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2017年 8月 74号 

足跡を残しながら生きる 

 

神戸中ブロック ブインガ・ブレーズ神父 

皆様、初めまして。今年 4月から 神戸中ブロックで神田神父（協力司祭）

大久保神父（モデラトール”）とチームを組んで、たかとり・兵庫と鈴蘭台   

3教会を担当しているブインガ・ブレーズです。よろしくお願いします。 

私が来日したのは 2004年 4月 2日です。当時、私と同級生を迎えに来た  

のは、大阪司教区で働いていたベルギー出身とコンゴ民主共和国出身の淳  

心会の先輩です。その一人はカトリック千里ニュータウン教会で就寝中亡くなっているのが見つか

ったダニエル・クエンジ・カンパタ神父です。神のもとで安らぎを与えられ、天使、聖人と共に永

遠に憩うことが出来ますように。 

カトリックの伝統では、修道会に入会しようとする志願者は修練期を過ごす。この修練期、志願

者が共同生活をしながら、神との一致と祈りの生活を深め、修道会の霊性、習慣、生き方、教理、

聖書、使命を学び、他の志願者との交流、尊敬、助け合い、礼儀正しさを身につける期間です。 

 私はコンゴ民主共和国の首都キンシャサにある淳心会修練院にいた時（2005年 10月から 2016

年 10月まで）帰天されたダニエル・クエンジ・カンパタ神父は修道院の副院長でした。同神父の

お通夜は大阪司教区のカテドラルで行われましたが、コンゴ出身の淳心会員で初めて日本に骨を埋

めたのがダニエル神父です。カテドラルが人でいっぱいであることに気付き、私は涙が流れました。

先輩が日本という宣教地で人々の心に足跡を残した事が良くわかりました。人は生きてゆく中で、

いつか必ず自分が死を迎える事を知っています。意識しなくても、私たちは皆、この世を去る事に

なります。自分が死んだ後、何が残りますか。 

人間は社会的動物です。人は自然と他人との交流を通して自分のアイデンテイテイ―を見出し、

成長し、人間らしい人間になります。人は他人の人生に影響を与える事によって自分らしくなりま

す。つまり、人は自分を暫くでも忘れて相手の事を考え、優先し、相手が幸せになるために尽くす

からこそ自分を見つけ、自分も幸せになります。それによって、ある人の心に永遠に生きる事にな

ります。人は誰かの人生に足跡を残す事で、真に生きる事になります。私が司祭になったのは、私

の生まれ育った村で生活していた一人のベルギー出身の淳心会神父の生き方と活動に感動したか

らです。当時その神父様は社会福祉活動に携わっていました。コンゴの政情が不安定だったため、

その司祭はヨーロッパに行き、お金を集め、コンゴに戻り、小さい会社を興し、でこぼこの道から

橋、学校、病院、教会の建設にまで関わっていました。日本でも多くの修道会は、小教区をはじめ、
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病院、ミッショナリースクール等を建てたという話を聞いた事があります。それは、子供たちが教

育の場を得、治療を受け、少しでも楽な生活が送れるようになるためです。こうして、宣教師たち

は地元の人々と接してゆく中で足跡を残したに違いありません。 

皆様、私たちは洗礼の秘跡によって神の愛する子となり、イエスの弟子とされました。イエスは、

出会ったすべての人の人生に足跡を残し、彼らの人生を顧み、彼らを回心の道へと導きました。 

聖書は神に出会った人々の体験の物語の書物です。神は時代から時代へと人々の人生に足跡を残

しました。私たちは、何を家族や地域、会社、キリスト教共同体の兄弟姉妹に残しますか。 

次の世代の人が語る私たちの足跡とは何でしょうか。何によって私たちは生き残りますか。お金、

社会的地位名誉等は消え失せるものです。私たちが一緒に生活する人や出会う人々の人生を変える

事によって、人間らしい人間になり、キリスト者としての使命を果たす事になります。どうか、私

たちが人をいじめ、悪口を広める事ではなく、自己中心の生き方でもなく、優しくて謙遜で他人の

ために尽くすという足跡を残すことが出来ますように。 

 

 

 

誰もが平和の作り手になれるのです！ 

 

野村 季里（社会活動委員会 事務局） 

8月 5日、予想通りの猛暑のなか、神戸中央教会にて平和旬間行事が行わ

れました。今年は「非暴力による平和を」～誰もが平和の作り手になれるの

です～をテーマに、神戸地区では特に子どもたちへ向けてのプログラムをと

いうことで「つるにのって、とも子の冒険」のアニメーション DVDの上映と

分かち合いでした。午前中に北野町の宗教施設を訪問した神戸地区と福島の

子どもたち、リーダーの六甲生も一緒に DVDを見ました。内容は、とも子と

いう女の子が原爆資料館を見に行き、原爆の悲惨な様子を目の当たりにし、

禎子さんに出会い一緒に冒険をしながら原爆のことを知ってゆくというス

トーリーで、世界 65か国で上映されています。 

上映後の分かち合いで、私は子どもたちのグループに参加し、一人ひとりカードに感想を書くと

いう方法で分かち合いをしました。やはり原爆資料館の映像はアニ

メであっても衝撃的であったようで、「こんなにこわいと思わなか

った」「影だけになってしまって悲しい」「行ったことがあるけれど

思いだして怖かった」「戦争が無いようにと思った」など素直な感

想が書かれていました。また六甲生からは「原爆のことは何度も勉

強したが、さらに詳しく知ることができた」「今の生活がいかに安

全で安心なのか再認識した」「実際の原爆とみんなが思っている原

爆の理解が違っている」などの感想がありました。 

分かち合いの後で平和祈願ミサが行われました。子どもたちの願

いどおりに平和な世界がいつまでも続きますようにと祈りを捧げ

ました。参加者は平和祈願ミサだけの参加者も含め約 180名（内、 

子ども約 60名）でした。   
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ふくしま通信 －第1３号－      

 ♪ あおい空 しろい雲  

わたしたちをつつむ めぐみの中で  
手と手をあわせたら みんな 家族になる 

 よろこび ひろげよう ともに歌いながら 
ふっこうのかけ橋は 七色の虹のように 
  やさしく伸びるよどこまでも 幸せはこぶため 
Let‘s cross the bridge for our future 

 傷ついたつばさやすめて  
Let’s cross the bridge for your future  

 明日への橋をわたろうよ・・・♫ 
「ふっこうのかけ橋」 公式テーマソング より） 

  

 この曲のとおり、今年も４泊５日という短い

期間でしたが、福島と神戸の子ども達が、手と

手をつないで一つの家族となり、楽しいひとと

きを過ごすことが出来ました。今回は南相馬市

の原町教会からも、小学生の初参加があり、福

島市内と合わせて、小学生 12名、中学生 2名

の計 14名が北須磨教会のサマーキャンプに参

加。そしてお母さん 5名と幼児 3名は、時々子

どものプログラムを見学しながらお母さんの

ために用意されたプ

ログラムを楽しまれ

ました。 

 初日、住吉教会で

は、たくさんの方々

が、子ども達のために心づくしの夕食をご準備

くださり、食堂に入るなり“うぁ

～ホテルに来たみたい”と目を見

張っていました。 

翌日から北須磨教会のサマーキャ

ンプに合流し、さっそくアジュール舞子へ海水

浴に、水しぶきに歓声があがっていました。 

北須磨の皆さんには、キャンプ期間中のすべて 

の食事やお茶作りご協力頂き、特別なお世話に

なりました。      

  2日目の 8/5（土）

は、迷走台風に頭 

を悩ませましたが、

幸いにも晴れて                           

午前は「平和学習」

のため、北野界隈の         

諸宗教施設を訪問。 

              2017・08.07 

      “ふっこうのかけ橋”実行委員会 

          実行委員長 拵井 一義 

それぞれの宗教が大切にしている「平和」につ

いてお話を聞き、平和な世界ってどんな世界？ 

を言葉や絵にして表現し奉納しました。お話を

聞く時間に余裕がなく、どれ程こども達に平和

であることの大切さが伝わったかは判りません

が、平和の種がこども達の中で育ちますように

と願うばかりです。 

午後からは神戸地区主催の平和旬間プログラ

ムに参加し、ミサ後には各小教区に

ご協力を頂いてふれあい夏祭りが

開かれました。庭に用意された出し

物を思う存分楽しむ姿が、あちらこ

ちらで見られまし

た。キャンプ中の宿泊を含む

すべてのプログラムに、六甲

学院の生徒達が積極的に関わ

ってくれ、子ども達も身近なお兄ちゃんリーダ

ーとの出会いを喜んでいました。 

翌８/６（日）は北須磨での主日のミサに集い、

北須磨の皆さんにも歓迎して頂きました。 

司式された申神父様からも、「北須磨でこん

なにたくさんの子どもを見るのは初めてのこ

とで、いやぁ嬉しいなぁ・・・。いつもこんな

感じやったらいいのになぁ」と最大級のウエル

カムを頂きました。ミサ中の説教では、子ども

達の目の輝きの素晴らしさや楽しいことがい

っぱいあるから、いっぱい遊びましょう！でも

暑いから水分もしっかりとってくださいね。と

いった嬉しいお話が中心でした。最後にもう一

度、しっかり遊びましょう！と言われた時、一

人の子どもが大きな声で「ハイ！」と応え、聖

堂内のそこここから拍手がわき起こり、微笑ま

しい雰囲気の中に終了しました。 

 翌、月曜日は最終日。台風を避けるために列

車の時刻を早め、新神戸から全員元気よく帰福

されました。この紙面には書ききれないたくさ

んの思い出が、子供達の

成長の糧となることを

願っています。    



4 

 

たかとり教会 90 周年＆たかとり教会・TCC 再生再会 10 周年の記念イベント 

 

5 月 28 日(日)、晴天のさわやかな空の下で、たかとり教会 90 年＆たかとり教会 TCC 再生再

会 10 周年の記念イベントが行われまし

た。 

今年、たかとり教会は創立 90年を迎

えました。また、阪神淡路大震災後、た

かとり教会の建物が新しく建て替えら

れ、震災後の活動から生まれた「たかと

りコミュニティセンター」の各団体が教

会の敷地に戻ってきて10年となりまし

た。今回のイベントは「教会、TCC、地

域はひとつであることを肌身で感じることができるように」をコンセプトに行われました。 

多国籍料理が並び、各国衣装のファッションショーが行われ、ベトナムやラテンの歌や踊りが披

露され、教会、TCC、地域の皆さんが共に和やかな楽しいひと時を過ごしました。多文化共生を自

然に体感することができました。 

たかとり教会の 90年の歴史は、在日韓国人、在日ベトナム人等、いつも在日外国人と共にあり

ます。今、たかとり教会では、多文化共生は特別なことではなく日常となっています。現在は毎週

のミサにあずかる信徒の

80％以上はベトナム人信

徒で、月に一度はベトナム

語のミサを行い、皆で一つ

のミサにあずかっていま

す。子どもたちも若者もた

くさんいて、エネルギーに

あふれていますが、そのほ

とんどがベトナムにルーツを持つ信徒です。28 日のイベントの前のミサの中で、神田神父さまは

「もう日本人、ベトナム人、韓国人というのはやめて、日系たかとり人、ベトナム系たかとり人、

韓国系たかとり人と呼びましょう。」と話されました。文化や習慣が異なっても同じたかとり人で、

共同体の家族としてひとつになっていくことを目指して歩んできています。そして、これからのた

かとり教会を担っていくのはベトナム系たかとり人であることは確実です。これから 10年後、た

かとり教会 100 周年に向けて、違いを受け

入れ合いながら、違いが豊かさとなる教会を

目指して、一年一年を大切に積み重ねていき

たいと思います。 

   

 

 

たかとり教会 橋本千景 

 

  

ちがいは元気！こどもが元気！たかとり元気！ 

（これはたかとり教会のモットーです） 
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The Life 

ほんとうの自分になるために 
― マザーテレサに導かれて － 

 

             山野 真実子（カトリック社会活動神戸センター） 

 去る 6月 3日土曜日の昼下がり、神戸中央教会・主聖堂で片柳神父の講演会が

開催されました。PHP 研究所から発行された 3 冊のエッセイ集の最終章、“The 

Life ほんとうの自分になるために”というテーマのもとにお話が進み、１冊目からコラボレーション

を続けているアーティストの RIEさんの何とも言えない、暖かくて、優しくて、読んでいる私たちをま

ーるく包み込むような絵とともにマザーテレサの残された珠玉の言葉を奥深く紹介するものでした。私

たち人間は常に自己実現というほどの大そうさは伴わないまでも、より良い自分になるために数々の出

来事を取捨選択しながら生きているのですが、その選びの基となるものがなんであるかによって自分ら

しさが大きく変わってきます。本の１ページ目には、あのあまりにも有名なダージリンへ向かう列車の

中でマザーが聴いた心の底から湧き上がってくる声の話がありました。

そしてマザーご自身でさえはじめから私たちのよく知っている、あの

マザーだったわけではなかったこと。ただ、修道者という生き方の中

で、少なからず自分と対峙する時をより多く持ち、心の中にポトンと

落ちたスラムという別世界から隔絶された生活の中に感じた違和感を 

そっと心の中に持ち続けたことが、ほんとうの自分になるチャンスを

もたらしたのではないかと思いました。私たちの騒がしく忙しい日常 

生活の中では、とかく後回しになる自分と向き合う「時」は、本来神

と出会う一番の近道であるにもかかわらず、自分を含め多くの人が避け

て通っているようです。マザーとの出会いの中で感じ、思いを温め、自

己実現への一歩を歩み続けて来られた神父様のお話は尽きることがな

いような印象を受けました。 

お話の最後に「心の声を聞くために～７つのヒント」というエクサ 

サイズをして講演会は終了しました。 

後はいつものように、こいずみ ゆりさんのミニコンサートがあり、 “できないのではありません  

美しい歌声に心がリラックスし、心ゆたかなひとときに感謝しました。   できることが違うだけです” 

                                                        

”心の声を聞くために～７つのヒント”  

 

     １．一人になれる場所を見つけましょう。 

２．背筋をまっすぐ伸ばしましょう。  

３．呼吸を整えましょう。 

    ４．「あれもしなければ、これもしなければ」と考える 

    のをやめ、心の中にある思いを感じ取りましょう。    

    

５．「どちらが得か」と考えるのもやめましょう                       

６．誘惑する声を退け、心の奥深くから響く愛の声       

に耳を傾けましょう。 

7. 心の中にモヤモヤ引っかかるものがあるなら、そ     

の正体が何なのかを確かめましょう。 

“愛は目にはみえません。 

だからこそ信じるのです“ 
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2017年 7月度 神戸地区宣教司牧評議会議事録 (要約版) 

  

１ 日時・場所:2017年 7月 2日（日）14：00～16：25   於 垂水教会 

出席者：高橋地区長 地区評議会議長団 各小教区評議会議長・副議長 各専門委員会代表 

    一粒会、エキュメニカル、ふっこうの架け橋、その他関係者 

２ 高橋地区長から地区評議会へのメッセージ 

直近の教区司祭研修会にて 2日間にわたり、共同司牧について話し合いがもたれた。前田大司教は

教会法にのっとり、モデラートルの神父が全ての代表者となり、その指示に従うことを望まれている。

この先 1年半ほど協議を重ね、これからの方向付けがなされる。今後の共同司牧の運営がどのように

変わるのかは不明であるが、信徒の協力がますます欠かせなくなることはまちがいがない。 

３  大阪教区宣教司牧評議会（6/25）報告 

Ⅰ「きょうどう」宣教司牧について 

前田大司教より「きょうどう」宣教司牧とは、「共同・協同・協働・連帯」宣教司牧を包括した考えで

ある旨の説明があった。司祭の第一の任務は秘跡とミサの執行である。滞りない任務遂行のために、

信徒の協力が不可欠。既に共同司牧の小教区も存在するが、共同司牧であるかどうかにかかわらず、

司祭・信徒間の協力は不可欠。また、複数の小教区が複数の司祭に委ねられた場合、一人の司祭が責

任者となって宣教司牧を指導する。 

Ⅱ 大阪セミナリオ（仮称）について 

学校での長時間拘束、家庭での信仰教育の不足、小教区での信仰養成の困難さ、司祭召命への意識の

希薄さ等、青少年の置かれている司祭召命への現状は厳しいが、小神学校等の箱物を設置するよりも、

司祭の生活を体現するようなプログラムを実施し、実際に体験して学習する機会を設ける方が有効と

考える。 

 

Ⅲ その他 

 ・使徒職養成委員会 「右近のいつくしみに倣う」 

前田大司教は教区時報 2017年 1月号「教区新生の日のメッセージ」において、本年を「右近の霊性（い

つくしみ）に倣う年」と位置付けられ、右近の霊性を「祈りの人」「慈悲（いつくしみ）の人」「寄り

添いの人」「宣教の人」の四つの側面にまとめられた。この四つの側面に従い、右近に倣う生き方を探

り求めていきたい。 

→神戸地区各小教区でこれに取り組む際の一例として、地区作成の「ユスト高山右近のいつくしみに

倣う」ための祈りが紹介された。ただ、大阪大司教認可をまだ受けていない祈りであり、小教区で使

用の際は、共同祈願やその他の集まり等で唱えるようなかたちが望ましい。その場合でも主任司祭に

相談する必要がある。 

・再宣教 150周年記念誌を刊行する予定。  ・大阪教区内の各小教区の耐震診断作業は順調に推移。 

４ 議 題  

 A 審議事項 

① 神戸地区平和祈願ミサ・平和旬間行事 

テーマ「非暴力による平和をー誰もが平和の作り手になれるのですー」 

日 時・会 場：8月 5日(土) 13:00～17：00   於 神戸中央教会 

次第：13：30平和旬間行事/  15：00平和祈願ミサ/  16：00 ふれあい祭り 

② 2016年度決算 

   データ喪失で大変苦労をして作成。書式を修正した決算書は近日中出来上がり次第、議長から関係者

にメール配信予定。決算書（紙ベース）は次回地区評議会で配布。教区から、3 月末に仮払いの残る

決算は好ましくないとの意見がある。今後、2月末締め、3月末には仮払いのない決算を目指す。 

 

③ 教区国際協力の日 

   日 時・場 所：10月 15日(日)12：30～16：30  於 大阪カテドラル聖マリア大聖堂 

   神戸地区の役割分担は、昨年実績ではミサ受付・献金・聖体拝領誘導。8月 26日(土)の準備会で今年

の役割分担が判明。各小教区へ協力要請。 

B提案事項 

① 2017年度ふっこうのかけ橋（ふっこうのかけ橋実行委員会） 

開催日時：8月 3日（木）～7日（月） 
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参加人数：22名  野田町教会 12名・松木町教会 5名・原町教会 5名 

(母 5名、中学生 2名、小学生 12名、幼児 3名) 

・福島↔ 神戸は、新幹線組と飛行機組の二手に分かれる。 

・地区合同キャンプは実施せず。8月 4日(金)北須磨教会キャンプへ参加。 

・8月 5日(土)北野ウォークラリー・「平和旬間」行事へ参加 

神戸中央教会周辺の多数の他宗教施設を巡る。福島の子供達だけではなく、広く神戸地区の子供達にも

参加を呼び掛ける。また、少人数の大人の参加の可能性を探り、今後の神戸地区での活動へのチャンネ

ル活用も考慮する。なお、ウォークラリー及び「平和旬間」行事の分かち合いにはグループ分けが必要

であるため、各小教区のふっこう担当者が申込書を配布予定。 

・平和祈願ミサ後「ふれあい祭り」（16：00～17：00）開催自由参加。申込み不要。 

大人：有料、子ども：無料。  出店（かき氷、綿菓子、タコ焼き、フランクフルト、ビーフン、飲料） 

② 「つながり」の原稿依頼・紙面構成 

つながり前号(73 号)に委員会報告として、養成委員会と社会活動委員会の記事が掲載されているが、

地区評議会の議事録と内容が重複している部分があった。つながりの記事は地区評議会に報告された議

事録の範囲にすべきで、地区評議会の後で専門委員会に原稿を要請するのは止めたらどうかとの提案。

審議した結果、次号から提案通りとする。ただし、地区評議会に報告以外の委員会活動やイベント等で

次号のつながりに掲載することを承認されたものは別とする。 

③ 2018年度神戸地区信徒大会（東ブロック担当） 

候補日：2018年 5/26（土）、6/2（土）、6/9（土）、6/16（土）候補日は全て土曜日。6/2 の可能性大。 

会場：大阪カテドラル聖マリア大聖堂    テーマ「右近のいつくしみに倣う（教区再宣教 150周年）」 

8 月 20 日（日） 14：00～16：30 第一回地区大会実行委員会   於神戸中央教会  *各小教区から 2

名派遣。 

５ 委員会報告 

① 養成委員会 

6月 4日（日）14：00～16：10 定例委員会  於 六甲教会 

・新役員：委員長・氏家友三、副委員長・平尾享三・三井武志、書記・南浮由美子、会計・門田ｽｹﾙﾄﾝ光子 

 ・4月 22日地区養成代表者会議 於司教館 アルフレド神父・三井・鈴木出席。 

今後は資格養成→霊性の養成に重点をおく。今年は「右近の霊性に倣う」をテーマとする。 

・養成チーム打合せ 4月 16日・5月 21日 地区代表者会議の準備・今後の計画検討 

6月 25日 養成委員会合宿準備・2017年度地区養成プログラムについて 

 ・今年度活動の具体化の為の「右近の霊性に倣う」の学び及び各小教区の養成状況の分かち合い 

・養成委員会研修会 7月 16日（日）14：00～17日（月）12：00於宝塚黙想の家（男子）参加人数 16名 

  「右近の霊性に倣う」「イグナチオの霊性」について  [指導司祭：アルフレド神父] 

・次回定例委員会 9月 3日（日）14：00   於 住吉教会(予定) 

② 社会活動委員会 

・6月 4日（日）14：00～15：40 第 2回定例会  於 北須磨教会 

・5月 20日（土）10：00～16：00 教区社会活動委員のつどい 於サクラファミリア 

神戸地区から 7名参加。全地区の社会活動委員から各々の取組について報告後、グループで分かち合い。 

昌川神父による講演。詳細は大阪カトリック時報参照。 

・神戸地区評議会からの要請により、平和旬間行事を全面的に協力。 

・クリスマスチャリティーコンサート 12月 2日（土）13：00～16：00   於神戸中央教会 

出演者募集ポスターと申込用紙配布済み。次回実行委員会は 8月 20日（日）14：00於神戸中央教会 

・シナピス移動学習会 次回実行委員会 7月 8日（土）13：30～  於 たかとり教会 

・静修会 2018年 2月 24日（土）13：00～   於 住吉教会  [指導司祭：申神父] 

・社会活動神戸センター＆須磨夜回り会 6月 24日（土）10：00 炊き出し連絡会 於社会活動センター  

・船員司牧活動（Sr.前田グループによる訪船活動 毎週金曜日・4/5隻） ・7/7・8日（土）全国大会   

・教区シナピス裁判資料の翻訳者を探している。・11月 5日（日）14：00～第 3回定例会 於住吉教会 

③ 広報委員会 

・73号 5月 14日発行済み ・74号 8月 13日発行予定（1500部）、印刷：8月 12日  於住吉教会 

・紙面見直し。『つながりを面白く読んでもらえるようにするには』を今後の課題とし、読みやすく、親

しみやすい紙面づくりを目指し、フォントを大きくする等の工夫をする。地区評議会が何をしている

のかを信徒にわかりやすく、また 11教会の特殊性がわかる内容等を考える。 
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④ 青年委員会 

  ・7月 15日（土）神戸バイブル・ハウス「すべての世代で聖書を読み繋ぐ」聖書リレー朗読会参加 

  ・7月 17日（月・祝）大阪教区青年会 ボーリング・BBQ大会  

・9月 10日（日）17：00 青年委員会・BBQ   

 その他 

① エキュメニカル  

5月末付法人化完了→「一般社団法人クリスチャンセンター神戸バイブル・ハウス」へ 

クリスチャンセンター神戸バイブル・ハウス主催行事（セミナー・聖書講座巡礼旅行等）は P12参照 

② 一粒会  一粒会献金袋・しおり・祈りのカードを各小教区へ配布済み。 

 

 

 

       

       

六甲教会では昨年度に引き続き、福者ユスト高山右近をテーマに講演会を 

開催します。皆様のご来場をお待ちしています。 

 

講演会 ｢キリシタン大名高山右近の生涯に学ぶ信仰者の生き方｣ 
講師： 川村信三神父（イエズス会司祭、上智大学文学部教授 

日時：   2017年 9月 16日（土） 14時〜16時 

場所： カトリック六甲教会主聖堂 

参加費：無料    事前申込み：不要 

主催：カトリック六甲教会   後援：神戸地区宣教司牧評議会 

 

 

 

 

  日時：11月 3日（祝）〜4日（土）JR姫路駅集合  

行き先：小豆島    対象：どなたでも 

申込み方法：六甲教会受付に備え付けの申込用紙に参加費を添えて、教会受付へ 

お申し込み下さい。 

申込締め切り日：10月 15日（日） 但し定員になり次第終了。 

※9月 16日（土）より、申込書配布予定です。参加費、集合時間等、詳細は 

9月中旬以降に六甲教会受付にお問い合わせ下さい。(☎078)851-2846) 

   

 

 

 

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

 

三田教会の活動より 

1．6月 18日（日）ミサ後、信徒約 40名が参加して小教区信徒総会を開催。2016年度各委員会等の活 

動結果及び小教区決算、2017年度活動計画及び小教区予算を承認した。 

2．聖堂の耐震補強工事を教区と相談しながら進めており、まず設計事務所の選定作業に入った。 

3．7月 29日（土）～30日（日）に子ども達やリーダーのほかフィリピンの青年など約 15名が参加して

教会学校のキャンプを行った。 

    

   8月 14日（月）19時～ 三田教会合同追悼式 

   9月 10日（日）9時 30分～ 敬老のお祝いミサ  ミサ後、お祝い茶話会    

   10月 8日（日）11時～ ふれあいバザー 

講演会のお知らせ 

第 3 回「ユスト高山右近の足跡を巡る旅」（一泊） 
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2017 年 7 月度中ブロック協議会議事録 

日時：2017 年 7 月 16 日（日）14：00～ 
場所：カトリックたかとり教会  
出席者：大久保神父様 中島・脇田（兵庫）、 

濱崎（鈴蘭台）橋本（たかとり） 
【初めの祈り】主の祈り 
【報告事項】 

① 各教会の行事・活動について 

<たかとり教会>・5/28 たかとり教会/TCC 再

生再会 10 周年記念イベント・6/18 ４人の

こどもたちの初聖体・6/25 聖ペトロ・聖パウ

ロのお祝い<鈴蘭台教会>・5/27 あいな里山

公園へ遠足・7/23 日曜学校お楽しみ会・

7/24 耐震診断<兵庫教会>・兵庫教会に来る

ベトナム人留学生の為の日本語教室・7/30

バーベキュー大会 

【協議事項】 

① 9 月 24 日中ブロック 3 教会合同ミサ 

・テーマ「神のもとで」  

サブテーマ「家族としてひとつになろう」 

・献金は世界難民移住移動者の日特別献金と 

して大阪教区へ送金。 

・10:30～ミサ/ミサ後イベント 14:00 終了 

② 夏の行事について 

・神戸地区平和祈願ミサ平和旬間行事（8/5） 

 

・ふっこうのかけ橋：子どもたちは 8/6 に、

お母さん達は 8/4.5.6 たかとり教会に宿泊 

・たかとり教会：小学校低学年生は 8 月 5 日 6

日に明石教会と一緒にたかとり教会で 1 泊

のお泊り会／小学校高学年、中学生は 8 月 5

日ふっこうのかけ橋・平和旬間行事に参加 

・鈴蘭台教会：7/23 お楽しみ会 

・8/15 被昇天のミサ：鈴蘭台教会 9:30/兵庫

教会・たかとり教会合同 10:00（兵庫教会）  

③ 各小教区の子ども会の現状について 

その他―・8/18～8/26 大久保神父さまは夏

休み・8/29(火)16 時から 9/1(金)正午まで 

教区司祭修養会(梅田教会)に大久保神父さ

ま、ブレーズ神父さまは出席される。 

・8/14(月)大阪教区ベトナム共同体聖母マリ

ア大会が玉造教会で行われる。 

【神父様より】・夏休み中、学生が教会の見学

に来る場合があるかもしれないので、その時

はあたたかく迎えましょう。 

【おわりの祈り】アヴェマリアの祈り 

次回 9 月 17 日(日) 鈴蘭台教会 14：00

◇神田神父さまより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「神戸中ブロックの協力司祭として主日のミサを手伝っています。どうぞよろしく。」 

＜最近のミサの中で神田神父さまが紹介された「二―バーの祈り」＞ 

「神よ、変えることの出来ない事柄については、それをそのまま受け入れる平静さを、 

変えることの出来る事柄については、それを変える勇気を、 

そして、この二つの違いを見定める叡智を、私にお与えください。」 

◇「あいな里山公園」ハイキング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

5 月 27 日の土曜日、この上ない五月晴れに恵まれたこの日、昨年５月神戸市北区にオープンし

たあいな里山公園に鈴蘭台教会でハイキングに出かけました。 

この 4 月に中ブロックに来られたブレーズ神父様も加わっていただき、小学生を含む男女 28 名

が参加しました。開園 1 周年という事もあって、あいな

地区の農村歌舞伎や県立神戸鈴蘭台高校の和太鼓の競

演、田植え体験などがあり昼食は、かやぶき民家「白拍

子の家」で涼風に吹かれながら和気あいあい、お酒のの

ど越しもよく、思い出に残る楽しい一日となりました。

スケッチは「白拍子の家」で源義経の伝承が残る¨白拍

子に移築された古民家です。  (鈴蘭台教会 萬崎 抗三) 
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東ブロック合同堅信式 

6 月 11 日(日)10 時より、六甲教会において神戸地区東ブロック合同堅信式が、初め

てのご訪問となった前田万葉大司教の司式で執り行われました。受堅者は、住吉教会４

名、神戸中央教会 9 名(英語グループ 4 名含む)、六甲教会 8 名。計 21 名。約 350 名の参列者とと

もにごミサに与かりました。大司教は、「今日の 21人の堅信を受ける人が本当に立派な証し人とし

て巣立ちます様に」また今日は三位一体の主日で『聖三位喜びたたえ堅信式』という福音句を披露

して下さり「三位一体の神様への信仰がいき続けます様に、私たちが喜びの内に神様を讃えながら

信仰生活を送ることが大切です」というお話をして下さいました。堅信の秘跡に与かった若者たち

からは、堅信の準備を通してミサの本当の深い意味を知ることが出来、これから

も色々なことを勉強して神様への信仰を深めていきたいとそれぞれに話してく

れました。ミサ後のお祝い会でも大司教様は私たちを見守り続けて下さり、沢山

の信徒に囲まれて若者たちも共に和やかな一日を過ごせた事と思います。大人の

仲間入りをした受堅者の方々が、教会の一員として成長されます様に心からお祈

り申し上げます。                  （堤 緑 / 六甲教会） 

 

≪堅信を受けて≫ **************************************************************** 

❖ 私は堅信を受けて思った事があります。それは自分の事

についてです。このままでいいのかと、もう一度考え直しま

した。中学二年生になった私は、これまで人を頼っていまし

た。けれど堅信を受けて自信がついた気がしました。自分の

事は自分で考え、自分で決めると いう目標を立てました。

そのため、誰にも負けず、前へ進んで行きたいと思いました。 

堅信を受けて、神様の事について前よりもたくさん知れた事 

が自信になりました。これからも神様の約束を守り自分の未来に進んで行きたいです。                           

(山本 花美 / 住𠮷教会)  
                            

❖ 6月 11日、前田大司教に司式していただき、堅信の秘跡 

を受けさせていただくことができました。この日の為に教会

学校からのお友達と沢山のリーダーの導きをいただいて準

備をしてきました。堅信の秘跡の話をいただいた時は「自分

は堅信を受けて良いのかな」という迷いの気持ちがありまし

た。でも勉強会で学んでいくうちに秘跡を受ける心の準備が

できてきたと思います。この日を迎えることができ本当に良

かったなと思いました。指導いただいたリーダー、司式を整えて下さった方々、パーティーを準備

して下さった皆様、本当にありがとうございました。        （千原 優奈 / 六甲教会）                       

 

❖ 今回堅信を受けることが出来た事に感謝致します。今

回堅信を受ける事ができたのは、誰かの無償の愛情のお陰

です。ただ、受身だけで無く、堅信を受けた成人の信者と

して、教えを心の拠り所に頼る事で自分から模範となり、

将来も発信していきたいです。今世の中では自分の心の拠 

り所であろう宗教が原因で無差別に苦しんでいる人達が

溢れています。そんな中で私がこの人の原動力は神の愛だ

と感じさせられるような人となり、そしてそれを周囲の人

と共有する事で皆が温かい心を持つ事の出来る様な世界

になるよう、召命を生きたいと思います。             （西川 凛 / 神戸中央教会）  

■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
 



⑴ 明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900  
７月 ９日(日) 信徒交流会 
８月 13日(日) 慰霊祭 
９月 10日(日) 恵老会 
11月 ４日(土) 墓参 
11月 19日(日) 七五三ミサ 入門式 
11月 26日(日) 待降節黙想会 
12月 24日(日) 降誕祭 

 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
 ７月 ９日(日) 評議会 
 ７月 16日(日) 塩屋地区の集い 
 ９月 17日(日) 敬老会 
 ９月 30日(土) 運営委員会 
 10月 22日(日) バザー開催 
 11月 12日(日) 七五三子供ミサ 
 11月 19日(日) 地区の集い 
 11月 26日(日) 大掃除 
 12月 ３日(日) 共同回心式 
 12月 24日(日) 降誕祭 夜半ミサ 
 12月 25日(月) 日中 こどもミサ 
 
北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
８月 ４日(金)～６日(日) 教会学校キャンプ 
９月 17日(日) 敬老会 

 11月 12日(日) バザー開催・七五三のお祝い 
12月 10日(日) 待降節黙想会       

12月 17日(日)  クリスマスキャロル（名谷） 
12月 23日(土)  クリスマスキャロル（西神） 

 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
 ８月 15日(火)  被昇天ミサの後スイカパーティー 
 9月 ３日(日)  評議会   

9月 ９日(土） 19：00主日のミサ 
9月 17日(日)  英語ミサ   
10月 １日(日)  評議会   
10月 ７日(土)  19：00主日のミサ 
10月 15日(日)  英語ミサ・BBQパーティー 
11月 ５日(日)  墓地訪問(死者の日の祈り) 
11月 11日(土)  19：00主日のミサ 
11月 19日(日)  英語ミサ・評議会(11/12 月度） 
11月 26日(日)  大掃除・クリスマス飾付 
12月 ３日(日)  黙想会 淡路島内キリスト教会 

合同クリスマス会（14：00） 
12月 ９日(土)  19：00主日のミサ 
12月 17日(日)  英語ミサ 
12月 24日(日)  10：00 主日のミサ 

19：00 主の降誕（夜半ミサ） 
ミサ後クリスマスパーティー 

12月２5日(月) 10：00 主の降誕（日中ミサ） 
 
*土曜日 19:00のミサは主日前夜ミサです 
*毎月第 2日曜日にはミサはありません 
  ( 9/10, 10/8, 11/12, 12/10 ) 

会のテーマとすることについて話し合
う。 

北須磨：「右近と歩む祈りの旅｣黙想と分か
ち合い  
６月１４日(水）～どなたでも参加可 
場所 カトリック北須磨教会  
日時 第２水曜日午後２～４時全８回 

洲 本：７月の評議会で話し合う予定。何
が出来るか検討中 

 
北須磨教会平尾氏からの発案で「右近のい
つくしみに倣う」ための祈りを試作して６
月の地区評に諮ることとなった。 
 

3． その他 
北須磨：西ブロックでの養成の進め方 
通夜式、カテキズム、からし種の担当者
が養成され運営されているが４教会の
それぞれの担当者の、リフレッシュ養成
を実施していくことが承認された。 

洲 本：通夜司式者が高齢で今後の運営に
支障が出る前に、事前に問題を掘り起し
対策を考えていきたい。 

  交通費に関して 連絡会の交通費(橋
の通行に対する補助)についてはブロッ
ク活動費から出すが、相互監査について
は各人の負担とする事を確認した。 

西ブロック４教会連絡会 報告 
 
日 時：平成 29 年 6 月 11 日（日）14:00～16:30 
場 所：明石教会 
出席者：高橋神父及び 4 教会代表者 

【議題】 

1． 協議事項 
⑴ 連絡会の持ち方→例年通りで行う 

議題内容は、幹事教会が事前に他教会に
打診したうえで高橋神父様と調整する。 

⑵ ミサ開始時刻→神父様方の負担を考慮 
ブロック会後の神父様方での話し合いの
結果、７月以降は 
 垂水教会  午前 8：45～ 

 北須磨教会 午前10：30～ 
⑶ 青年の教会活動への参加状況について 
垂 水：青年会は休止中。今後中高生会の子

供を育て青年会へとつなげリーダー育成
を目指したい． 

北須磨：一時教会活動などに参加していた青
年が大学進学等で地元を離れてしまって
いる。 

洲 本：中高生、青年はいない。フィリピン
の青年は研修で来ているので３年で帰国
してしまう。 

明 石：年２回、青年の教会でのお泊り会を
実施。神父様やシスターから、青年へお話
していただく機会を作っている。 

 
2． 連絡･報告事項 
⑴ ｢高山右近の霊性に学び倣う」の取組み 
明 石：６月運営委員会で今年度の信徒交流
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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 

◆聖書セミナー (日本聖書協会主催、バイブルハウス共催) 

✤日時：８月 31日(木) 13：30～  

   9月 1日(金)10：00～12：00/13：30～15：30 

  講師：雨宮慧神父(上智大名誉教授) 集中講義を行う 

  ✤日時：10月の毎週木曜日 13：30～ 

  テーマ：ガラテヤ書と使徒パウロの神学 

  講師：浅野淳博教授(関西学院大学) 詳細 NL83 

 

◆KBH「キリスト教の世界」セミナー  

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」 

✤ 9月 5日「神の守りとは-死と復活のはざまで」 

講師：西脇慎一牧師 (日本バプテスト教会) 

受講料：1講座に付 600円(会員 500円) NL83                                

 

◆宗教改革 500 年記念ポスター展 
期間：11月 20日(月)～25日(土) 期間中講演あり 

講演：もう一つの宗教改革-若者と聖書- 

（カトリックから見た宗教改革）詳細 NL83/84 

 

◆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 ： 毎月第 3火曜日 14：00 ～ 
 

◆「聖書学術員養成講座」行われています。 
聖書が各国のことば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、読む態度を身に着けます。

今からでも参加できます。詳細 NL83/84 

 

◆ふれあいバザー 11月 18日(土) 献品をお待ちしています。 

※神戸バイブルハウスは一般社団法人化されました。社会的責任を担った団体として「聖書の紹介と普及」また、会員各位の研鑽

のための様々な活動を行っていきます。聖書および関連書籍を常時、展示・閲覧しています。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。但し土/日/祝祭日は原則休館です。今後ともご支援をお願い致します。 

 お問い合わせは事務局まで。☎/FAX： 078-252-1966   ホームページ http://kbh-bible.JP 

 

【編集後記】 夏真っ盛り、暑い日が続いていま

すね。学生の子供たちは楽しい夏休み。社会に出た

子供たちは夏休みに帰省される方も多い事でしょ

う。教会ではこの夏休み期間にもいくつものイベン

トがあります。ぜひ、家族みんなで教会のミサに行

きませんか？懐かしい教会の友達にも会えますよ。

そして家族みんなで温かい言葉とお恵みを頂きま

しょう。(Ａ.Ｓ) 

ホームページ  http://catholic-kobe.org/ 
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■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 

※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。参照下さい。 

  

■祈りの集い   (於：セント・ポール神戸) 
毎週火曜日 14:00～15:30 信徒による賛美・感謝・

礼拝。信徒で行っています。どなたでもご参加下さい。 
 

■第 59 回神戸市民クリスマス 
  開催日:12月 15日(金)  

会場 ：日本基督教団 神戸栄光教会 

※詳細は後日発行のチラシ・ポスターをご覧下さい。 

■カトリック六甲教会 秋の黙想会  

日時：10月 14日（土）10時 30分～15時  

（ミサ 14時 15分～） 

場所：六甲教会主聖堂 

  指導司祭：梶山義夫神父（イエズス会） 

  参加費：無料     事前申込み：不要 

    詳細は後日発行のポスター、チラシを御参照ください。 

 

■カトリック六甲教会「祈りと音楽の集い」 

 
～那須野が原ハーモニーホールオルガニスト 

ジャン＝フィリップ・メルカールト氏を迎えて～ 

日時：2017年 10月 29日(日）      

開演：14：00   開場：13：30 

場所：カトリック六甲教会主聖堂  入場無料 

演奏：ジャン＝フィリップ・メルカールト 

（那須野が原ハーモニーホールオルガニスト、聖グレ

ゴリオの家宗教音楽研究所オルガン講師） 

 

■クリスマスチャリティコンサート 2017 
日時：2017年 12月 2日(土) 13：00～16：00 

場所：神戸中央教会(主聖堂)       

詳細は後日発行のチラシをご覧下さい。 

http://catholic-kobe.org/

