するあまり、どうしても力で悪を打ち負かすメシアを求めてしまいます。でもそれは、クリスマスの

物語でも、そこに啓示された真理でもありません。今年のクリスマス、飼い葉桶の幼子イエス様から、この大

切なメッセージをしっかりと聞きとりたいものです。 

 

 

クリスマスを迎えて 

                神戸地区中ブロック  エマニエル・ポポン神父 

クリスマスの季節はイルミネーションの季節にあたる。暗くなった日々の中、きれいな光

が輝き、心を照らす。そして寒さの中、その光によって身体が温められるように感じる。 

闇に輝く光は世界に平和をもたらすかのように、わたしたちを安らぎと喜びで満たしてくだ

さる。   

天使たちに呼ばれて、その赤ちゃんに会いに来た羊飼いは、同じように光に照らされた。 

福音書は、空を満たす栄光を伝える。しかしその暗い夜を照らす栄光は、羊飼いしか見えなかった。つまり

イエスに出会えたから心が照らされ、その光に夢中になったのではないか。 

誰でもイエスの光を見ることができるというわけではない。羊飼いは、へりくだって生きる人を象徴する。イエ

スのありさまはへりくだる人にしか見えないものだ。 

クリスマスは平和を祝う祝日でありながら、へりくだることを招く。へりくだること非常にふさわしい態度だ。傲

慢の解毒剤として思ってもいいだろう。 

傲慢は自分を一番価値があると思わせ、人を見下し、利用し、憎ませるようにさせる。無関心、怒り、強欲、

暴言、暴力、そしていろんな不安の根元である。その一方へりくだることは平和を受け入れる最初の一歩だ、

愛を知る欠かせないものだ。イエスの誕生の夜、イエスの家族を受け入れなかった人は、無関心な傲慢を示

します。動物と身分の低い人は、イエスを受け入れる。それらは仕えることに慣れているからだと考えていい

だろう。 

神の前でそして人の前で偉そうにしないものは、天使の誘いに反応し、光で満たされた。 

その光はイエスへの道を示す！命、喜び、心の平和への道を示す。 

冬の暗闇にあって、目で見えるまぶしい光より、へりくだる心を照らすイエスの光を追いかけよう。 



3 

 

2017 年 2 月 7 日 「ユスト高山右近列福式」迫る！ 

「高山右近列福式盛り上げのための企画」として、大阪大司教区高山右近列福推進委員会は俳句・川柳、

似顔絵、祈りの花束、講演、巡礼と、取り組んで参りました。より一層の「盛り上げ」をもって「列福式」に臨み

たいと思います。今後予定されている企画を下記の通りご案内申し上げます。 

  

【特別講演会】  日  時：  １２月１０日(土)１４：００～１６：００  於：サクラファミリア（大阪梅田） 

        講演者： Fr.デ・ルカ・レンゾ（日本２６聖人記念館館長） 

                   テーマ： 「高山右近と当時の殺害概念」(争いや戦いに参戦した右近がなぜ福者な 

のか、という問に答えてくださいます) 

【右近ウィーク企画】 右近ゆかりの地サミット 

         日 時： ２０１７年２月３日(金)１４：００～１６：００  於：サクラファミリア（大阪梅田） 

         講演者： ゆかりの地(高岡/澤城/豊能町/茨城/高槻/明石/小豆島/金沢/長崎)より 

講師をお招きします。 

テーマ： 「高山右近と私の街」 

高山右近の霊性にふれる機会が、より多くの皆さまの上にありますよう、お祈り申し上げます。                                                

（神戸地区列福推進委員 岡 節子） 

 

 

旧下山手教会の鐘に寄せて 

阪神淡路大震災で被災した旧下山手教会の鐘が神戸中央教会の庭に展示されました。お立ち寄りの際には是非ご

覧下さい。これを記念して旧下山手教会を知る方に思い出を寄稿していただきました。(写真：10 月 2日の祝別式) 

「もし一粒の麦が地に落ちて死なないなら、ただ一粒のまま

残る。しかし死ねば多くの実を結ぶ」（ヨハネ 12-24）これは下

山手教会の生みの親ヘンリー・ペリン神父の愛された言葉で

す。これがまたパリミッション会の宣教の精神であったと思い

ます。当時歴代の司祭はミッション会の神父が多く、これらの

神父によって公教要理を通して信仰の原点を教えられました。

またこの期間に、ミサがラテン語から日本語に変わり対面ミサ

になり、聖堂の聖域との境が取り除かれ、女性も聖書朗読・侍

者が出来るなど、教会は少しずつ変革されていきました。教会

は祈りの場所・霊的な場所であり、また私たちの信仰共同体で

あり、宣教の支柱として大切にされるようになりました。 

その共同体づくりは、一人一人の対話と行動から始まると思います。当時、下山手教会でも、隣組活動・一

人一役活動として暫く続いたことがありました。一人と出会い対話し一人を知ることは、ひいては共同体づくり

につながるのではないでしょうか。また対話を通して相手の立場に立ち、相手の背負っているもの、例えば病

気の苦しみ、また回復の喜びを知り、何も出来なくても相手のために祈り励ますことが出来ると思います。ミサ

後のひと時の出合いと対話を大切にできたらと思います。 

大震災によって下山手教会は全壊しましたが、その宣教への熱意の心は、被災した三つの教会が一つに

なった神戸中央教会の中に生き続けています。私たちの共同体の団結を祈りたいと思います。 

                                                 （神戸中央教会 大竹 胖） 
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ふくしま通信 －第 1２号－ 

 

 朝晩の急激な寒暖差によって街路樹も紅葉が

進み、桜もイチョウも落葉が始まりました。あん

なに熱かった夏が、わずか数ヶ月にもかかわらず

遠い日のように感じられます。 

さて、待降節に入りクリスマスの準備に心が向か

う頃に夏の報告は、Just Nowではありませんが、

各小教区の皆さんに支えられて、今年度も無事に

終了することが出来ました「ふっこうのかけ橋

2016」合同キャンプの報告をさせて頂きます。

昨年12月からの約半年、月一回のペースで開催

された実行委員会は、神戸地区の教会学校リーダ

ーや福島に思いを寄せている人、また呼びかけに

応えて集まった青年達で構成され、それぞれが役

割を分担し合い計画を練って来ました。5/7には

2名の実行委員が福島を訪問し、実質的な福島側

の責任者となってくださっていたコングレガシ

オンのシスター方や教会学校のリーダー、参加経

験のあるお母さん方と懇談会を持ち、旧交を温め

つつ、これまでのプログラムの振り返りや今後の

進め方（神戸からの提案と福島からの希望）など

が熱心に話し合われました。松木町・野田町の両

教会ともに司祭の移動や信徒会の役員交代など

で慌ただしくされている折でしたが、快く機会を

提供くださいました。 

こうして話し合われたことを軸に神戸地区の教

会学校に合同キャンプへの参加を呼びかけ、六甲

山を満喫するプログラムが作成されました。 

神戸っ子にとって六甲山は生活の中に溶け込ん

だ身近な山です。これなら子供達にもこなせる登

山が出来るだろうと布引からトゥエンティクロ

スを経由して「自然の家」着の構想を練り、下見

を重ね、ジュニアリ－ダーとして応援を依頼した

六甲学院の高校生１０

名と神戸地区の登山有

志の方々と共に実際の

コースを歩き、ポイン

トの確認を行ったりし

ました。 

当日は９時半に神戸中央教会を出発し、約６時間。 

2016．12．04 

       “ふっこうのかけ橋”実行委員会 

 

炎天下での登山で熱中症を心配しましたが、登山 

道の木陰に助けられ無事全員が「自然の家」に到 

着。みんな本当によく頑張りました。 

広い食堂で揃って食べ

た夕食は、目標として

いた登山を一つになっ

て乗り切った達成感も

手伝い、なんと美味し

かったことでしょう。

翌日もアスレチックに続いて昼食はＢＢＱ。午後

からは学年別でアーチェリーやカヌーなど珍し

い体験ができて大喜びでしたが、夜のキャンプフ

ァイアーは雨のため残念ながら体育館でのファ

イアーに切り替わりました。翌日、神戸中央教会

でのキャンプ解散式のあと、神戸の子ども達とお

別れした福島の子ども達は疲れも見せず、宿泊先

となった「たかとり」へ。夕食までの間、「ゴロ

ンとする？」とのリーダーの心遣いをよそに「見

るだけでいいから海へ行きた～い」とのリクエス

トに応えて須磨の海岸へ。戻って来た時には、み

んな何処かが海水で濡れ、着替えが必要でした。

ちなみに福島の子ども達はキャンプをはさみ、前

後泊があり、前泊は住吉の和室をお借りしての粉

もんパーティーで開会。食べるより焼くことに夢

中になった子供達。エマニュエル・大久保両神父

さんにもたこ焼きを沢山食べて頂きました。 

お楽しみいっぱいのプログラムに子供達は日焼

けしたニコニコ顔で神戸を後にしましたが、震災

から丸５年という月日は、子供たちの成長とは別

にそれぞれの環境に少なからず変化があり、なか

なか参加に踏み切れないケースもありました。そ

のことは個々の家庭という小さな単位のみなら

ず、福島で暮らし続けることを選択したすべての

人達にいえることなのかもしれません。忌憚のな

い５月の現地訪問での話し合いから、これからの

支援の在り方を模索して行きたいと思いました。 

皆さま、ご支援ありがとうございました。 

心ゆたかなクリスマスと新しい年をお迎えくだ

さい。（会計報告は別途地区評でさせて頂く予定です） 
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         2016年 10月度 神戸地区宣教司牧評議会議事録 

 

1．日時：2016年 10月 2日（日）13：56～15:29 会場：北須磨教会 

出席者：高橋聡地区長 評議会議長団 各小教区代表 各専門委員会 エキュメニカル 高山右近委員 

2．教区より 11月 13日(日)「いつくしみの特別聖年閉年ミサ」の典礼奉仕の依頼について 

神戸地区からは共同祈願担当として渡邉議長(神戸中央教会)に決定。 

3．高橋聡地区長から地区評議会への挨拶 

神戸地区評議会へのメッセージ 

・いつくしみ特別聖年閉年ミサ、高山右近列福式を控えている 

・耐震診断が教区全体で実施されるが、その結果を受けて地区全体で教会のあり方を考えてほしい。 

共同体のかかわりを信頼しながら良い方向を探し出していきましょう。 

4.議事  

A審議事項 

① 小教区聖堂耐震診断の実施について 

  2016年 8月 31日付け、地区長あて前田大司教通達 

  対象は 1981年以前に建てられた聖堂。診断費用は教区負担。 実施会社は教区管理課と相談する。 

  「耐震診断結果は、現状の聖堂の状態を知り、これから先の地区の福音宣教を考える材料となるものです。 

今後、小教区の現状、費用の問題を含めて地区の中で話し合いを持ってもらい、結果として教会の移動、

新築、補強、統合、分教会にするなど、地区または地区を超えた大きな共同体の目線で話し合ってくださ

い。どうぞよろしくお願いします。」 

  神戸地区の教会で対象となる教会は、建築年の古い順に三田(1951年木造)、垂水(1962年鉄筋コンクリー 

ト造)、兵庫(1965年軽量鉄骨造)、鈴蘭台(1974年鉄骨造)の 4教会。そのうち、兵庫教会はすでに診断済 

み(2016年 3月) 三田→垂水→鈴蘭台の順に診断することが承認される。 

   診断の時期は未定。教区としては 2017年度中をめどにスケジュールはこれから決める。 

  ＊鈴蘭台教会では改築を予定しているので早めの診断を希望する→教区に相談する 。決定するのは教区。 

② 10月 16日教区国際協力の日：神戸地区として、聖堂受付、献金、聖体拝領誘導係スタッフ 10名派遣。 

③ 神戸地区監事について 

神戸地区宣教司牧評議会輪番表に基づき、監事は 2016年、神戸中央・垂水 2017年、垂水・明石。 

2019 年までは現輪番表のとおり担当していくが、2020 年、2021 年は議長と監事が同じ教会が担当するこ

とになってしまうので 2019年までに重複を避けるよう検討する必要がある。 

B提案事項  

① 各専門委員会等からの予算書提出依頼（12月末〆切、未提出は 零査定） 

提出先：会計 洲本教会 南議長（FAX教会０７９９－２３－３６６４） 

    予算は 1月の地区評議会で審議し確定する。 

 ・ 専門委員会で予算の金額が大きい委員会には半期に分けて 2回渡している。 

  社会活動・養成は後期分を 10月 2日に会計から支払い。広報は一括して 4月に支払っている。 

 ・年度末に一年分の執行状況をまとめるのは大変なので、年末までに上期分の執行状況を南議長までメール 

または FAXで報告する。 

② その他 

・2017年 1月 17日(火)池長大司教司式によるテレマンレクイエムミサが神戸中央教会で行われる。 

・2016年 11月 23日(水)14:00から「祈りの花束」こいずみゆりコンサートが神戸中央教会で行われる。 
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C報告事項 

① 高山右近列福推進委員会（岡）   

2017年 2月 7日（火）列福式：申し込みを受け付けている （JTB西日本へ郵送又は WEB申込、先着順） 

  大阪教区列福推進委員会「盛り上げ企画」 

⑴ 俳句・川柳の募集 対象は大人(信徒に限らず広く募集) 

選者 前田万葉大司教様 稲畑汀子(日本伝統俳句協会会長) 優秀者 30作品を表彰 

⑵ 高山右近の似顔絵の募集 対象はカトリック小・中学校、小教区の子ども 

優秀賞、若干の方に賞品 

⑴ ⑵いずれも募集期間は 10月 1日から 11月 30日 各小教区でまとめて直接教区へ送る。 

送り先 〒540-0004 大阪市中央区玉造 2－24－22 大阪教区本部事務局「高山右近列福推進委員会」 

⑶ 「祈りの花束」 祈りを大切にすることによって、右近の霊性に触れる。 

各小教区でポストを作り、葉書に祈りを書いて入れる。地区長のいる教会へ「う～こんどの」が訪問

して祈りの花束を集める。神戸地区は明石教会に 2月 4日 11時頃取りに来るので、各小教区は 2月 3

日までに明石教会へ送ること。  

講演会 第 2回 レンゾ・デ・ルカ神父（日本 26聖人館長）「殺人者が何故福者なのか」 

    12月 10日(土) 14時〜16時 サクラファミリア 

D．ブロック活動を中心とした報告 

西：9月 11日ブロック会議  

・通夜の司式の振り返り→司祭団の会議の結果、従前通り続けていくことになった。 

・耐震診断→垂水教会が対象 今後どうするかを検討中 

・西区の宣教拠点→8月 4日に宣教拠点としてのミサが終了（西神中央の西区民センター）。 

 今後については関係者が話し合う。 

    ・10月 23日明石教会にて西ブロック合同堅信式 26名が受堅。 

    ・9月 25日垂水教会にてワールドユースディに参加した青年の報告会 大変良かった。 

    ・相互監査の日程、行事予定 を組む。 

    ・西区のミサ終了に関連して関係者からこれまでの神戸地区の支援に感謝の表明があった。 

  中： 子ども食堂について 夏休み中は 6回「宿題しよう会」を毎週水曜日 10時から行った。毎週行うこ

とで子供とスタッフとのつながりができてよかった。 9 月からも第 2 土曜日に「勉強しよう会」

を継続。１５名参加。子供食堂：子供 30名、大人 21名参加。 

北： 12月 4日  エキュメニカルの一環 プロテスタント教会と合同で三田クリスマスの集いを行う 

東：9月 11日 連絡会議 

  ・2017年 6月 11日 東ブロック合同堅信式 大まかな内容を話し合った。 

  ・2018年 6月ごろ神戸地区大会。概要について話し合う。 1月の地区評で議題として提案予定。 

 E.委員会報告 

① 社会活動委員会（岩佐）：シナピス移動学習会を 2017年 1月 29日に住吉教会で行う。 

テーマは「こどものいのちを守るために～私たちにできること～」。 

講師は 森田喜治さん(龍谷大学文学部臨床心理学科教授)、島田妙子さん(児童虐待防止機構理事

長)、橋本佳世子さん(看護師) 

  ・船員司牧活動 後方支援として手編みの帽子、カレンダーなどあれば提供する。 

    ・南相馬仮設支援を継続中（カトリック原町教会ボランティアグループ コンコルディアへの支援） 

② エキメニュカル（角田）：クリスマスランチョン 12月 3日(土)11:00から行われます。 
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≪神戸地区委員会活動報告≫ 

 

◆◆ 養成委員会 ◆◆ 

● 「聖体授与を伴う病者訪問奉仕者養成コース」実施される 

10月 10日、11月 3日神戸中央教会で、11月 23日住吉教会で、いずれも午後の半日 3回をかけて

標記の養成コースが実施されました。 

聖体授与を伴う病者訪問に新たに参加される方や、既に奉仕しておられて更に深めたい方、臨時の

聖体奉仕のために学びたい方など各教会から 80余名の方が参加されました。 

11月 23日には姫路マリア病院の藤原昭神父様が「病者と向き合う時の私たちの心構え」についてお

話しされ、病者を訪問する私たちに深い気付きを戴きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

北ブロックの活動より 

1 11月 13日（日）、七五三お祝いミサの中で 3人の子どもが祝福を受けました。 

2 2017年 5月 14日（日）の堅信式に向けて準備のための勉強会が 11月 13日（日）から始まった。中高

生の勉強会に 12名、社会人の勉強会に 5名の参加がありました。 

3 2017 年度教会年間テーマを「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。 

4 11月27日（日）、高橋聡神父さまのご指導で待降節の黙想会を行いました。ミサ後に「キリストを待ち望

む」をテーマに講話があり、その後グループに分かれて分かち合いをしました。 

    

12月 18日（日）ミサ後 教会学校クリスマス会 

1月 1 日（日）11：00 新年のミサ 

15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 

3月 19日（日）9：30 四旬節黙想会（指導司祭：明石健次神父） 

 

教会の 1 年は待降節から始まります。11 月 30 日の「聖アンデレの日」に最も近い日曜日からクリス

マスイブまでの約 4週間で、今年は 11月 27日 (日)より待降節に入りました。 

 5 世紀後半に、クリスマス前の断食の時期として、聖マルティヌスの日が開始日と定められていたが、

後にグレゴリウス 1世の時代に、4回の主日と定められました。 

この期間は救い主イエス・キリストの誕生を準備する期間。信徒は罪を悔い改め、救い主を待ち望み

ます。 待降節はアドベントともいわれます。これはラテン語の「来る」から派生しています。キリストの

来臨を意味します。 

≪アドベントクラウン≫  モミの木の小枝や赤い実のついたヒイラギの葉などでクラウンを(丸

い形をした輪)を作り 4 本のロウソクを飾ります。日曜日ごとに 1 本ずつロウソクに火を灯し、クリスマス

到来をロウソクの灯の数が増えるのに合わせ、目に見える形で意識しようとするものです。 

 これは、ゲルマン民族、ドイツや北欧の風習に由来します。 

待 降 節（アドベント） 
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東ブロック連絡会議 議事録  2016年 9月 11日開催   

■議題と内容 

[1]合同堅信式について     日程：2017年 6月 11日（日） 六甲教会にて 

次回の東ブロック連絡会議のときに堅信式担当者も出席。以後は担当者で詰める。 

費用負担は相互折半による。 

[2]神戸地区大会について  実行委員会担当は、東ブロックと北ブロック。 

日程等の概要は、次回の地区評（2017年 1月開催予定）に提案し、早めに場所をおさえる。 

日程は、2018年 5月 27日（日）もしくは 6月 3日（日）「キリストの聖体」のいずれかで提案。 

場所は、比較的集まりやすいところを検討中である。 

上記提案が承認され次第、実行委員会が発足させることになる。 

[3]市民クリスマスについて  日程：2016年 12月 16日（金） 

ホスト教会は、今年はカトリックで、神戸中央教会がメイン会場となる。 

[4]各教会の行事予定について  それぞれバザーやイベントの予定を発表した。 

◆次回会議：2017年 2月 19日（日）14時より 六甲教会にて 

＜行事報告＞ ************************************************************** 

■セ・ニョール・デ・ロス・ミラグロス   （10月 25日実施）  

10月２５日（世界宣教の日）セ・ニョール・デ・ロス・ミラグロス（奇跡の主）のお祝いミ

サが傘木神父、アルフレド神父、ラモス神父司式で行われました。日本で初めて住吉教会で行われてから２５

年になります。近遠から毎年大勢の方々が集われ、ミサ後キリストの受難の色である紫の衣でみこしを担ぎ

賛歌と共に敷地内を巡行。午後はスペイン料理、音楽、踊り、ビンゴ、ピエロショー等で盛り上がりました。信

仰篤き皆様の上に神の祝福が豊にありますように。詳細は住吉ＨＰニュース欄をご覧下さい。(住𠮷教会 K.T.)                                                  

 

■第１回ユスト高山右近巡礼の旅  （10月 29日実施） 

六甲教会では、ユスト高山右近の列福を記念して右近の足跡を辿る巡礼の旅

をシリーズで企画。第１回は「伏見・月桂冠と右近の生誕地豊能町」を巡る旅。10

月 29日（土）アルフレド神父を始め、40数名が参加。 

最初に訪れた伏見は、イエズス会「伏見教会」があった所。「教会への小路」がそのまま月桂冠の敷地とし

て引き継がれている。中庭には今もキリシタン灯篭がある。午後は「豊能町」へ行き、キリスト禁教令の「高札

場」「マリアの墓」、フロイスが「セント・ジョアン（自庵）」と呼んだオラトリオ跡があった「西方寺」等を回り、最後

に「右近の郷」でアルフレド神父司式ミサに与りました。右近の信仰に少し近づけた心満たされた巡礼の旅で

した。第２回は来春実施予定。是非、六甲教会以外の方のご参加もお待ちしています。（六甲教会 蛭田 武） 

 

■マザー・テレサ列聖感謝ミサと写真展報告(10月 19日 於：神戸中央教会) 

大阪・六甲・加古川・姫路の共労者の方々を中心に写真展示準備やミサ準備

を進め、250部用意した式次第が全てなくなりました。片柳神父（宇部教会）を主

司式にボーガルド神父（淳心会）、傘木神父（神戸中央教会）の共同司式ミサが

行われ、ミサ後、列聖式報告が片柳神父によって行われました。プロジェクターの画像を通して、熱烈な列聖

の喜びが伝わって来ました。写真展の方も通りすがりの人や神戸観光の人達の来場もあり大盛況。“暗やみ

の聖人”と呼ばれるマザー。「私は天国でも留守にしています。なぜなら、私は暗やみの至るところに出かけて

苦しむ人たちと共にいるからです」という言葉が心に残りました。       （神戸中央教会 山野 真実子） 

■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 中ブロックのバザー◆◆◆ 
～～～兵庫教会（10 月 23 日）・鈴蘭台教会（10 月 30

日）でバザー開催！～～～ 

  

例年 10月の第 4週に行っていた兵庫・鈴蘭台教

会のバザーを今年は事前に調整し、第 4週が兵庫、

第 5週が鈴蘭台と分かれて実施しました。 

 両日とも晴天に恵まれ、兵庫、たかとり、鈴蘭

台の中ブロックの信徒が集まり美味しい料理に

舌づつみを打ち、和やかな団欒の時間を持ちまし

た。なお、バザーの収益金は、兵庫教会は熊本地

震被災者支援、鈴蘭台教会は 40の福祉施設のた         

めに使われます。  「鈴蘭台教会 萬崎抗三） 

 

～～～～～2016 年 11 月度中ブロック協議会報告～～～～～
日 時：2016年 11月 20日 14：00～15：40 
場 所：カトリック兵庫教会 
出席者：大久保神父 濵崎・金田（鈴蘭台教会） 
橋本（たかとり教会）中井・脇田・松浦（兵庫） 

【議 題】 

① いつくしみの特別聖年の振り返り 

② 待降節黙想会について・・・鈴蘭台 11/27 大

久保神父、たかとり 12/11 エマニュエル神父、

兵庫 12/11 清川神父 

③ たかとりと兵庫教会のミサ時間の変更・・・ 

たかとり 9 時、兵庫 11 時、 3 年毎に入れ替

える。来年 4月の復活祭後 4月 23日から実施。 

 たかとり・兵庫の合同ミサについて…毎月第 4

日曜日を 3か月に一度、第 4日曜日とする。1

月・7月：たかとり 4月・10月：兵庫 

 聖母の被昇天の祝日は、合同で実施予定。開始

を昼間にとの要望、今後検討。 

④ 兵庫からのお願い：兵庫教会運動場について 

⑤ 各小教区日程確認 

1）1月～3月のローテーション表を確認。 

2）四旬節黙想会・評議会の日程確認・・・    

評議会:1/8日 たかとり・兵庫、1/15 鈴蘭台 

四旬節黙想会：3/5 たかとり・兵庫、鈴蘭台

3/5 又は、3/12。 3）その他…2017年 2月 7

日 ユスト高山右近列福式 大阪城ホール 

⑥ その他 たかとり・・・来年教会設立 90周年。 

  震災後ＴＣＣ、教会再開 10周年 

5月 28日祝賀イベント。 

兵庫・・・来年度の国際協力の日について。 

毎月第 2土曜日に「勉強しよう会」、毎月第

4 土曜日 「子ども食堂」を実施。11 月 30

日神戸新聞に「こどもワクワク食堂」が掲

載。 

大久保神父より・・・日頃からお世話になり感謝。

18日にいつくしみ特別聖年のミサに行った。司祭

として「いつくしみ」は信仰を伝える基盤の核に

なると思っている。「いつくしみ」というものが垣

間見える教会に人々は来てくれると思う。これか

らは我々も協調性、柔軟性が求められる。「いつく

しみ」を忘れずに行きたい。 

次回 2017年 1月 22日 14：00～たかとり教会

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

中ブロック 

―――鈴蘭台教会のバザー風景――― 
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北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
 
12月 18日(日) 待降節黙想会 

名谷キャロル 17:00～ 
12月 23日(金) 西神キャロル 17:00～ 
12月 24日(土) 御降誕夜半ミサ 19:00～ 
12月 25日(日) 御降誕ミサ 10:00～ 
 1月 1 日(日) 元旦ミサ 10:00～ 
1月  8日(日) 成人のお祝い 
 
 
 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
12月 4 日(日) 遠足 
12月 11日(日) 黙想会 
12月 24日(土） 御降誕夜半ミサ 
12月 25日(日） 御降誕日中ミサ 
                 
             

                                                                            

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西ブロック４教会連絡会 報告  

 

日 時：平成 28 年９月 11 日（日）14:00～16:00 

場 所：垂水教会 

出席者：高橋神父・Sr.中尾 Sr.前田 

    及び 4 教会代表者 

【議題】 

1) 通夜司式について 

①現在の信徒による通夜を「司祭による通夜司式」にして 

ほしいという信徒からの要望について 

その理由 

・信者による通夜が導入された背景には当時司祭不足 

で 4教会を掛け持ちしなければならない現実があっ 

たが、現在は 4人おられるので司祭による通夜は 

可能ではないか。 

   ・通夜に参加されている司祭の姿を見かけるが、不在 

でなければ、司祭に通夜の司式をして欲しいと思う。 

   ・信徒で行う通夜は機械的に行われているようで違和    

    感をもつ信徒もいる。 

   ・司式を担当する信徒も高齢化してきている。 

  ② 高橋神父より 

   ・春の司祭合宿の時、この件については話し合った。 

今まで通り信徒による通夜方式でいくという結論を 

出した。 

   ・儀式書の解釈も難しい面があるが、司祭不在の時は 

信徒がやらざるを得ないし、今の時代、信徒が望む 

    ようには出来ないということも理解してほしい。 

   ・この件はもう一度司祭団と話しあってみる。 

   最終的には評議会が判断することだと思う。 

 
明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 
12月 11日(日）黙想会 
12月 18日(日）評議会 
12月 24日(土）御降誕夜半ミサ 
12月 25日(日）御降誕祭ミサ、クリスマス会 
1 月 1日（日）元旦ミサ（神の母聖マリア） 
1 月 8日（日）成人式 
3 月 1日（水）灰の水曜日 

 

 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 
12月 4 日(日）共同回心式 
12月 11日(日) 評議会 
12月？日 (日) クリスマスｷｬﾛﾙ（JR垂水駅西口） 
12月 24日(土）御降誕夜半ミサ 
12月 25日(日） 御降誕日中ミサ「子どもとともに

ささげるミサ」 
ミサ後教会学校クリスマス会 

１月１日（日）元旦ミサ（神の母聖マリアの祝日） 
１月８日（日）成人式お祝い・新年会 
２月 19日(日）垂水地区の集い 

2）耐震診断について 

 高橋神父より 

 大阪司教団から「小教区聖堂耐震診断の実施につ 

いて」という書面が届き、熊本地震の影響もあり、 

 早急に耐震診断をすすめて行くことになった。 

 ・1981年以前に建てられた聖堂は耐震診断費用を 

  教区が負担することになった。神戸西ブロック 

  では垂水教会が該当する。 

3）西区宣教拠点について 

高橋神父より 

８月４日をもって、西区宣教拠点でのミサは終了

した。ミサはなくなったが、良い宣教活動まで取

りやめるつもりはない。 

信仰講座など信徒による自主的な活動の経費は各

教会が協力しあう。 

4）合同堅信式について 

10月 23日 明石教会 にて 前田万葉大司教司式 

 前回の連絡会議で確認した事項に基づいて、準備 

委員会が準備を進めている。パーティーは明石が 

カレーライス、垂水がおでん、北須磨がデザート 

関係と決まった。 

5）ＷＹＤ合同報告会を 9 月 25 日ミサ後垂水教会で

行う。 

6）相互監査について 

  10月 16日 洲本教会を垂水教会が監査 

  10月 23日 垂水教会を洲本教会が監査 

        明石教会を北須磨教会が監査 

  10月 30日 北須磨教会を明石教会が監査 

※次回連絡会は 12月 18日(日)14：00～北須磨教会 
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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 14：00～15：30 （1月はお休み） 

【講演】 
● 12月 6日(火) テーマ ： レンブラントと聖書 

           講師：吉田実 牧師 (改革派神戸長田教会) 

● 2017年 2月 7日(火) テーマ ： ルターと讃美歌 

        講師：小栗献 牧師 (日本基督教団神戸聖愛教会) 

  ※ 受講料 ： 1講義 500円 

◆第 81 回 「聖書セミナー」 
期日：２2017年 1月 19日(木)～2月 9日(木) 

                     毎木曜 14：00～16：00 

テーマ ： 「2017：宗教改革 500周年の年」にちなみ 

               「ルターと○○」 で講演されます。 

講師 ： 正木牧人 師 (神戸ルーテル神学校校長) 

        ※詳細は、ニューズレターNo.79を参照下さい。 

 

◆写本聖書の集い         
聖書写本と写本箇所の聖書講話の集い  

日時 ： 第 3火曜日 14：00 ～ 

※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、閲覧可能です。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】 
つながり 71 号をお届けします。カラー仕立ての表紙

絵は「ビーナスの誕生」等で有名なボッティチェルリの

「ざくろの聖母」です。 

振り返れば今年も世界各地でテロや紛争、自然災

害など痛ましい出来事の連続だったように思えます。

新たな年に向かい、明るく希望に満ちた一年となるよう

心から祈らずにはいられません。     (ＧＴＨ） 

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 12月 4日    

号 数 71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 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） 

    

☆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。  
 

■ジュニア  

 ティンカーベル チャリティ コンサート 
日時：12月 10日（土） 15：00 

藤岡知栄美先生指揮。クリスマスソング１５曲披露。 
 

■ 市民クリスマス 
日時：12月 16日（金） １７：００～２１：３０ 

会場：カトリック神戸中央教会 

 キャロリング、キャンドルアート、子供プログラム、ほっとタ

イム、祈りと祝福のとき、青年のつどい、が行われます。 

※ 多くの方のご参加をお待ちしております。詳細はチラシ・

ポスターをご参照下さい。 

 

■越年 越冬 炊き出し 12/28(水)～1/5(木) 
カトリック当番日：2017年 1月 1日(日)・5日(木) 

場所：東遊園地（神戸市役所南側） 11：00～15：30 

  お手伝いお願い致します。 

■ クリスマス音楽の集い 

日時：12月 23日(金・祝日) 14：00～16：00 

出演：カトリック六甲教会聖歌隊／オルガン奉仕者 

フルート：森脇一有美／ヴァイオリン・デュオ：折川麻理、

榎奈緒／独唱：詫洋一、岩井律子、高山教子、橋岡尚美 

場所：六甲教会主聖堂   参加費：無料 

クリスマスにちなんだ音楽をいろいろな形でお聴き頂きたいと思

います。皆様のご来場をお待ちしております。  

 

■クリスマスキャロル in 名谷、西神 
●12月 18日(日) 17時～名谷 須磨パティオ お買い物広場にて 

●12月 23日(日) 17時～ 西神中央 ブレンティ アトリウムにて 

どなたでも歌えるやさしい歌ばかりです。共に救い主誕生の喜び

を、街に響かせましょう。事前申込み不要。当日、20分前に会場

にお集まり下さい。問合せ：北須磨教会 ☎ 078-791-3788 

 

■ レクイエムミサ 

 阪神淡路大震災鎮魂のためのレクイエムミサ と コンサート 

日時： 2017年１月１７日（火） １８：00～ 

場所： 神戸中央教会主聖堂    池長大司教司式 

ミサ曲： Gフォレムのレクイエム     入場無料  

  ※ 出口にて、東北・熊本への献金をお願い致します。 

  

■キリスト教一致祈祷会 
神戸地区は各教会持ち回りで行う  

日時 ： 2017年 1月 14日（土） 14：00～16：30 

司式 ： 大久保 武 神父    説教：エマニエル神父 

テーマ ： 和解・キリストの愛が私たちを駆り立てています。 
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教会名 
クリスマス 

神の母 
聖マリアミサ 201７年 元旦 

24 日(夜半のミサ) 25 日(主の降誕ミサ) 31日 

明石 20：00 9：30  9：30 

洲本 19：00～20：30 10：00～11：00  10：00 

垂水 
19：30 キャロル

20:00 ミサ 

10：00  

子供と共に捧げるミサ 
 10：00 

北須磨 19：00 10：00  10：00 

鈴蘭台 19：00 9：30  10：30 

たかとり 19：00 11：00 
30日 19：00 

ベトナム語 

31日 23：30 

元旦  11：00 

兵庫 19：00 9：00 30 日 9：００ 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 
7：30 10：00 23：00 8：30 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 
10：00  

0：00  9：00  

11：00 

仁川 18：00 21：00  7：00 10：00   0：00  10・00 

クリスマスミサ ＆ 新年ミサ 案内 


