
  

 

 

 

 

 

 

 

2017年 5月 73号 

                          

よろしくお願いします 
 

神戸地区評議会新議長 濵崎宗一（鈴蘭台教会） 

 

2月 7日(火)、大阪城ホールに、国の内外から多くの方々が 

参列し、盛大に且つ厳かにユスト高山右近の列福式が行われま 

した。バチカンから来日したアンジェロ・アマート枢機卿が、 

『使徒書簡』を朗読され、ユスト高山右近を福者の列に加える 

ことを宣言されました。列福を告げ知らせる鐘が響きわたり、 

日本の司教団と数多くの信徒の願いがここに結実し、集まった

人々は一様に感動を覚えました。 

戦国時代から江戸時代を生き抜いた右近の生涯は苦難の連続 

でした。秀吉から棄教を迫られた右近はそれを拒んだため大名の地位を失い、更に江戸幕

府の禁教令により国外追放となりました。その厳しい流れの中でも、右近は、社会的常識 

や価値に囚われることなく、主の御声に聴き、その招きに応えた道を選ぶ生き方を貫かれ 

ました。それは、聖書のメッセージとイエス・キリストの生き方に倣ったものと言え 

るでしょう。 

大阪大司教区は、来年再宣教 150周年を迎えます。「2017年教区新生の日のメッセー 

ジ」で、前田大司教は、『2015年の「新生計画 20周年」からの 3年間を、新生計画を完成

するための「大阪教区再新生計画」へ向けての準備期間である』と宣言されました。 

また大司教は、2月に福者に列せられた右近の霊性を、「祈りの人」「慈悲（いつくしみ 

の人」「寄り添いのひと」「宣教の人」と四つの側面にまとめられました。そして、今年 2017

年を「右近の霊性(いつくしみ)に倣う」一年と位置づけられました。 

複雑で困難な諸問題に直面している現代社会にあって、自分の限界を認めながらも「右

近のいつくしみに倣う」という目標に従って生きる事が出来るよう、「祈り」続けたいと考

えています。 

 再宣教 150周年を迎える前年に、住吉教会の氏家友三様より、神戸地区の評議会議長の 

バトンを受け取りました。戸惑いの方が先立ちますが、神戸地区の信徒の皆様のために何 

かのお役に立つことが出来ればと思っております。何卒よろしくお願い申し上げます。 
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神戸西ブロック共同司牧司祭 申 繁時 

 

 神戸地区の皆さまに改めて紹介をということもありお話しさせていた

だきます。 

大阪生まれの大阪育ち、自称「下町のぼんぼん」で生きて 54 年にな

ります。 

2007 年 3 月に大阪教区司祭として叙階して丸 10 年がたち、ことし

11年目となります。叙階後、堺ブロック（大阪南地区）で 3年、いずみブ

ロック（岸和田地区）で 6年と共同司牧担当司祭として派遣されました。

2016 年 4 月に、神戸西ブロック担当司祭として、いずみブロックから派

遣されて一年が過ぎました。この一年間はあっという間でした。 

そこで、まず少しこの 10 年間を振り返りたく思います。神父さんと言われて 10 年、司祭という

生き方は、あらためて皆さんと同じように、特別なものでもなく、日常生活の毎日のなかで、いか

にして「神さまと折り合い！？」をつけていくかということのように感じてきました。ちょっと迷わす

誤解をまねく言葉を使ったかもしれませんが、今の素直な本音です。司牧現場の日常は、人間そ

のものの生身の人が味わう、困難さ、くるしさ、悲しさ、迷い、苦悩がうずまき、しかし、だからこそ、

そこから希望と勇気、喜びと、いやし、そして愛がほんとうのこととして味わえることのようです。 

まさに、イエスさまの受難の死を通してしか味わうことのできない、復活への味わいであることを

感じます。神さまはそのことによって、私たち人にほんとうのしあわせを運んでくれることではない

でしょうか。特にキリスト者として、信者として教会共同体のメンバーの役割はもちろんありますが、

それ以上に、各個人の使命である召命に生きることが大切な時代ではないかと思います。必ず

そばに神さま、イエスさまが支えてくださっていることを信頼していきることにつながります。 

司祭としてはまだ精神修行の途中ですが、これからも、皆さまとの出会いをたいせつに励まし

合いながら歩みを進めていけるように願います。 

（追記）、ことしの 2 月に実父と叔父（修道会ブラザー）を亡くしました。大きな人生の節目となりま

した。神さまとの折り合いをつけて復活のときを待ちます。 

 

イエスは言われた「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、だれも 

父のもとに行くことはできない」 （ヨハネ 14・6） 

********************************************************************************************************* 

 
 

私たち信徒は「主の祈り」とならんで「アヴェ・マリアの祈り」を頻繁に唱える。「主の祈り」 

「使徒信条」と共に「アヴェ・マリア」の祈りは、三つの大切な祈りの一つ。 

祈祷文の冒頭から 4行はルカによる福音書からとられている。最初の 2行は、大天使ガブリエルの 

マリアへの受胎告知の挨拶の冒頭（ルカ 1:28）であり、続く 2行はエリザベトがマリアに述べた挨拶の冒頭 

（ルカ 1:42）から取られた。後半は中世においてフランシスコ会の修道士が付加したと言われている。 
 

アヴェ、マリア、恵みに満ちた方、 主はあなたとともにおられます。（ルカ：1-28） 

あなたは女のうちで祝福され、 ご胎内の御子イエスも祝福されています。（ルカ：1-42） 

神の母聖マリア、わたしたち罪びとのために、今も、死を迎える時も、お祈りください。アーメン 
 

祈りは神の世界へ誘う神秘です。祈りを通して、神の導きと慰め、光(希望)が見出せますように！ 

 

≪ 祈り『アヴェ・マリア』≫ 
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三田教会評議会議長  仲 孝之介 

2017年 4月より神戸北ブロック（三田教会）は神戸中ブロック（鈴蘭台・たかとり・兵庫）に

統合して歩んでいくことが今年 3月に大司教様から発表されました。 

 神戸地区では 15年ほど前からブロック化がスタートし、他のブロックは 3～4教会で構成さ

れていますが、現在まで神戸北ブロックは三田教会ただ一つで、六甲以北の北神・三田・丹

波地域という広範囲なエリアの抱えた宣教拠点として司牧活動がされてきました。ニュータウ

ン開発などにより信徒の数も大きく増えた時期もありましたが、近年は少子高齢化などで、

一小教区でブロックを運営することが難しくなってきました。また、広範囲なエリアでの司牧活

動は司祭の負担も大きくなっていました。近年、神戸中ブロックの司祭との協力体制のもと主

日のミサが月１回行われています。 

  そのような中、2015年末より何度か神戸地区の司祭・修道者の集まりや神戸地区宣教司

牧評議会でブロック再編についての話し合いが行われると共に小教区でも信徒による話し

合いがもたれました。その後、ブロック再編の意向を地区長を通して教区長に提案され、今

回の運びとなりました。 

担当の神父様方のお話では、『当面統合しても大きな変化はないが、今後司祭の数は減

っていく、また信徒の数の減少も考えられるなか、今後の協力体制がとれる枠組みができた

と思われる。』と言われています。 

今後は、神戸中ブロックの一員として三田教会の力だけでは出来ない部分について、神

戸中ブロックの他の教会との協力・連携を図るとともに信徒の皆さんとの交流を深め良い関

係が築けるよう模索していきたいと思います。                             

********************************************************************* 

叙階式に参列して 

 3月 20 日、大阪カテドラル聖マリア大聖堂において、助

祭（2人）および司祭（2人）の叙階式が行われました。 

司祭叙階はグェン シン サック助祭と 豊田貴範（たか

のり）助祭。助祭叙階はエリック バウチスタ デ グスマン

神学生と 上田憲（けん）神学生です。式には 150名を超え

る司祭と多くの参列者が大聖堂を埋めました。 

前田万葉大司教は説教の中で、「あなた方は師であるキリストに倣って聖なる職に就くこと

を自覚し、自分自身が喜びをもって受け入れた神のことばをすべての人に分け与えてくださ

い」と叙階される 4人に語りかけました。更に「仕えられるためではなく、仕えるために来られ

たイエスに倣って、皆に奉仕しなさい」と話されました。 

今回は外国籍の信徒が多く参加されており、外国語の聖歌が何曲も歌われました。私は

聖体拝領がちょうど豊田新司祭の列にあたり、新司祭からの拝領に感激しました。式が終わ

り、退堂の際に大聖堂全体から大きな祝福の拍手が沸き起こり、とても感動的な式でした。

叙階された 4人をわたしたちに与えていただいた神に感謝し、4人のために皆でお祈りいたし

ましょう。                                  （神戸中央教会 A.K.） 
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   “ふっこうのかけ橋” プロジェクト 

                              実行委員長 拵井 一義 
 

“ふっこうのかけ橋”プロジェクト実行委員会

委員長を務める北須磨教会の拵井一義と申

します。神戸地区の皆さまには、プロジェクト

へのご理解と多大なご協力を賜りまして心よ

り感謝申し上げます。 

お蔭さまで、今年度このプロジェクトも６回

目を迎えるようになり、福島とのつながりが深

まっていますが、一方では時間の経過による

風化が顕著になっています。原発事故に対す

るマスコミの報道も減少の一途をたどり、最近

では殆ど目にすることがありません。 

しかし現状は完全に復興を遂げた訳ではな

く、私達の元にニュースとして届いていないと

いうのが現実です。このプロジェクトは“ふっこ

うのかけ橋”という名称のとおり、福島と神戸

に１本の架け橋が生まれ、お互いが交流し協

力しあって、少しでも前に進むことが出来ます

ようにと願って活動を継続しています。さらな

る皆さまのご理解とご協力を宜しくお願い致し

ます。 

 

― ふくしま通信 ―   
今回の「ふくしま通信」は、マリアの宣教者フランシスコ修道会神戸修道院から福島への派遣

を希望され、カリタス南相馬（旧原町ベース）で現地の方々に寄り添いながら活動をして来られた

シスター佐々木美代子さんに原稿を送っていただきました。 

残念ながら修道会の方針で原町の修道院は閉鎖となりましたが、卒寿を

迎えてもなお使命に生きるシスターの前向きなお姿に脱帽です。 

 

◆◆ 福島便り ◆◆ 

 

福島を離れて福島便りを！と思いながら、私の福島への懐旧の思いはま 

すます膨らんでゆきます。去年の 12月 17日、新しいベースが教会内に完成 

して仕事をするようになりました。何もかもが新しくなり、これからと張り切っていた時、私達には

新しい任命が下りました。全員分散して新しいミッションに派遣の任命です。一番驚かれたのは

たぶん家族のように暮らしていた大家さんでした。私達はここに根付いて人々と共に生活し、南

相馬の方々と共に生き続けようと思っていたからです。ベースの方々も驚かせたと思います。 

４年間ベースでお世話になりました。唯、座ってボランティアの方々の記録の打ち込みをしなが

ら、彼らの働き、感動、疲労を感じ取っていました。竹の伐採と玉切り（蒔き割りをする前の丸太）、

大木の伐採、草刈、家具の運搬や家の片付け、清掃に明け暮れる毎日です。 

ここのボランティアに来る方々には本当に頭が下がります。世界の国々から、日本全国の各地

から、自ら希望して南相馬を目指してこの地のことを理解したいと来てくださる方々です。定年退

職後の人生を奉仕に捧げようと来てくださった若干の方々。月の半分を被災地支援、復興に協力

するため、時と労力を捧げてくださる年配女性の方、月に一度または年に数回と定めて定期的に

現れる人たち、いずれにしても時間と労力、自分のしたいことを犠牲にして働いてくださる篤志の

方々です。被災地支援、見学のためにツアーを組んでくださる方々の善意にも感謝です。一人で

も多くの方々に、この実態を肌で感じてほしいのはここで働いているものの共通の願いです。 

見ないとわからない現実は、視察を終えた多くの人々が感じておられます。 

放射能汚染の現実は唯、ひたすら復興を叫び、帰還を促し続ける政府の思惑とは格段の違い

で土地の人々の苦しい現実は理解できるものではありません。 

４年前、私達は脱原発を目指し、教会で『いのちの光 3.15フクシマ』の運動を立ち上げました。

あらゆる生命を尊ぶことこそ、われわれの目指すものであり、現教皇フランシスコが「ラウダート・

シ」の中で話されている環境問題や生命、人々の生活とも深く関係を持っています。教会内だけ

でなく市民達の中にも浸透していってほしいと学習会もはじめました。今後ともにこの脱原発のさ

さやかな動きが人々の中に影響を与えることを願ってこの稿を終わります。（FMM佐々木美代子） 
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ｶﾄﾘｯｸ兵庫教会 ｢学習支援教室｣ の紹介    
 

毎週土曜日にはｶﾄﾘｯｸ兵庫教会に子供たちの楽しそうな声が聞

こえます。私たち学習支援教室のルーツは 30 数年前にさかのぼり、

長田区周辺に多いベトナム家族の支援として「聖ﾋﾞﾝｾﾝｼｵ･ｱ･パｳﾛ

愛徳姉妹会」のｼｽﾀｰたちが日本で生まれ日本語で過ごす子供た

ちと母国語で生活する保護者とを助けるためにｶﾄﾘｯｸたかとり教会

で子供たちを対象にした「たかとり土曜学校」を始められたと聞いて

います。その後阪神淡路大震災を経て場所をｶﾄﾘｯｸ兵庫教会の児

童館(旧幼稚園舎)に移しﾎﾞﾗﾝﾃｨｱも広く阪神間や明石方面からの協力も得て小･中学生の宿題など勉強の

お手伝いを中心に文化の違いや日常的なしつけなども補いたいと活動を続けてきました。様々な社会状況

の変化に伴い 2016年からは「ｶﾄﾘｯｸ兵庫教会」の了承を得てﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「ｶﾄﾘｯｸ兵庫教会学習支援教

室」として再出発することになりました。 

  現在は毎週土曜日(第２週は休み)の午後 2時から 4時までｶﾄﾘｯｸ兵庫教会（兵庫区塚本通４－４－４）の

児童館でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの先生(ﾒﾝﾊﾞｰ)約 15名が小・中学生約 25名のお手伝いをしています、最初は 2時間座っ

ているのが難しいお子さんもお互いに感化されて静かに勉強するようになり担当の先生と信頼関係ができる

のは目に見える嬉しい変化です。 

  運営はﾒﾝﾊﾞｰ全員が話し合って進め、児童の受け入れは保護者と相談のうえ随時登録して頂き、必要な

ら保護者に送迎もお願いしています。 

 最近は小さいお子さんを抱えた方や海外からお仕事の都合で急に帰国され日本語学習を全くせずに小･

中学校に転入された方など保護者が日本人であってもご苦労されている方が多くなっています。教育委員会

主催の小･中学校の先生方との交流会では学校では見えにくい個々

の現状に力添えをお願いし、先生方からは苦労話や前向きに取り組

まれる様子をお聞きして協力しあっています。 

 子供たちが突然あるいは自覚の無いままに与えられた環境の中で

苦労しながらも子供らしいパワーを発揮して明るく逞しく成長していく

姿は私たちにも大きな喜びと励ましを与えてくれます。  

ﾒﾝﾊﾞｰには専門分野の資格をお持ちの方もおられますが基本的に

資格は問わず子供たちを根気よく広い視野で見守り、継続して活動

して下さる方を望んでいます。子供たちの学習支援活動に関心をお

持ちの方がおられましたら是非一度お越しください、楽しみにお待ち

しております。 

(ｶﾄﾘｯｸ兵庫教会 学習支援教室 代表 橘髙喜美子) 
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2017 年度 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 2日（日）14：00～16：00  カトリックたかとり教会 

出 席 者： 高橋聡地区長、各小教区評議会代表、各専門委員会代表、 

一粒会、エキュメニカル、ふっこうのかけ橋、その他関係者 

 

2．高橋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 

前田大司教の掲げる今年度のテーマ「高山右近の霊性を倣う」を共に分かち合える地区評議 

会であることを願う。 

新生計画発祥の地として、現状は前任者のなしてきたことを引き継いでいるが、後任の人手 

不足などで、このままの状態でやり続けるかどうかを考えなおす必要がある。 

② 教区宣教司牧者評議会（1月 29日）報告 

・前田大司教指示の詳細は教区時報 3月号に掲載されています。 

・交通費の各教区分担金を廃止し、教区負担とする。 

・小教区評議会で、信徒の高齢化等の理由により小教区財務の機能が成立しない場合、隣接 

の小教区と評議会の機能を統合し、ブロックの小教区化を図る。 

但し、小教区の統合は行わない。神戸地区に該当なし。 

 

3. 議 題 

Ａ 審議事項 

① 2016年度決算、2017年度予算（確定報告）。 

・各小教区分担金については、3月に各小教区議長宛送信済み。 

・未清算の専門部会あり。清算でき次第、教区へ決算報告の予定。後日地区評議会議長に 

報告の上、議長より各小教区評議会議長宛確定報告を送信。 

② 社会活動委員会予算の緊急増額申請（シナピス神戸の光ファイバー移行に伴う） 

・3月末 ADSL回線休止に伴い、光ファイバーに切り替え。神戸中央教会と話し合いの上の 

結果であり、承認された。  

③ 一粒会委員改選（2017年 10月予定）。 

・明石教会 服部幸正氏退任→明石教会 山口吉樹氏就任。次期担当は中ブロック。 

以上承認された。 

④ 神戸地区平和旬間行事・平和祈願ミサ開催。 

・教区主催の地区代表者会議において、平和旬間行事は例年通り各地区開催に決定。教区 

共通テーマ「非暴力による平和をーだれもが平和の作り手となれるのですー」（2017年世界 

平和の日 教皇メッセージによる）。 

・神戸地区 8月 5日(土)午後 1時から神戸中央教会(仮予約済)で開催決定。大テーマ「戦争 

と平和」。 

⑤ 教区国際協力の日（10月 15日（日））。神戸地区担当は例年、ミサ受付・献金・聖体拝領 

誘導係等のスタッフ 10名を派遣。 地区評議会議長から依頼がある予定。 

Ｂ 提案事項 

「ふっこうのかけ橋 2017」進行状況（拵井委員長、橋本・南浮副委員長が選任された） 

・今年も例年通り、福島から子供を受け入れる。合同キャンプは実施しない。 

・どの教会からも参加できる 1日だけのプログラムを考える。 

・1月地区評議会で提案のとおり、地区評議会の予備費使用、募金協力を願う。 

・実行委員は有志。有志の出ない小教区は連絡係をおく。事務局は神戸社会活動センター。 

・受け入れ側は子供たちの保養を目的としているが、送り出す側は、同年代の教会に通う仲間 

との交流を通じ、子供の信仰養成を目的としている。 
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4. 委員会報告 

① 養成委員会 

・任命書（6名）/病者訪問修了証（53名）/リフレッシュ修了証（8名）交付。 

・今年度予算執行 セントポールへの活動支援金 6万円を承認。 

・4月 22日地区養成代表者会議への出席者（アルフレド神父、信徒 2名）決定。 

・退任者 6名 2年＋αを振り返って 

・次回地区養成代表者会議 4月 22日（土）10:30～ 司教館 

・次回委員会 6月 4日（日） 14:00～ 神戸中央教会 

② 社会活動委員会 

・緊急予算増額（シナピス神戸の光ファイバー移行に伴う）承認。 

・第 4回定例会 2月 12日 14:00～ 垂水教会で行う。 

・シナピス移動学習会「こどものいのちを守るために」1月 29日 13:30～住吉教会。 

参加者約 80名。大変好評でした。 

・静修会「現代社会と教会生活」2月 18日 13:00～ たかとり教会。参加者 44名。好評でした。 

・社会活動神戸センター＆須磨夜回り会 越年越冬炊き出し提供食 1400程度。年々減少傾向。 

・船員司牧活動 シスター前田グループ 訪船活動 

・2017年度活動計画 定例会、チャリティーコンサート（炊き出し・夜回りのため）、シナピス学習 

会、静修会、神戸地区平和旬間協力。  ※第 2回定例会 6月 11日（日）14：00～ 

➂ 青年委員会 

・1月 22日 超教派の集い ブラッドリー神父「若者と信仰」 

・3月 9日 青年の集い エマニュエル神父 ※次回集い 5月に予定。BBQの集いも開催予定。 

5．その他 

① 一粒会 ：1月 28日（土）委員会 

・前田大司教ご出席。日ごろの感謝と更なる協力要請。若い神父の養成システム構築への協力 

のほか、高齢司祭・修道女のケアに対する応援要請。 

② エキュメニカル 

クリスチャンセンター神戸バイブル・ハウス主催行事 

・日本テレマン協会チャリティーコンサート 5月 7日（日）15:00 神戸中央教会 

・セミナー案内：聖書セミナー、「キリスト教の世界」セミナー、聖書リレー朗読 等 

************************************************************************************************** 

 

◆ 司祭異動 ◆ ❖ブラットリ・ロザイロ司祭（梅田教会へ）  ❖後藤 進 司祭(高槻教会へ) 

ブラットリー神父様、後藤神父様、今日まで私達信徒を導いていただき、ありがとうございました。梅田も 

高槻も神戸に近いです。また、お会いしましょう。赴任地でお元気にご活躍下さい。 

 

神戸地区 司祭紹介 

 

ブロック 2017年 神戸地区ブロック 司祭一覧 

東 

◆神戸中央／住𠮷   

<共同> Fr.エマニエル・ポポン、 Fr.コンスタンシオ・コンスルタ 

<協力> Fr.傘木澄男、 Fr.ジョン・オマリー 

◆六甲  <主任> Fr.アルフレド・ゼコビア  <助任>Fr.高山親 

   <協力> Fr.増井啓(はじめ) 

中 

◆三田 <主任> Fr.中川明 

◆たかとり／兵庫／鈴蘭台 

<共同> Fr.大久保武、 Fr.ブインガ・ブレイス（岡山より神戸へ） 

<協力> Fr.神田裕（教区事務局兼任） 

西 
◆垂水／北須磨／明石／洲本 

<共同> Fr.高橋聡、Fr.申繁時、Abp.池長潤 

                     ※ Abp ： archbishop (大司教) 
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◆◆ 委員会報告 ◆◆                                                                                             

 

■養成委員会      ≪2017～18年度養成委員出揃う≫ 

 養成委員会は今年改選期にあたり、各小教区 2 名ずつの派遣をお願いしておりましたが、こ

の度全員が出揃い、新しい陣容が整いました。各小教区の委員は別表の通りで 22名中 14名

が新任と大幅な新陳代謝が図られました。 

各委員は小教区と委員会の橋渡しを担うとともに地区としての養成の舵取りを担うことにな

ります。委員会として今年は前田大司教の「右近の霊性(いつくしみ)に倣う」に従って具体的な

プログラムを実施したいと考えておりますが、各小教区に於いても独自に工夫して活動される

ことを期待します。 

   委員会は 6月 4日に第 1回の会合を持ち、新役員を選出し今後の具体策を練っていくこと

になります。皆様のご理解とご協力をお願い致します。 
 

◆ 2017-18年 地区養成委員 ◆    担当司祭 ：アルフレド・ゼコビア神父 

 

三田 池田 勉(新)    園田 義弘(新) 住𠮷 氏家 友三   南浮 由美子(新) 

六甲 高橋 純雄     飯塚 和彦(新) 中央 山野 和彦   門田スケルトン 光子 

兵庫 中井 迪代(新)  日数谷キヨ子(新) たかとり 鈴木 迪子   石原 龍一(新)    

鈴蘭台 中田 正勝(新)  中田  加代子(新) 北須磨 平尾 享三   善澤 志麻(新) 

垂水 三井 武志     野谷  美加(新)    明石 田中 八潮(新) スキャンロン 昌子(新) 

洲本 佐名 輝雄     南    志乃婦(新)   
 

 

■社会活動委員会 

社会活動委員会、今期の代表として、岩佐正彦が留任することになりました。 

 

”正義と平和と喜びを基本に置きながら、この委員会が、続けてきた活動を継承しつつ、教区 

の意向と共に、お手伝いをさせていただきますので、皆様のご協力をお願い致します。” 
 

****************************************************************************************************** 

 

 

 

                  
 

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

三田教会の活動より 

1．2017年 4月から神戸北ブロック（三田教会）は神戸中ブロックに統合された。当面三田小教区

評議会は今まで通り行い、必要に応じて中ブロックの活動に参加する。 

2．聖堂の耐震補強工事を教区と相談しながら進めていくこととした。 

3．4月 15日（土）の聖土曜日に大人 1名、4月 16日（日）の復活の主日ミサ中に幼児と子ども 

2名の洗礼式がありました。 

4．5 月 14 日（日）の三田教会堅信式にむけ、子ども 14 名と大人 5 名が準備のための勉強をし

ています。 

6月 18日（日）ミサ後、小教区信徒総会 

7月 29日（土）～30日（日）教会学校キャンプ（於：三田市野外活動センター）   

 

中ブロック 
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兵庫教会は、パリミッション会のモーリス・デュセヌ神父様が 1960 年に設立されました。教会堂名

は「聖家族」で、信徒総数約 400名の小さな教会です。 

 教会では、地域グループを大切にし、毎月 1回第 3日曜日に集まりを行っています。そこでは評議会

で決まったことを皆で確認したり、身近なところで困っている人がいないかなどの情報を集めたりして

います。また、地域グループが教会の七つある活動チームの役割をも受け持って活動しています。 

 地域の人たちとの交流を大切にし、毎週火曜日（第 2週を除く）に近所の方々が中心になってふれあ

い広場「おりーぶ」が開かれ、お年寄りの集まりの場となっています。また、昨年より「こどもワクワ

ク食堂」（毎週第 4 土曜日）に取り組みワイワイガヤガヤ楽しい時間を過ごしています。他にも、コー

ラス、詩吟、囲碁などを信徒館で、障碍者の人の体操・卓球教室、学習支援教室、 

子育て広場、ピアノ教室などが児童館で行われています。 

 小さな聖堂でお祈りをすると落ち着きます。ご訪問をお待ちしています。 

 

2017 年 3 月度中ブロック協議会議事録 

日 時：2017年 3月 19日（日）14：00～ 
場 所：カトリック鈴蘭台教会  
出席者：エマニュエル神父、大久保神父 
    中井・脇田（兵庫教会）、トゥン（たかとり

教会）、濱崎・金田（鈴蘭台教会） 
【初めの祈り】  
【報告事項】 

（１）役員の交代について 

兵庫教会…議長 脇田英二 副議長 久宝弘幸 

     副議長 中島裕子 

たかとり…議長 グェンタントゥン 

     副議長グェンゴックアン 橋本千景         

（２）中ブロック活動会計報告――合同堅信式プレ

ゼント「祈りのセラピー」等支出、残金は次回

の神戸地区評議会で返金。なお北ブロックを統

合後も会計は従来通り。  

【協議事項】 

（１）年一回の 3教会合同行事について 

・日程：9月 24日、場所：たかとり教会、 

「３教会合同ミサ実行委員会」を設置。次回迄

に各教会２名の委員を選出。三田教会には、

企画内容決定後に呼びかけ。 

（２） 4月以降各教会行事予定について 

①四旬節タイムテーブル確認 

②会計監査(教区監査)：たかとり：4月 9日、  

兵庫：4月 9日、 鈴蘭台：4月 11日 

➂信徒総会： たかとり：5月 14日、  

兵庫：6月 4日、 鈴蘭台 6月 25日 

➃各種講座等：4月 11日迄、再開 5月 9日～ 

   日程変更：兵庫教会――聖書講座：第１・ 

３(金)、キリスト教を知る：第１・３(土) 

   日程はブレイス神父が着任後変更もあり。 

⑤歓送迎会：中ブロックで行う。日時：4月 

30日(日)午後２時～ 場所：兵庫教会、 

（３）中ブロックと北ブロックの統合について 

  ・名称は「神戸中ブロック」。 

・司牧体制は従来通り中ブロックの共同司牧と

三田の主任司祭とする。 

・三田教会の中ブロック協議会への参加は任意。 

・其々の協議会議事録は参考として相互に送付。 

・中ブロックでの合同行事には三田教会に呼び

かけをする等し、徐々に交流を深める。 

【その他】 

・「たかとり教会 TCC 再生再開 10 周年」記念行事

―日時：5月 28日(日) ミサは 9：00～、 

記念行事は 10：30～14：00 

・7 月の 3 教会の評議会――7 月 9 日は兵庫教会、

鈴蘭台教会、7月 23日はたかとり教会が実施。 

・教会維持費について―――意見交換。 

【エマニュエル神父様より】   

 中ブロックの皆さんのお陰でいろんな活動がやり

易く大変助かりました。東ブロックに異動となり

ますが、中ブロックと共同での活動も出来たらい

いと思います。有り難うございました。 

【終わりの祈り】           以上 

次回 2017年 5月 21日（日）兵庫教会 14：00～
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東ブロック連絡会議 議事録  2017年 2月 19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     

・第１回担当者会議 ： 3月 5日（日）15：00  六甲教会にて     

・費用総額は、東ブロック予算も含んで前回通りとする。     

・リハーサルは、6月 4日（日）14時より行う。出席は、実行委員、典礼担当者、侍者とする。  

（受堅者、代父母は、出席する必要なし。）     

［２］2018 年度神戸地区大会（東ブロック、北ブロック）     

・日程：2018年 5月 27日（日）もしくは 6月 3日（日）のいずれか。     

・場所：大阪カテドラル       

・前田大司教の日程確認と大阪カテドラル使用の確認を高橋地区長と神戸中央教会渡邊議長で行う。 

・実行委員は、各小教区 2名とし、次回の神戸地区宣教司牧評議会の際に神戸中央教会渡邊議長より

委員会を招集する。          

［３］その他    各教会の「右近の霊性（いつくしみ）に倣う」取り組みと今後の予定を発表した。  
********************************************************************************************************************** 

≪教会だより≫ 
■神戸中央教会ホームページのご紹介 

以前から Facebookで教会情報を発信してきましたが、この度、新しくホームページを制作。 

中山手教会、下山手教会、灘教会の３つの教会が震災後に１つに統合された教会ですので、HP

でその歴史を紹介したく、それぞれの旧教会の方から昔の資料や写真を集めました。 

ある日写真を撮りに立ち寄った時に、旧教会の遺物のステンドグラスが夕日に輝くのを見て感動

したことを覚えています。頑張って素敵なホームページを作ってね♪とイエス様の声が聞こえた

気がしました。 

制作の過程でこの教会が信者のみなさまとともに喜び、悲しみ、歩んで来たことなど色々な事

を知る事が出来ました。英語ページは、英語ミサチームにご協力いただきました。 

完成まであと少しという段階ですが、皆さまぜひホームページをご覧下さい。 

アドレス https://peraichi.com/landing_pages/view/aktaa        (神戸中央教会 広報部) 
 

■住𠮷教会  “サムエルナイト”   ( 4/29(土)10:00～30(日)ミサ後迄 (ミサ中典礼奉仕) 於・住吉教会)   

天気に恵まれた2日間、中央教会と合同でリーダーを含め40名と

エマニュエル神父と共にサムエルナイトを実施しました。今年のテー

マは「ロザリオ」、学ぶ事だけでは終わらず、1人ずつが世界に 1つ

だけのロザリオを作りミサの中で祝福していただきました。子供達の

一生懸命ロザリオを作る姿、外で元気いっぱいに遊ぶ姿、楽しく掃

除をする姿等が、意味のある幸せな 2日間であったことをひしひしと

物語っていました。支えてくださった全ての方に感謝します。        (柴沼 茜音/住吉教会) 

 

■六甲教会 “料理教室” 

六甲教会の料理教室は今年で14年を迎えます。月一回の開催

ですからすでに 100回を優に超えました。もともとは壮年会の活動

の一部の"男の料理教室"が出発でした。出来の悪い生徒に長年

耐えながら教えていただいた先生に感謝です。自分で包丁を持っ

てみたい方は男性も女性も参加できます。毎回の参加者は６，７名程度です。料理が出来上がっ

た後は試食会で、ゲストは神父様と奉仕者の方々で１２，３名程度の楽しい食事会です。毎回の

会費は二千円。先生が料理研究家の土井先生の門下生であるため和食が基本です。他の教会

の方もご参加下さい。六甲教会へお電話(078-851-2846)ください。  (福田 信三/六甲教会) 

■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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西ブロック４教会連絡会 報告  

日 時：平成 29 年 3 月 12 日（日）14:00～16:00 

場 所：洲本教会 

出席者：高橋神父・Sr.中尾 Sr.前田 

    及び 4 教会代表者 

【議題】 

1) ２０１７年度の共同司牧について 

① 現状：４月の司祭の異動に伴って現在 

   北須磨にお住いの後藤神父様が 

   北摂に異動になる。後任司祭は 

   来ない。 

② 課題：司祭３人で４教会における主日 

   のミサをしていかなければなら 

ない。 

③ 意見：・４月２３日から垂水教会と北 

   須磨教会のミサの時間をずらし 

   て２つの教会を一人の司祭が巡 

   回する方向で話を進めてはどう 

か。 

・司祭館に居住する司祭がいな 

い北須磨を後にすることで、相 

談にのる時間がとれる。 

④ 結論：明石、洲本は現状のまま。 

   垂水のミサ開始時間は 8:30 

   北須磨のミサ開始時間は 10:30 

   試行期間として６月末までやっ 

   てみる。 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 
5月14日(日) 評議会  

5月21日(日) 英語ミサ 

ミサ後豊田喜代美ミニコンサート 

信徒総会  

 6月 4日（日）評議会 

 6月18日(日) 英語ミサ  

7月 2日(日) 評議会  

7月16日(日) 英語ミサ  

 

※毎月第3日曜日の英語ミサは、池長大司教による 

 ものです。 

※聖書勉強会（担当：池長大司教） 

 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 水曜日 19:00～20：00 

 ◆5 月度のみ、池長大司教が巡礼引率のため、

第 2・第 4 /水・金曜日になります。 

 

           

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 
 

5月 28日(日) バザー 

6月 4日(日) 大掃除 

6月 11日(日) 西ブロック連絡会 於：明石教会 

6月 18日(日) 運営委員会 

6月 25日(日) 評議会 

7月 9日(日) 信徒総会 

       
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 
5月 14日(日) 評議会 
5月 21日(日) 地区の集い（明舞南） 
5月 28日(日) 信者総会 
6月 18日(日)  地区の集い（明舞北） 
7月 9日(日) 評議会 
7月 16日(日) 地区の集い（塩屋） 
※4 月 23日～6月 25 日まで、主日のミサは 8時

30分からです。 
 
北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

5月 14日(日) 評議会 

未定     教会学校キャンプ 
※4 月 23 日～6 月 25 日まで、主日のミサは 10
時 30 分からです。ミサの時間変更に伴い、行
事等の詳細が未定です。 

 

２）一粒会会合の報告 
   今までは、司祭や修道者になる人たちを応援
するためのものであったが、昨年度規約が変更
され、高齢の人たちの応援も含まれるようになっ
た。現在、司祭、修道者の高齢化が進んでいる
ので、ぜひとも協力してほしい。 

 
３）「高山右近の霊性に学び倣う」の取り組み 
  北須磨：今のところ特に何もない。 
  明石：『高山右近』という本の紹介。大司教区に

薄い冊子があり、それを使った勉強会を
第２土曜日の１５：３０から開催予定。 

  垂水：明石で行われる勉強会に他教会からも参
加できるようにしてほしい。 

  洲本：今のところ特に何もない。 
      地区の養成委員会で何か企画されると思

うので、それを待って取り組んでいきた
い。 

 
 ４）各小教区の養成委員の決定の仕方 
    各小教区でそれぞれに委員の決め方がある

ようだが、小教区でどのような役割を担うべき
なのか、神戸地区での活動の中で何をすれば
よいのかなど不明な点が多い。神戸地区の宣
教司牧評議会などで問いかけていきたい。 

  
 
 
＊次回は、6月 11日(日) 14:00～ 明石教会 
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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 

◆第 84 回聖書セミナー  ６月８日～２９日迄 

   テーマ：「知恵が通用しない世界での知恵ヨブとコレヒト」  

   講師：鎌野直人師(関西聖書神学校校長) 

毎週木曜 13：30～15：30  受講料 500円/回 
 

◆KBH「キリスト教の世界」セミナー 
6月から毎月第 1火曜 14:00～15：30開催 

今年のテーマ「今日に生きる聖書の言葉」 

★第 1回 6月 6日「聖書の言葉に賭ける」 

講師：山崎英穂牧師 (日本基督教団主恩教会) 

受講料：1講座に付 600円(会員 500円) 
                                

◆聖書リレー朗読会 
「すべての世代で聖書を読みつなぐ」 

  期日：7月 10日(月)～20日(木) キックオフ 5月 12日(金) 

◆「世界の」名曲を訪ねて」  
珍しい中国民族楽器の演奏会     

     日時：6月 24日(土) 13：30～15：00 

               (開場 13：00) ) 

◆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 ～ 
 

●「聖書学術員」養成始まる。 
2017年 3月より始まる。全 9講。詳細は配布済みチラシ。 

 

●マルティン・ルターによる宗教改革 500周年を迎え、 

  9月 5日～14日 ドイツ巡礼旅行を計画。 

ニュースレター82号(6月発行)参照下さい。 

 

 

※神戸バイブルハウスは一般社団法人化しようと手続きを進めております。ご支援、お祈りをお願い致します。 

※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】  
新緑の美しい季節になりました。今期より２年間、つ

ながり発行を東ブロック委員が担当します。新年度最

初の号は、地区評議会議長をはじめ、役職交代の紹

介内容を掲載しました。今回の神父の異動でミサや信

仰講座など、行事変更が多く大変なブロックがありまし

たが、何とかつながりを発行するに至りました。皆さま

今後ともご協力お願いいたします。(A．K.) 

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 5月 14日    
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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 11：00～17：00木曜定休 

        日/祝日 12：00～17：00 

☆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） 
  

☆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 

毎週火曜日 14:00～15:30 信徒による賛美・感謝・礼拝 

現在、様々な教会から集まった８人程度の信徒で行 

 っています。どなたでもご参加下さい。 

※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。  
 

■片柳 弘史神父 講演会 ＆ミニコンサート 

”ほんとうの自分になるために”             
 日時：6月 3日(土)  14:00～15：30 片柳神父講演 

               15:30～16：00こいずみゆりミニコンサート         

  於 ：カトリック神戸中央教会 主聖堂  入場無料 

    ※終了後、交流会があります。 

■結婚セミナー   於：カトリック六甲教会 

                                                  

6/17・24、7/1・8・15・22・29、8/5  計 8回 

   いずれ  何れも土曜日。17：30から 1時間半程度。詳細は六甲教会/つ

ながり HP参照。 問合せ/六甲教会事務所 ☎ 078-851-2846 

 

■カトリック六甲教会 祈りと音楽の集い     

 

  日時：5月 21日(日) 開演 14：00 (開場：13：30) 

於：六甲教会 主聖堂  ※入場無料 

  主演： ソプラノ 林裕美子   オルガン 小樽由布子 

  ★プログラム★ 

    サンサーンス：アヴェマリア、 フォーレ：サルべ・レジナ 

    J.S.バッハ：カンタータ 147番「主よ人の望みの喜びよ」等 

      ※演奏家お二人のプロフィール等、詳細はチラシ、六

甲教会/つながりＨＰ、祈りと音楽の集い FB参照。 

        FBアドレス tps://www.facebook.com/rokko.organ/ 
 

■神戸地区 平和旬間 

日時：8月 5日(土) 13：00 開会  於：神戸中央教会 

テーマ：「戦争と平和」(教区テーマ：「非暴力による平和を」) 

※イベント後「平和祈願ミサ」(15：00～) 

http://catholic-kobe.org/

