
  

 

 

 

 

 

 

 

2017年 2月 72号 

 

                         神戸地区地区長 高橋 聡 神父 

 

今年は、二月七日に、大阪でユスト高山右近の列福式が行われ、大阪教区で

はこの一年で右近の霊性に学ぶことが、テーマとしてとりあげられておりま

す。そして、今から私たちは復活祭に向けて四旬節を過ごそうとしておりま

す。 

 福者ユスト高山右近は、日本の初期のキリストの教会にあって、最も重要

な人物の一人でありました。そして、その生涯と、日本の教会の歩みは、軌

を一にしていたといっても過言ではなく、彼が活躍していた時に教会もある

意味、信徒が増加するなどして隆盛し、その死とともに江戸幕府による徹底的な迫害、二百五十年にも

及ぶ弾圧が始まったのでした。 

  ところで三月十七日の祝日は、日本の信徒発見の聖母の祝日です。日本の教会の復活にもなぞらえ

られているこの日を、日本では二年ほど前から、日本の教会全体でお祝いしています。 

 それまでは、ある意味日本の教会は、二百五十年間の四旬節を過ごしていたのかもしれません。その

間潜伏キリシタンの信仰を支えたものはとくに二つのお祈りだったように思われます。一つは、ロザリ

オの祈りです。長崎出身のある先輩神父は、司祭になったばかりの私に、潜伏キリシタンだった先祖の

信仰を守ったのは、ロザリオの祈りとその十五玄義であったと教えてくださいました。もう一つは、「完

全な痛悔の祈り」です。これは、イエズス会の川村信三神父様のお話を記録した本を読んで知りました。

この祈りは特に、五島・外海・長崎地方に伝わっていた祈りだそうで、現代の文語に少し直されて、『公

教会祈祷文』という本に記載されておりました。踏絵を踏まされた信者たちが、司祭が一人もいないた

めゆるしの秘跡を受ける機会も与えられず、その良心の苦しみ、罪の苦しみの中で、将来、また司祭た

ちが戻って来られた時、告白できるのを希望しつつ、完全な痛悔によって罪が赦されることを願って唱

え続けられたといわれる祈りです。そこには全く司祭がいなくなっても、確かな、罪のゆるしと救霊の

希望がありました。その希望に支えられて、潜伏キリシタンたちは、まことの信仰を、伝え続けること

ができたのではないのでしょうか。 

 私たちも今年の右近の霊性を学ぶ年にあたって、神の救いへの希望を培い

ながら、福者ユスト高山右近と多くの信仰の先達たちの足跡を顧みながら、

この四旬節を過ごしてみてはいかがでしょうか。 
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四旬節を迎えて 

 

高山 親（六甲教会 助任司祭） 

 

 今年の四旬節は３月１日の「灰の水曜日」から始まり、４０日間の祈り・節

制・愛の奉仕の勤めを通して、イエスの「死」の救いの業を再体験することに

なります。イエス・キリストの「復活」によって集められたわたしたちは、どのよ

うにしてこの「特別な恵みの時」を過ごせば良いでしょうか。 

 灰の水曜日の回心式に、「回心して福音を信じなさい」（マルコ１．１５）の呼

びかけに対して、「土くれとしてわたしを造り、塵に戻される」（ヨブ１０．９）代わりに新たな心をもっ

て命の福音を生きることとなります。それは、イエスとともに「死」に、そして、その「死」を通して、

新たに生きる体験を味わうようになります。 

 主イエスの死によって購われ、新たな命を受けたわたしたちが、祈り・節

制・愛の奉仕の勤めを果すことによって、かつて、主イエスが御父の御旨

に従って救いの使命を全うできるように「祈り」、人間の自分の弱さに打ち

勝ち、「死に至るまで従順」の意志を、そして、弟子たちを「愛して、愛し抜

かれる」イエスの模範を学ぶことにします。 

 今年も、わたしたちの誰もがこの四旬節を通して、御父の救いの業を深めるために祈りします。 

節制の生活をして、天の国の狭い門を通り抜き、イエスの歩まれた十字架の道を最期まで進ん

で行けるように努力します。そして、「羊のためにいのちを捨てる」（ヨハネ１０．１５）のイエスの愛

に倣って、周りの弱い人、孤独な人、人々に無視されている人々に愛の手を差し出し、神の愛の

神秘に与ることにします。 

 どうか、一日に５分でも、１０分でも「イエスの救いの業」を思い起こし、心をこめて祈りすること

は、御父の慈しみを味わうように。  

些細なことがらでも、身を引き締めて、節制の業を務めながら、苦しんでいる、軽蔑されている

多くの人々との共感と、敵対している人からの赦しとを希うように。 

自分の周りの家族、友人、人々への関心という決意から、具体的な愛の行動をとって、信仰生

活を整え、主イエス･キリストの復活の喜びで満たされますように。 

 

◆◆ 典礼 ◆◆ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

3月 1日(水) 灰の水曜日 

4月 9日(日) 受難の主日(枝の主日) 

4月 13日(木) 聖木曜日(主の晩餐) 

4月 14日(金) 聖金曜日(主の受難) 

4月 15日(土) 聖土曜日(復活徹夜祭) 

4月 16日(日) 復活の主日 

 

 ※ 「ゆるしの秘跡」を受けるようにしましょう。 

《40 という数》 

聖書の世界では大きな数や長い期間を表す

数字です。神が定めた一定の期間に使われて

います。例えば 

・ノアの洪水の期間(創世記) 

・モーゼのシナイ山滞在期間(出エジプト記) 

・イスラエルの民の荒野滞在期間(民数記) 

・ダビデ、ソロモンが王位にあった年数 
(サムエル下/列王記上) 

・イエスが復活後弟子たちに現れた期間 

（使徒言行録） 等々 

 

・ 
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ユスト高山右近列福式によせて 

－殉教者と共に歩んでー 

 
                                 

 岡  節 子（明石教会） 

２月７日大阪城ホールに於いて「ユスト高山右近列福式」が教皇庁列聖

省長官アンジェロ・アマート枢機卿様司式により司教、司祭、修道者、信徒

合わせて１万人の列席のもと荘厳の中にも温かい会場の雰囲気の中、無

事迎えることが出来ました。それは「列福運動」が叫ばれて実に４００年の

歳月を経ての事でした。     

私は、垂水教会のＭさんから２０１４年の年の初め「高山右近の列福運

動を手伝ってほしい」と、お電話を頂きました。突然の事でしたので、一旦

はお断りしました。母を亡くして２週間ばかりでしたので、とてもお引き受けする気持ちになれずにいたの

です。 

 それは又、２０１０年から４年をかけて巡礼し、「日本２６聖人」殉教の地、「長崎への道」を完歩する１ヶ月

前のことでもありました。完歩の日、「西坂の丘」で毎年行われる高見大司教様司式の「殉教記念ミサ」に

預かった私は、言葉に表せない感激と感謝の気持ちで一杯になり、その場で「帰ったら右近様の列福の

手伝いをしよう！」と、心に決めて家路に着きました。このことは「２６聖人からのメッセージ」とも受け取れ

たのです。 

しかし、引き受けたものの具体的な活動内容が分からず、「列

福のためにボランティアとして参加する人を募っている」と言う位

の認識でしかありませんでした。その中で「推進委員」は、それ

ぞれの地区から選ばれ、「列福運動」を地区で盛り上げ、列福を

啓発すると言う仕事でした。それからは「高山右近」に関する書物・講演・右近ゆかりの地を手当たり次第

読み、参加して参りました。その間に私の中に「高山右近」に対する畏敬の念が次第に高まって行き、「下

克上の戦国の世に全てを失ってまで真の信仰を貫き通し、殉教への道を歩んだ潔さ、まさしく“義”の人で

あった」と心から思えるようになりました。もう一つの「高山右近・列聖、列福運動」を推進するボランティア

組織「右近クラブ」は活動分野に応じて五つのチームを設け、それぞれが特徴ある企画を出し合い、互い

に助け合いながら列福運動に励みました。私は「宣伝チーム」に属し、「うこん合唱団」を立ち上げました。

「うこん合唱団」は、神戸地区の「右近クラブ」の方、明石教会の聖歌隊、有志の皆さんの協力の基に立ち

上げたグループです。指揮は馬込俊彦さんにご協力頂きました。推進委員は、地区から１人という事で情

報を共有する人もなく、孤独感に陥り、夜遅く教区での会議があった時は、家に着く迄２時間かかり、いつ

も小走りに家路に着く状態でした。落ち込む私を「うこん合唱団」の皆さんは気持ちを奮い立たせて下さり、

大阪～神戸～姫路へと足を運び「高山右近の歌」の「出前」を続けて参りました。全員最後まで気持ちよく

参加して下さったことは、生涯忘れることが出来ない想い出と感謝の気持ちで一杯です。こうして私の「推

進委員」の仕事は無事終える事ができました。今、「ユスト高山右近」は、「列聖」に向けて歩み始めていま

す。最後に「ユスト高山右近列福運動」のために私を選んでくださった神様に心から感謝致します。 
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カトリック鈴蘭台教会での講演(2016/12/25)より 

災害に備えて 
～自助と共助という事～ 

                                   大阪市危機管理室室長 城戸秀行 

 

 大阪市の危機管理室は、地震、台風や風水害等の自然災害、交通事故、爆発、ミサイルやテロ

対策など、広範な事象への関わりが任務で、警察、自衛隊からの出向者を含め、総勢 26名で、今

も東日本大震災の人的支援のため 18名を岩手県、宮城県に室員として送り込んでいます。 

今日は地震を中心に、身を守るという事についてお話しをさせて頂きます。 

21年前の阪神淡路大震災の時、私も大阪市の消防関係の業務に従事しており、消火の実働部

隊として船で神戸の長田の方へ出向き、海の水を消防車何台も連ね、消火活動をしましたが、火

勢に対しては焼け石に水の状態で、大きな無力感を覚えたのを思い出します。その時いろいろの

問題点、特に行政にも限界点があるという事を学びました。 

 

自助と共助という言葉がありますが、自助は自分が身を助けるという事、共助は近所や地域で

助け合う事，公助は行政が手を差し伸べる事です。 

大阪市の場合 260万の人口で、24の行政区に基本的に一つの消防署があり、私の居た消防署

管内では約 5 万人が居住し、消防署員は約 100 人でした。100 人が 5 万人を助けるという事にな

ると,一人が 500 人を助けなければならない事になります。市民の方と話す時、我々も助けますが

自分の身は自分で守る、近所同志が手を取り合って頑張って下さいと伝えるよう指導しています。

自助、共助という事が大切であるという事を覚えておいて下さい。 

 

この 4月に熊本で震度 7の連続した地震があり、大きな被害がありましたが、火事が起きていな

かったのが特徴的でした。ガスの遮断、電気のブレーカーが感知式になっていたり、九州電力が

送電のタイムラグを設け、通電火災を未然に防ぐ等のコントロールが出来ていて、神戸の時に比

べ大きく違って来ていると感じました。 

地震の時怖いのは津波ですが、南海トラフ巨大地震が我々一番当面の対策を取らなければな

らない問題で、大阪港や神戸でも最大 3・9ｍ位が予想されています。 

神戸の場合直接紀伊水道を入って来て、大阪より早く、垂水区、中央区で 1時間 30分前後でや

って来ると言われています。水平垂直避難というのがありますが、垂直避難に関しては、ビルの 3

階以上に逃げて頂くのが身を守る事につながると思います。 

 

自助という事で地震の場合蓄えが必要ですが、難しく考えない

で、お菓子とか甘いもので賞味期間のあるものを行政等が手を差

し伸べるまでの間、2～3 日分でも置いて頂くのがポイントになると

思われます。共助という事では日頃、地域との繋がり、コミュニティ

ーの繋がりが大切と言われます。我々のところは信仰というもの

がベースにあり、教会での繋がりは大切で、いざという時に手を差

し伸べる間柄になるのは難しいのですが、信仰で繋がっている事

は強い絆になると思われます。 

  （城戸氏は鈴蘭台教会信徒。2016年 4月より現職。約 40分の講演内容を本稿にまとめました） 

    ※ふっこうのかけ橋実行委員会のご協力により「ふくしま通信」に代えて「災害に備えて」を記載致しました。                                       
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2017年 1月度神戸地区宣教司牧評議会議事録 
 

⒈ 日時・場所・出席者 

日時：2017年 1月 8日（日）14：00～15：56、 会場：住吉教会 

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 高山右近列福式推進委員会 ふっこうのかけ橋委員会  

 

２．地区長から地区評議会への挨拶 

①高橋地区長から 

 現在教会の耐震診断を進めている。三田教会・兵庫教会は済。垂水教会は準備中。順次進めていく。 

今年は高山右近の列福式（２月７日）がある。 

 今年 1年「右近の霊性に学ぶ」という方針で、それを深めていきましょう。 

②教区宣教司牧評議会は 1 月 29 日開催のため、詳細は 4 月 2 日（日）次回地区評議会（たかとり教会）で

高橋地区長、氏家前議長より報告します。 

  2017年は右近の霊性に倣って再新生計画をまとめ、2018年を「教区再新生元年」とする。 

    2016年 6月、ユスト高山右近列聖推進委員長に春名神父が就任されました。（1/29 ご本人確認済） 

３．議事  

 A 審議事項 

   2017年度活動計画案について承認された。 

   追記部分：神戸地区宣教司牧評議会の欄６新設「市民クリスマスの支援・連携・協力」 

   2017年度予算案について（会計洲本教会担当） 

   小教区分担金は教区から配分の決定がされてからメールで知らせる。（大阪カトリック時報２月号に    

掲載される教区現勢表（大阪教区各地区各小教区の信徒数資料）により計算する必要有り） 

予算案が具体的に決まるのは 4月 2日（日）地区評。各専門委員会予算は請求通りで予算案を作成する。 

なお、北ブロック（三田教会）の中ブロックへの編入については、教区へ申請中であり、大司教認可が 

2017年度になった場合、地区活動費は北ブロックとして支出可とする。（三田市民クリスマス支援金 

に活用している） 

また、予算の支出欄の「ふっこうのかけ橋事業支援金」は項目を新設して表記することとなった。 

B提案事項 

①2018神戸地区大会について（東・北ブロック担当）（神戸中央 渡邉議長提案）承認。 

   実行委員長候補：神戸中央教会（東ブロック会で決定済） 

   日程は 2018年 5月 27日か 6月 3日。 会場案は大阪カテドラル（玉造教会）を検討中。遠足型バスを使

っての参加型を提案している。 

   理由として、遠足型が出席者が多く、カテドラルへ行く機会がない方が多いので良い機会となる。祭具

をお借りする許可を頂けるかも知れない等。詳細については神戸地区大会実行委員会（委員 各小教区

２名ずつ×１１教会）で検討し、地区評議会へ順次報告し、実行していく。 

 

②2017年度新養成委員について 

  ・2017年度、2018年度地区養成チーム 

   六甲教会主任司祭 アルフレド・ゼコビア神父 

   北須磨教会：平尾享三（再任）、神戸中央教会：山野和彦（再任）、住吉教会：氏家友三、     

たかとり教会：鈴木迪子、垂水教会：三井武志     以上 6名が承認された。 
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 ・各小教区から養成委員 2名（養成チームメンバーを含め）の派遣を依頼します。（依頼状別途） 

派遣期間は 2 年。再任はできるが 2 期まで。3月末までに各小教区で決定し、平尾地区養成委員長に報告

して下さい。 

 

４．委員会報告  

①会活動委員会 

  ・社会活動神戸センター、須磨夜回り会の支援は継続する。 

   ・船員司牧活動 ホテルのアメニティグッズ、ニット帽、カレンダーを集めている。 

   ・南相馬仮設支援は 3月で終了するが、作られた製品が送られてきたら販売のお手伝いをする。 

   ・原町教会敷地で、カリタス原町ベースがカリタス南相馬として 12月 17日から活動拠点移転し活動。 

    ・2 月 12 日（日）14：00～定例会の前にカリタス南相馬（原町ベース）で活動をしておられる Sr.畠中

が南相馬の現状をお話ししてくださいます。どなたでもご参加ください。 

②広報委員会 

・神戸地区広報委員会の担当は現在中ブロックが担当しているが、今年度で交代となる。2017年度は 

東ブロックが担当する。 2月に新しい委員長、会計・編集担当者を決める。       

 

５．その他 

①エキュメニカル 

・3月 7日(火)～11日(土)「Da・Kumi手書き陶器展」植田久美子さん バイブルハウス 

・聖書学術員養成講座 聖書を説明する能力を持つ人を育てる 3月〜11月 9回 バイブルハウス 

②ふっこうのかけ橋事業 

・昨年、支援を始めて 5年が経過した。現地の野田町教会、松木町教会の状況は変わってきている。→福島

は安全と思う人、安全でないと思う人、様々な意見がある。「保養」という言葉はナーバスな言葉となっ

ている。神戸に子どもたちを招くという従来の支援は難しい。「ぜひ福島へ来てほしい」という声が多い。   

現地のニーズを拾っていく必要がある。福島との繋がりは大切にしたい。プロジェクトは続けていきたい。 

これからゆっくり考えていく。 

  ・ふっこうのかけ橋事業支援金については 2017年の予算の地区評議会予備費に入れる。 

③高山右近列福推進委員会 

  ・高山右近列福推進委員会は 2 月 7 日の列福式をもって解散となる。任意のボランティア団体「右近     

クラブ」は再編成し、継続して列聖に向けて歩む。「右近とともに歩む会(仮)」発足予定。 

＜地区評議会・委員会 今後の予定＞ 

・地区評議会次回 4月 2日（日）14:00～ たかとり教会 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ☆☆☆２０１７年度地区評議会議長団（輪番制） 

    評議会議長：鈴蘭台（2017、2018）、副議長１:兵 庫（2017、2018）、副議長２ ：北須磨（2017、

2018）、会計：三田（2017）、たかとり（2018）、書記：六甲（2017）、神戸中央（2018） 

    監事：垂水、明石（2017）、明石、住吉（2018）  各担当の引継を確実にお願いいたします。 
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  ≪北須磨教会英語クラブ紹介≫   

北須磨教会の英語クラブでは、毎週土曜日（月末を除く）の午後２時から４時まで１０～１２人の人が集

まって、楽しく英語の勉強をしています。この会は 2011 年の９月に始まり既に５年間続いてきました。その

間、参加メンバーの若干の増減はありましたが、今や英語の勉強だけにとどまらない教会の良い仲間とし

て有意義な交流の時間を持ち続けています。 

学習の教材としては聖書を中心において運用しており、その特徴は頑張って英語を勉強すると言うより

も普段の言葉として耳を慣らし口で発音する習慣を身に付けるよう進めているという事でしょう。そして学

生時代の勉強の仕方から離れて、英語が得意な人も不得手な人も取り組めるよう、各人の能力に合わせ、

無理をせずに、ゆっくりと楽しく繰り返しながら進めています。 

このクラスでの時間の過ごし方は大きく５つに分かれていて、それぞれの部分で目的を持ちながら次の

ような方法で進めています。 

１．新約聖書のアニメーションを使うことによって、解り易く聖書内容のより深い理解が自然に得られ、通

常会話文を通して養うヒアリング力の向上を図る時間 

２．英文の新約及び旧約聖書、ハヤット神父の随筆集“心のともしび”、日本文化紹介英文、などの文章を

読んで発音し内容を理解してゆく 

３．ポピュラー音楽を中心に、皆で一緒に歌いながら歌詞を理解しつつ楽しむ 

４．ティータイムはお茶を飲みながら、メンバーとリラックスして交流する時間 

（英語で始まる会話が、いつの間にか日本語で盛り上がっていることも・・・） 

５．日常会話の実力養成のための時間 

インストラクターとしては、全体を通しての英語発

音および会話力の養成には、北須磨教会の

Gerry de Couto さんが、そして英文和訳や読解

力向上については石が担当して進めています。 

英語に楽しく親しみたい方、現状に満足せず、より深

い聖書の部分に触れたい方にはお勧めです。  

（ 石 龍二 ） 

 

◆◆ 参加メンバーの声 ◆◆ 

●スタートから参加し、いつの間にか５年間。アニメの聖書も面白く、発音、読み、会話、音楽など盛沢山

の内容に加え、コーヒーブレイクもあり、充実した２時間、毎回楽しく参加している （K.Y.） 

●アニメや聖書を通して楽しみながら英語に親しんでいます。とても良いチャンスでアルツハイマー予防に

なっているかな？ （M.O.） 

●本当に初心者なので皆の手足を引っ張りながら楽しく、ボケ防止と思い頑張っています（H.T.） 

●アニメを見るとイエス様の教えと生きざまが良く理解でき、楽しみです（N. K.） 

●My English ability was very much improved. It is a surprise and a wonder. You had better to join our 

English class.  (N. K.) 

●新約聖書のアニメは新鮮です（K.Y.） 

●日本語だけの聖書では理解できない部分が、英語で読むと良く解る  ( N. N.) 

●覚えるより忘れる方が早い私ですが、あれから５年。とうとう I have a pen から脱出し、英語訳もパズルを

解くように楽しくなってきてボケ防止にも役立っています。アニメの中のキリストに会うのが楽しみです。                                   

                                                            （M.I.） 
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≪世界子供助け合いの日≫ 

「子供の命を守るために」   

～私たちにできること～ 

1 月 29 日（日）１３：３０から住吉教会聖堂に於いて神戸地区社会活動委員会（シナピス神戸）主催の学

習会が３年ぶりに開催されました。新聞、ＴＶ等で驚くようなニュースを知る度に身を切られるような辛い思

いになりますが、実際に諸問題に関わっておられる 3 名の方々のお話から私たちに何が出来るのか、何

をしなければならないのかを考えさせられました。 

 

【講演１】児童虐待防止機構理事長で兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザーの島田妙子さんが 7 歳の

頃より継母と実父に壮絶な虐待を受けた体験を通じて、虐待する親の気持ち、される子供の気持ち、又現

在渦中にある親子にどのように接しておられるか、誰の中にもある怒りやカッとなる感情をトレーニングに

よって抑える方法等話されました。ご自身の死に直面するような時を経ての今、一人でも多くの親・子の救

いの日々を願って尽力しておられる心が伝わってきました。 

 

【講演 2】加古川市内で看護師として赤ちゃん訪問に関わられる日々、臨床の現場での経験を通じどのよ

うな点に注意されながら、赤ちゃんの身体的発達、お母さんの態度等に問題点がないかを見守られてい

る様子を橋本佳世子さんが話されました。 

 

【講演３】龍谷大学文学部臨床心理学科教授の森田喜治さんが、施設で心理治療に従事し被虐待児と関

わってこられた日々の中から、現代社会に於けるコミニュケーションの希薄さ、教育の中での正しい事のと

らえ方等多岐にわたり例を引きながら話されました。（住吉教会でＣＤに収録しています。ご希望の方は貸

し出しします。社活チーム・亀治中までお申し出下さい）               (住𠮷教会広報 ＫＴ) 

 

 

 

 

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

北ブロックの活動より 

1 2016年 10月に教区の通達により行った聖堂耐震診断の結果、震度 7レベルの耐震基準に満たないた

め「倒壊する可能性が高い」との判定を受け、地区集会などで「今後の聖堂のありかた」について信徒

からの意見集約を行っています。 

 

2 2017年度の各委員会等の活動目標、活動計画・予算並びに年間行事予定について話し合い決定した。 

 

3 四旬節から復活祭までの取り組みとして、黙想会のほか「十字架の道行」「ゆるしの秘跡」、「祈りの花

束の奉納」などを行うこととした。 

 

3月 1日（水） 7：30 と 19：00 灰の水曜日ミサ                      

    3日（金） 10：30 世界祈祷日「祈祷会」 （於：三輪キリスト教会） 

19日（日）  9：30 四旬節黙想会 指導：明石健次神父  ミサ後 ゆるしの秘跡 

4月 9日（日）  9：30  受難（枝）主日ミサ  ミサ後 ゆるしの秘跡 

   13日（木） 19：00  聖木曜日 主の晩さんの夕べのミサ 

   14日（金） 19：00  聖金曜日 主の受難の祭儀 

   15日（土） 19：00  聖土曜日 復活の聖なる徹夜祭ミサ   ミサ後 お祝い茶話会 

   16日（日）  9：30  復活の主日ミサ ミサ後 お祝いパーティー 

5月 14日（日）  9：30  三田教会堅信式（前田万葉大司教司式） 



９ 

 

 

 

新成人の皆さん、おめでとうございます！  

人生の節目に乾杯！ 

新成人は全国で 123 万人。県内では 56712 人。東ブロックでは、中央教会 2 名、住吉教会 9

名、六甲教会 11名(3名未信者含) 、計 22名の新成人誕生。阪神・淡路大震災後生まれの世代

です。各教会において、ミサの中で祝福が行われました。 

大事に育てて下さったご両親、見守って下さった皆様に感謝し、それぞれの置かれた場所で

力量を発揮し、ご活躍下さい。日々の歩みを大切に一層飛躍されることをお祈りいたします。 

 

«新成人の声»                                   

■成人を迎えて 

  成人を迎えて私が 1 番に感じた事は、社会に出てより一層   

「責任」と言う言葉を意識するべきと言う事です。そしてより自

主的に行動し、自分で行動していきたいと思います。 

私は普段、アルバイトで塾の講師をしています。塾とは受験

の合否によって、生徒の人生が左右されるため、生徒の人生

を背負うことになります。とても重責で押しつぶされそうになりますが、生徒のためになにが出来

るかを考えることで、とても充実して過ごせています。そのため、私はこれからも、人のために出

来ることをしっかり考えて、自分の持つ目標にしっかり向き合い、やるべきことをやっていきたい

と思います。                                    (片山 知音/六甲教会)                         

 

《新成人へ贈る言葉》 

これからの人生、穏やかな日もあります。何度も壁に突き当たる時もあります。壁に当たり倒

れても、起き上がり、何度も何度も挑戦して下さい。挑戦と失敗の中で、経験という糧が得られま

す。辛い経験の中から「思いやり」の心が生まれ、人の痛みを知る事が出来ます。希望を持って

下さい。希望を志に変え、志を目的に変えて下さい。目的があれば辛い事に耐えれます。逆に何

事もうまくいっている時は傲慢にならないで下さい。長い人生、皆さんの健闘をお祈り致します。 

                                              （神戸中央教会 Y.Y.） 

《住𠮷教会 成人式》 

1 月 8 日（日）ミサの中で 3 名の新成人の式がおこなわれ、遠方で

帰省出来なかった 1 名のメッセージが読まれました。 

「主よ、私達は今ここに成人式を迎えました。自分自身と社会に対

して責任をとる年齢に達した今、ここまで成長させて下さった主の慈し

み、両親の愛に心から感謝をおささげいたします。新たな啓示を身に

帯びた私たちは今後、心と力と愛を通して主のお望みになる人格形

成、社会への奉仕に励みたいと思います。まだ未熟な私達が唯一の

真理であるあなたの愛に照らされて歩む事ができますように。」との祈りと共に 3 名夫々が、これ

まで支えて下さった教会の皆さんや両親に感謝の気持ちとこれからの人生を見守ってほしいと

挨拶を述べました。 

聖歌「神に感謝を」が捧げられ青年たちはじっと聞いていました（住吉教会ＨＰニュース動画参照）。                                              

（住吉教会 K.T.） 

■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  

Fax078-851-902

3 

東ブロック
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2017 年 1 月度中ブロック協議会議事 

日 時：2017年 1月 22日(日)13：50～15:10      場所：カトリックたかとり教会 

出席者：エマニュエル神父さま 大久保神父さま 濱崎・金田(鈴蘭台教会)  

中井・松浦・脇田（兵庫教会） 橋本（たかとり教会） 

【はじめの祈り】 主の祈り(橋本) 

【報 告】 

① 2月 6日高山右近列福式前夜祭祈りの集い 

たかとり教会：エマニュエル神父さま 19時

から。鈴蘭台教会：信徒により 18時から 

② 「たかとり教会 TCC再生再会 10周年」記念行

事について 

今年、たかとりコミュニティセンターの各団

体が、新築されたたかとり教会の敷地に戻っ

てきて 10周年。同時に、たかとり教会は創立

90 年を迎える。共に記念のイベントを行う。 

  日時：5月 28日(日) 

 9時からミサ/10時 30分頃からイベント 

③ 聖書講座・入門講座について  

 兵庫教会 第 2 第 4(金)18:00 からの聖書講座

と(土)17:00 からの入門講座を、第 1 第 3 の同

時間に変更する。変更は 4月から。 

④  四旬節黙想会について  

 鈴蘭台教会 3月 5日 ブラッドリー神父さま 

 兵庫教会  3月 5日 春名神父さま 

 たかとり教会 3 月 5 日 日本語：Br.吉田  

ベトナム語：ディム神父さま 

【議 題】  

① 2017年度小教区からの中ブック支援金 

今年度は無しとすることが承認された。 

② 年 1回の 3教会合同ミサについて 

 年 1回の 3教会合同ミサをいつ行うかについて

案を出し合う。 

 互いに知り合う機会となるような交流を目的

とした集いを行うことを決定する。 

 日にちは 9月 24日に決定。合同でミサを行い、

その後持ち寄りで会食をし、歌などの出し物で

交流会を行う。 

 場所は次回の中ブロック協議会で決める。 

【おわりの祈り】 エマニュエル神父さま 

次回 3月 19日(日) 鈴蘭台教会 14：0

 

 

昨年 5月に第一回目

を開催した時は本当

に続けられるのか不

安もあった子供食堂

ではありますが、お陰

様でたくさんの方の

ご協力をいただき楽

しく運営できており

ます。 

 毎月第 4土曜日には

平均で子供が 45人、

大人が 35人、ボラン

ティアが 20人の参加があります 

。無償で提供してくださる食材を使って作るバ

イキング形式の食事を

「みんなで食べたらお

いしいね！」を実感し

ながら頂きます。 

 食堂とは別に第 2土

曜日には「一緒に宿題

しよう会」も行ってい

ます。 

これからも子供達が安

心して集える場所とし

て、また地域の絆を見

直す場所として続けて

参ります。子供達のためにお祈りください。 

「こどもワクワク食堂」 榎本 

 

■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 

～「こどもワクワク食堂」の今～ 
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洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 

 

2月 12日(日) 淡路島島内キリスト教連合会 

『信教の自由を守る会』エキュメニカル 

2月 19日(日) 英語ミサ 司式：池長大司教 

3月 1日(水) 灰の水曜日 19:00～ 

3月 4日(土) 池長大司教杯釣り大会 07:00～ 

釣り堀 海人（参加者募集中） 

3月 5日(日) ミサ後 親睦会 

(日本人と外国人の交流会) 

3月 12日(日) ３月度評議会 

3月 19日(日) 英語ミサ 司式：池長大司教 

3月 19日(日) 黙想会(ミサ後) 

講師：池長大司教  

 
聖書勉強会 講師：池長大司教 

第１・３水曜日１９：００～２０：００ 

第１・３金曜日１６：００～１７：００ 

＊３月１日（水）は休講です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西ブロック４教会連絡会 報告 

日 時：平成 28 年 12 月 18 日（日）14:00～16:00 

場 所：北須磨教会 

出席者：高橋神父・Sr.中尾 Sr.前田 及び 4 教会代表者 

【議題】 

１） 西ブロック一年の振り返りと 2017年の司牧指針 

2016 年は「いつくしみの特別聖年」という恵みの

年で各小教区がそれぞれの取り組みをした。

2017 年は大司教区から「高山右近の霊性に学

び、倣う」という指針が出ている。又、2018 年は

「大阪大司教区宣教 150 年」の年にあたり 2015

年に取り組んだ「新生計画」を更に進化させた

「再新生計画」が発表される。2017 年には 2018

年の「大阪大司教区宣教 150 年」に向けての準

備の年ともなり、大司教区からは大きな変革の指

針が発表される。 

２）今回はフリー・トークで以下の議題で話し合った。 

 ①合同堅信式ついて 

 ＊主催教会を持ち回りは出来ないか？人数的に

は？ 

 ＊開催教会（明石）の参加者は多いが他教会からは

少ない。 

 ＊主日（日曜日）以外の祝日は出来ないか？ 

 ＊前田大司教様に垂水、北須磨の教会にも来て頂き

たい。 

 等々の意見が出たが400名を収容できるのは明石教

会以外にない！堅信式の典礼は主日の典礼なので 

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 

2月 26日(日) 評議会 

3月 12日(日) 新運営委員投票日 

3月 26日(日) 四旬節黙想会 

4月 16日(日) 復活祭 

4月 23日(日) 新・評議会 

5月 28日(日) バザー 

 
北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

 

2月 26日(日) 諮問評議員選挙開票 

3月 12日(日) 評議会・新会長選出 

4月 30日(日) 信徒総会 

5月 14日(日) 評議会 

 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 

3月 5日(日) 垂水地区の集い 

3月 12日(日) 評議会 

3月 19日(日) 共同改心式 

 
 
 
 
 

祝日には無理、前田大司教様の各教会訪問は高橋神

父様から依頼して頂く、との話になった。 

 ②避難訓練について 

 垂水教会が耐震構造の検査を受ける対象になってい

る事もあり 1 月 15 日に訓練を計画しているとの事。以

前に消防訓練の実施経験のある明石教会の報告があ

り、質疑、応答となった。各教会出来るだけ早い機会に

避難訓練を計画する事となった。（信徒総会等の機会） 

③墓地の管理について（共同墓地、個人墓地とも） 

近年、核家族化が進み個人墓地は勿論の事、共同

墓地でも家族のいない人が増え墓地管理が難しくなっ

て来ている。今後は小教区で情報交換をしながらどの

ように取り組めば良いのかを図っていかねばならない。 

 ④役員の改選について 

 2017年は 3教会（明石、垂水、北須磨）が役員改選の

年になっている。選挙方法についての意見交換がなさ

れた。それぞれの教会の歩みにより現在の選挙方法に

なった。各教会の新しく選ばれる人たちに頑張って頂き

たい。 

 

次回は 3月 12日（日）14：00 ～ 洲本教会 

 



12 

 

 

 

 

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 

   テーマ：「文学・芸術とキリスト教」 

毎第 1火曜 14：00～15：30  

【講演】 
● 3月 7日(火) テーマ ：護教論者パスカルと聖書 

           講師：森川甫 名誉教授(元 関西学院大学) 

           受講料：1講座 500円 詳細 NL No.80 

【展覧会】 
●植田久美子陶器展  於：バイブルハウス 

「ヨーロッパの春風～Da・Kumi手描きの陶器展」と 

絵付け体験講座 

期間：3月 7日(火)～11日(土) 11：00～17：00（最終日 16：00） 

 ※植田氏、日本聖公会信徒。芦屋でポタリーペインティング

（陶器への絵付け）教室主催。 

【聖書学術員養成講座】 
●内容：聖書が各国の言葉に翻訳された歴史について学び

ます。聖書への関心を深め、聖書を読む態度を整

えることに成ると考えています。詳細 NL No.80 

【旅行】 
●第１２回聖書と教会の歴史を訪ねて 

「台湾三都市周遊と那覇・石垣島 10日間」クルージング 

期間：5月 27日(土)から 6月 5日(月)神戸港発着。 

●巡礼の旅を秋に計画しています。 

ルター宗教改革500周年を記念したドイツを中心とする旅とな

ります。ご期待ください。 

 

◆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、閲覧しています。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】 ２０１７年もスタートして一か月が過ぎ

ました。今年は「高山右近の霊性に学び、倣いましょう」

と大司教区から信仰指針が出ています。 

難しい指針ですが、まずは高山右近が生涯をかけて

歩んできた信仰の証しを書物を通して勉強してみよう

かな。また、大阪教区には高山右近のゆかりの地があ

ちこちに点在しているのでそれらを巡ってみるのも良い

かなと思っています。    （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 2017年 2月 19日    

号 数 72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。また、ショッピン

グサイトへリンクしております。ご参照下さい。  
 

■第 8回 KBH支援テレマンチャリティーコンサート 

「テレマン没後 250周年、音楽の父バッハと時代の寵児テレマン」 

日時：５月７日（日） 開演１５：００（開場１４：３０） 

会場：カトリック神戸中央教会 

入場料：前売り 2,200円（当日 3,000円）、学生 1,500円。 

詳細は NLNo.80。 

■第 8 回聖書リレー朗読会 
期間：7月 10日(月)～7月 20日(木) 計画しています。 

詳細は NL No.80および No.81でお知らせします。 

 

■祈りと音楽の集い 

Deo Gratias Thanks to God  神に感謝 

声楽アンサンブルカメラ―タ神戸とともに 
 

日時：2月 26日(日)  14：00～（13：30開場） 

会場：カトリック六甲教会主聖堂   入場無料 

◆プログラム◆ 
ミサ曲ルックスイン・神戸（E.コロン）  希望（G.ロッシーニ） 

アベ・マリア集（C.サン＝サース、J.アルカデルト、他） 

希望（G.ロッシーニ）  来たれ主よ（F.メンデルスゾーン） 

◆出演◆声楽アンサンブル カメラ―タ神戸  指揮：鼓呂雲由子 

 

※声楽アンサンブル カメラ―タは 1995年阪神淡路大震災の破 

壊と混沌の街で産声をあげました。グループの名「カメラ―タ」は 

志を同じくする文化人仲間にちなんで名付けられました。メン 

バーは幅広い世代で構成されています。心に響くハーモニーと 

なるよう日々研鑽を重ねています。国内は勿論、世界各国で演 

奏活動を行っています。 

 


