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神戸地区 地区長 高橋 聡 神父 

 

神戸地区の皆さん、こんにちは。また今年もクリスマスを迎える季節に

なりました。 

 今年はずっと北朝鮮をめぐる核の問題が続いている中で、アメリカが強

い姿勢で乗り出してきて、もしかすると戦争になるのではないのかという

報道もよくなされました。そして現代の私たちを取り巻く世界の状況も、

主の平和からほど遠いという感があります。 

 しかし、わたしたちがこのクリスマスで祝うのは、この地上に神の平和をもたらすために来て下

さった主イエズス・キリスト様なのです。イエズス様はわたしたちに神の平和をたずさえてこられ

ました。天使たちも「地には善意の人に平和」と歌っています。 

 このような状況にあって、クリスマスを迎える私たちに、特に黙想しなければならないことがあ

ると思います。 

 それは、わたしたち日本人が、本当に平和を望んでいるのか、それともあくなき経済的繁栄、す

なわち武器輸出のようなことをしてでもこのような繁栄を望むのかという問いです。 

 場面場面での難しい判断については政治家の方々や社会のリーダーにお委ねしなければならな

いこともあると思いますが、今問われていることは政治的判断や社会状況分析もさることながら、

わたしたち一人一人が神さまの前にどちらを選びたいのかということではないでしょうか。すなわ

ち、平和か金かです。お金よりも平和がほしいのか、それとも平和よりお金がほしいのかというこ

とであります。 

 世の中には確かに戦争でお金を儲けている人たちがいます。この人

たちは、平和よりもお金なのです。 

 しかし私たち日本人はこうであってはいけないと思います。私は日

本人が平和を望む人たちであってほしいのです。 

 クリスマスを迎える私たちが、イエズス様がたずさえて来られたま

ことの平和のメッセージを心に受け入れる準備をしながら、わたした

ちを救いに来られる主に心を開いていくことができますように。 
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エリック・デ・グスマン 助祭 

 

 フィリピンが世界一長いクリスマスだとよく言われる。9月にな

ると、ラジオでクリスマス・キャロルが流れ始め、お店で少しずつ、

クリスマスの飾り、クリスマス用のプレゼントが出始める。クリス

マス・カウントダウンが始まり、「メリークリスマス」とあいさつ

する人は少なくない。また、長い雨の季節がこの頃に変わり、「寒

くなって来たね」という人もいる。これはフィリピンのクリス・ 

モードのスタートだ！ 

ほとんどの人は何かを準備する。例えば、家の中と外にクリスマスの飾りを付け始める。代表的

な飾りはパロールという。これは星の形でピカピカしているものである。ベツレヘムの星がその由

来。この他に、ぴかぴか光る金属の薄葉でできている飾りがろうそく、花、パインアップルなどの

形をして、色んなところにかけられる。もちろん、クリスマス・ツリー、クリスマス・ライト、馬

小屋なども設置される。 

クリスマスの準備は外面的だけではない。シンバン・ガビという習慣は、フィリピンがまだスペ

インの植民地であったときから始まった。「雄鶏のミサ」という意味で、鶏が鳴く頃に始まる早朝

ミサのことである。9 日間の早朝ミサの中で、マリア様が 9 ヵ月にイエスのご誕生を待っていたこ

とを黙想し、クリスマスの心の準備となる。休まずに、9 日間のミサに参列できたら、願い事が叶

えられるとよく言われる。ミサ後は、定番のクリスマスのお菓子を食べる。ビビンカは上と下を同

時に焼くパンケーキで、プート・ブンボンは細い竹の中に蒸す紫色の餅である。どちらも削ったコ

コナツでトッピングすると、おいしく食べられる。 

クリスマス夜半ミサ後、みんなは家で、ノチェ・ブエナ（「良い夜」

という意味）を一緒に食べる。25 日に、子どもたちが大父母の家を訪

れ、クリスマスの挨拶の代わりに、アギナルドをもらう。これは日本

のお年玉に相当するものである。 

 

皆様に「マリガヤン・パスコ！」（メリークリスマス！） 

     ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 

    

     代表的な飾り「パロール」 

 

プートブンボン(左) ＆ ビビンガ 
代表的な飾り「パロール」 
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 暑いあつい８月の初旬に行われた“ふっこう

のかけ橋 2017”。あれから 4ヶ月が経ち季節は巡

って今は寒い冬の始まりを迎えています。たっ

た 4 ヶ月なのに、なぜか遠い昔のように感じら

れるのは、それだけ充実した時を過ごせたから

かもしれません。みんなどうしてるかなぁ・・・。

懐かしい一人ひとりの顔を思い浮かべながら、

クリスマスプレゼントにとアルバム作りが始ま

りました。 

 プロジェクトが始まって６年。福島県中通り

からスタートしたプログラムは、このかけ橋を

渡って沢山の人との出会いをもたらしています 

。そして今回はようやく「浜通り」と呼ばれて

いる沿岸部の原町からも新たな参加者を迎える

ことが出来ました。津波と原発事故の生々しい

体験を再度聞く機会が与えられ、より充実した

プログラムとなりました。また広い福島県では、

浜通りに暮らす人々にとって、新幹線を利用し

ての来神は福島市内での前後泊が必要となるた

め、初めての飛行機利用もありましたが、予期

せぬ大型台風の襲来に帰福は予定を変更し、新

幹線で一路仙台へ。台風が東北に来る前にそれ

ぞれの我が家へと帰り着

かれました。たくさんの楽

しい思い出に感謝！と喜

びのお礼状が届いていま

す。また、原町は現在「カリタス南相馬」と名

称変更されていますが、元は原町ベースと呼ば

れ、多くの救援ボランティアを受け入れて被災

者支援を行ったところです。5月号でお伝えしま

したフランシスケン（海星女子学院経営母体修

道会）の Sr.佐々木の赴任地でもあり神戸地区の

社会活動委員会がシスターの要請に応えてお茶

会への支援を継続して来た関係から、毎年 8月

には家族訪問を兼ねてグループ（コンコルディ

ア）の代表の方が来神され、現地の様子を伺っ

て来ました。 

また、カトリック新聞 11月 12日号の 1面に 

掲載されている“わすれない”には浪江町の方々 

               2017.12.03 

        ふっこうのかけ橋実行委員会 

が暮らしていた宮代仮設のことが取り上げられ 

ていましたが、ここでもプログラムの初期に深 

く関わってくださった松木町のシスター方や、

プログラムに当事者として参加されたお母さん

と子供たちが「愛の支援グループ」と名付けら

れた教会内グループの一員として関わっておら

れ、シスターやお母さん方が仰っていた「神戸

で受けた暖かい支援を自分達だけのものにする

のではなく、福島に戻り自分達の暮らしの中で

分かち合えるようにしたいです」との思いが結

実しているように感じられます。ただ、相次ぐ

避難解除（一部を除く）によって、落ち着き先

の決まった人々の転居

が進み、仮設入居者の

減少と共に、集会所と

しての利用が出来なく

なり、定期的に行って来たお茶会等の支援は終

了せざるを得なくなっているそうでます。時と

共に姿形は移ろって行きますが、取り残された

数少ない入居者のためにこそ、Face to Face の

訪問支援の役割が大きな意味を担っているので

はないかと思いますが、築いてきた「かけ橋」

や「はしご」が外されるのではなく、つながり

続けるための変化の時期を迎えているのかもし

れません。私たち“ふっこうのかけ橋”実行委

員会のスタッフも取り組みを継続する中でこの

活動の意義を再確認し、より良いプログラム作

りが出来ることを願っています。さて、今回の

取り組みでは、さらに若者たちからの新しい動

きがありました。それは、毎年ボランティアと

して関わってくれている六甲学院の生徒たちか

らの提案でした。班のリーダーとして直接こど

も達に関わった彼らは高校生として出来ること

を模索し、実行委員会に提案をして来ました。

内容に付いては人的、時間的にも練り直しが必

要となり 2度の話し合いの後、3度目の再検討の

ため提案書を持ち帰っています。教会という枠

を越えて、やっと若者につながったとの手応え

を感じながら 3度目の提案書を心待ちにする今

日この頃です。 
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2017 年 10 月度神戸地区宣教司牧評議会議事録(要約版) 

 

１ 日時・場所・出席者：10月 1日(日)  14：00～16：2 於 三田教会 

高橋地区長、各小教区評議会議長・副議長、各専門委員会代表、その他関係者 

２ 高橋地区長から神戸地区評議会へのメッセージ及び教区司祭評議会報告・神戸地区司祭の集まり報告 

・直近の教区司祭評議会で前田大司教から、集会祭儀は極力避けミサを行うよう指示。後日司教団から集会祭

儀に関する指針が出される予定。集会祭儀を行う場合は、事前に担当司祭が大司教に相談。司祭数不足によ

りミサを行うことが困難である場合もあるのが現状。今後益々信徒の司祭サポート等の協力をお願いしたい。 

３ 議事内容 

―A審議事項― 

①2016年度決算 

 決算書（紙ベース）の承認 

 ・エキュメニカル活動、「市民クリスマス」費用振込み 3万円計上漏れあり。また、宣教育成費が昨年度から 

養成委員会活動費に計上された結果、実績はゼロとなっているが、セントポールへの支援は継続中。 

・2017年度予算執行 2月締め（4月度地区評議会で決算報告）。→2018年 2月 28日締め切りが承認された。 

今後の課題として、会計担当が毎年度交代することは引き継ぎが困難。その都度混乱をきたす結果となって

いる。対策として、ラップ形式(正副・2 年交代)で担当、会計専門事務局の設置、専任の職員を置く等の案

等が出たが、地区評議会規約改正が必要となるため、今後の検討を要する。また、エキュメニカル活動・一

粒会代表者の、交通費等の費用をどこまで支給できるかについても、今後運用細則の改正が必要となる。 

②2018年度予算 

・予算書提出期限：2017年 12月 10日（活動計画書と併せて、提出のこと） 

提出先：地区会計担当 三田教会（仲 孝之介議長）→審議・承認：2018年 1月度地区評議会にて 

 ・2018年度神戸地区ブロック活動費について、三田教会は中ブロックへ組み込まれることとなったが、三田教

会独自に例年通りの 3万円の予算が承認された。 

 

③教区国際協力の日 
・日時：10月 15日（日）11：00～16：30 ミサ・イベント  於 大阪カテドラル聖マリア大聖堂 

・神戸地区の役割分担なし。各小教区への協力要請もなし。大阪カテドラルでの主日ミサは教区行事ではない

ため、各小教区のミサ orカテドラルでのミサ・イベントへは自由参加とする。 

④神戸地区養成委員会研修会の実施及び地区養成チーム委員会メンバーの追加承認（氏家） 

 ・神戸地区養成委員会研修会「ユスト高山右近の霊性に学ぶ」（於：神戸中央教会） 

本年は「祈り」と「寄り添い」をテーマに 2回の研修会を開催決定。「宣教」については来年度に開催予定。 

第 1回 「祈りの人となろう」 2017年 11月 19日（日）13：00～16：00 導入指導 アルフレド神父 

第 2回 「寄り添う人となろう」2018年 2月 12日（月・祝）13：00～16：00   何れも神戸中央教会  

プログラム構成:オリエンテーション、指導（導入）、個人の祈り、黙想、グループ分かち合い、全体会。 

資格養成プログラムではないため、どなたでも自由参加。分かち合いグループ作成の都合上、事前申し込み

が望ましい。/第 2回については、2018年 1月度地区報議会でポスター等配布予定。 

・地区養成委員会メンバーに六甲教会高橋純雄氏（六甲学院教諭）が追加推薦され、承認される。 
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―B提案事項―  

①2018年度平和祈願ミサ・平和旬間行事 
・提案：各ブロック・小教区にて実施する。 

  検討の結果 2018年度も例年通り、合同プログラムを行う。会場は、神戸中央教会を予定。高橋地区長から、

バチカンの「日本から平和を大陸に発信・輸出して欲しい。」との意向もあるので、信者もそういった意識

を持つことが必要とのお話しがあった。 

②2018年度神戸地区大会（東ブロック担当） 

・日時：2018年 6月 10日（日）13：00～16：00  司式：前田大司教（他、高橋地区長及び神戸地区司教団） 

・会場として、たんば田園交響ホール（篠山市）が提案され、本地区評議会で承認された。三田教会を通じて

準備経費（会場予約代等）として、実行委員会に仮払い金 20 万円を支出。2017 年度予算に計上されていな

いため、繰越金からの支出とする。 /第 2回実行委員会 11月 5日（日）14:00～  神戸中央教会  

 

４ 委員会報告（前回「つながり」報告以降分） 

  ①養成委員会（氏家） 
 ・9/3 養成委員会開催（於：住吉教会）。・2017年度高山右近講演会「高山右近の生涯に学ぶ信仰者の生き方」 

 ・神戸地区養成委員会研修会「ユスト高山右近の霊性に学ぶ」  /地区養成委員会メンバー追加推薦・承認 

・ユスト高山右近列聖推進委員会 DVD（20分）1000円/枚ｘ11小教区分を地区養成委員会会計にて購入。各小

教区に配布済み。小教区内回覧可能。コピー不可。各小教区での上映会・学習会等に活用。 

・第 10回「代表者会議」11月 4日（土）13：00～ /次回養成委員会 12月 3日(日)14：00～神戸中央教会 

 

②社会活動委員会（岩佐） 

・平和旬間行事（8/6） 地区評議会からの協力要請により、全面的に協力。 

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

・シナピス移動学習会 テーマ検討中。次回定例回にて決定予定。 

 ・静修会 2018年 2月 24日（土）13：00 住吉教会 指導：申神父 テーマ：申神父に一任。 

 ・社会活動神戸センター＆須磨夜回り会（神父体調不良により活動は流動的。） ・炊き出し連絡会 11月 25

日（土）14：00 社会活動センター。/船員司牧活動 Sr.前田グループ 毎週金曜日、訪船（毎回 4～5隻）

各小教区でニット帽を編んでいただける方を募集。/次回第 3回定例会 11月 5日（日）14：00 住吉教会 

 

③広報委員会（北岡） 

・つながり 74号 8月 13日(日)発行済。/つながり 75号 12月 3日(日)発行（印刷 11/2、住吉教会 1500部）。 

・つながりの見直し、「面白く読んでもらえるようにするには」を今後の課題とする。前号よりフォント変更。 

 

５ その他 

①エキュメニカル（角田） 

・第 86回聖書セミナー： 10/5～26  毎週木曜 13：30～15：30/テーマ「ガラテヤ書と使徒パウロの神学」 

 講師 浅野淳先生（関西学院大学教授）受講料 500円/回 詳細はニューズレター84号参照。 

・マルティン・ルターによる宗教改革 500 周年展示会(11/21～25) 松浦信行神父講演会「もう一つの宗教改

革－若者と聖書－」11/24（金）13：30～15：00   /秋のふれあいバザー 11/18（土）11：00～14：00 

 

②ふっこうのかけ橋(栫井) 

・2017年度ふっこうのかけ橋プログラム無事終了/総勢 23名で、南相馬市原町教会からの参加実現。 

・住吉教会、北須磨教会、たかとり教会、垂水教会のサポート有難うございます。会計は 1月の地区評で報告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



   歌大好きな男性の皆さん！  

グレゴリオ聖歌があなたを待っています 
                             

 

 

 

 

 

 

カトリック鈴蘭台教会 長沼 北海 
 

冒頭のグレゴリオ聖歌は「平和を願って pro pace et justitia servanda」(mr n22)の 

入祭唱の楽譜です。 

皆さんおなじみの「五線譜」と違って見慣れない「四線譜」です。 

 

カトリック教会では 1962年～65年の第二バチカン公会議による典礼の刷新で、ミサ典礼の自 

国化と共に典礼音楽もラテン語によるグレゴリオ聖歌が日本の教会から消え去って半世紀以上に 

なります。 

しかし、カトリック教会は第二バチカン公会議でグレゴリオ聖歌と決別したわけではありません。 

公会議の典礼憲章 116章ではグレゴリオ聖歌をローマ典礼に固有の聖歌として認め、他の同等 

のものがある場合も、これは典礼行為において首位を占めるべきであると定めています。 

ヨーロッパ中南米各国の教会では、今もなおグレゴリオ聖歌が典礼をリードしています。 

 

平成 9年、私は現役生活をリタイアすると同時にラテン語とグレゴリオ聖歌に挑戦しました。 

ラテン語は神戸外大の聴講生として、グレゴリオ聖歌はカトリック加古川教会の帘（さかばやし） 

神父に指導をお願いして、平成 14年春「神戸グレゴリアン・チャントの会」を立ち上げました。 

会は同神父のご意向で中世の男子修道院をモデルに、会員は男性のみとしています。 

その後、帘神父は平成 18 年帰天され、現在の指導者は「日本グレゴリオ聖歌学会」の会員で垂水

教会で聖歌隊指導者をされている浜崎繁一さんです。 

 

グレゴリオ聖歌（グレゴリアン・チャント）の特徴は 

１．10世紀頃に開発された四線譜の「ネウマ譜」を使用し、楽譜はすべて単線律のため、合唱 

 でなく斉唱です。 

2．原則として無伴奏で歌い、混成では歌いません。 

3. グレゴリオ聖歌の目的は 

 ・私たちを教会の聖なる祭式にあずからせること 

 ・私たちの祈りを助け、私たちを聖化させること 

 ・私たちをキリストのもとに一致させること 

 

私たちの「神戸グレゴリアン・チャントの会」は創団当初からこれらの原則を遵守しながら教会

のミサ奉仕やコンサート活動を通してグレゴリオ聖歌の仲間の輪の拡大に努めています。 

これをお読みの歌好きの男性の皆さん、ぜひ一度第２・第 4月曜日の夕方（７時）に三宮の「パウ

ロ書店」を覗いてください。 お待ちしています！ 

６ 
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東ブロック連絡会議 議事録  2017年 9月 24日開催 

１．日 時：2017年 9月 24日（日）14：00～15：15、住吉教会 

２．出席者：アルフレド神父、エマニュエル神父、六甲・神戸中央・住吉信徒７名 

３．議 題： 

（１）9月 16日 川村信三神父 講演会（六甲教会聖堂）の振り返り      

台風１８号接近時、神戸地区から約 200名弱の出席者が聴講。 

歴史の中から殉教者を見ていく。長崎・五島の明治のキリシタン復活 

秘跡の記憶：コンクラリア（信徒組織）、バスチャンの預言（七代後に贖罪 

司祭が必ず来られる⇒四百年前の信仰に戻れる） 

秘跡（イエス・キリストの目に見えるしるし）。 

一方、金沢、生月・平戸（先祖の信仰）は明治のキリシタン復活無し。 

2018年度右近講演会（六甲）イエズス会管区長 レンソ・デ・ルカ神父講演。 

（２）2018年度神戸地区大会（2018年 6月 10日、前田万葉大司教司式内定） 

第１回実行委員会（8月 20日、神戸中央教会）（担当：東ブロック） 

役員選出：実行委員長 神戸中央 渡邉、副委員長 六甲 中西、西ブロック１名（次回担

当）、書記 住吉 氏家、典礼部会、イベント部会詳細は後日決定。 

会場はカテドラル（案）に教区事務局が難色を示し、神戸地区内で開催。 

検討：六甲学院（坂が厳しい）・海星（準備面に課題）・マリスト（人数分椅子運び必要）・

六甲・神戸中央・明石教会（650～700席確保困難）。 

提案：地区大会は日常でなく、神戸地区が一堂に会する非日常の経験の場であり、担当の 

東ブロックとして 2009年篠山地区大会を再び開催したい。（三田教会ヘ支援依頼後、

10月１日開催の神戸地区宣教司牧評議会で承認。たんば田園交響ホール（篠山市）仮

予約、地区評議会で会場費支出承認。） 

（次回）１1月 5日（日）14：00、神戸中央教会、テーマ検討ほか 

（３）情報交換 

①各小教区 “ユスト高山右近の霊性に倣う” 学びの取組み状況について 

六甲：2017-01-03月“右近と歩む祈りの旅 ８日間の黙想”実施。11/3-4小豆島巡礼。 

神戸中央：共同祈願で右近の祈り。10/29地区会で DVD上映。 

住吉：「右近のいつくしみに倣う」手引を小教区評議会で毎回学習。9/17聖堂 DVD上映。 

②各教会 秋の行事等：バザー 10/8神戸中央、11/12六甲・住吉・北須磨 

六甲：10/14 10：30 秋の黙想会（梶山義夫神父）、10/29 14：00祈りと音楽の夕べ 

神戸中央：11/23バス旅行（倉敷） 

住吉：10/22第 26回セニョール・デ・ロス・ミラグロス 

③12/24待降節第四主日、主の降誕（夜半）のミサ、12/25日中ミサ、12/31聖家族 

次回 東ブロック会：2018年 2月 25日 14：00、神戸中央教会 
*********************************************************************************************************    

≪住𠮷教会だより≫       セニョール・デ・ロス・ミラグロス  奇跡の主  

 

10月 22日(日)10時から ラモス神父（オプスデー）・傘木神父・ペンケレシ神父司式でセ・ニョ

ール・デ・ロス・ミラグロスのミサ（スペイン語、日本語）が行われました。 

住吉教会でこの日を一緒に祝いだして 26年目になります。祝別された美しい花々で飾られた神

輿を担ぎ、哀愁を帯びた音楽と共に教会内を 1周するはずの行列は、朝からの大型台風 21号の降

り頻る雨により、出会いの広場のみとなりました。ペルー料理やデザ

ートでの昼食の後、フィエスタが行われ、急遽陳列のミニミニバザー

での買い物、美しい民族衣装での舞踏や音楽、ピエロさんの出没、ゲ

ーム等も有り、 お国ムード溢れる集いで楽しい一時を過ごしました。

悪天候の下、各地から集われた方々の篤い信仰心を想います。祖国を

離れ、日本で暮らす皆さまの上に、神の限りない愛が豊かに注がれま

すように。    （住吉教会 HPニュース欄に記事、動画あり） 

■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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ユスト高山右近の足跡をたずねて 

～第３回巡礼「小豆島」～ 

                               

橘 道子（六甲教会） 

 高山右近の足跡をたどる巡礼の旅は 11 月 3 日（金）～4 日（土）の二日間、

アルフレド神父と六甲教会他の小教区の方々と共に小豆島を訪れました。小豆 

島は、豊臣秀吉による伴天連追放令の発布後、秀吉から棄教を迫られた高山右 

近と都における布教を担っていたイエズス会宣教師オルガンティーノが当地の 

領主であった小西行長の尽力により潜伏していた地です。 

 オルガンティーノ神父が潜伏していた肥土山地区と、そこからさらに数キロ

奥へ入った所に位置する、右近が隠れ住んでいたとされる中山地区を訪れまし  

（小豆島教会の右近像）   た。特に右近潜伏の地は、車が行き交うのがやっとの細い道を山奥へと進み、

交通手段が発達した今でも不便さを感じる山間でした。400 年前の当時、彼の

地へ辿り着くにはかなりの難所だったであろうことは想像に難くありませんで

した。巡礼中のミサでアルフレド神父は「小豆島での高山右近は、これから先

の身の上、それ以上に家族や家臣の行く末など悩みの尽きない日々ではあった

が、潜伏していた 10ヶ月間、山深い場所での生活の不自由さの中で本当の意味

の『祈り』があった、そんな日々であっ

たと思います」と話され、参加者は各々

に、悩み苦しみの時こそ 深く静かに神の   

（「高山右近潜伏の地」碑）   声を聞こうとした右近の祈りの日々を思

い巡らす旅となりました。 

 訪問した小豆島教会では現地の信徒の方々と一緒にミサに与

りました。「ガリラヤの風薫る丘で」小豆島バージョンを独唱し

てくださった心温まる歓迎も忘れることができません。                        

                                  (右近潜伏の中山地区風景) 

 

 

三田教会の活動より 

1．11月 12日（日）、七五三のお祝いミサ中で 2人の子どもが祝福を受けました。 

2．2018 年度教会年間テーマを「祈りと交わり」に決め、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た。また、年間行事計画（予定）の検討にも入った。 

3．聖堂耐震補強工事の基本プラン作成に向けて教区・設計事務所との打ち合わせに入った。 

4．12月 10日（日）、清川泰司神父さまの指導で待降節の黙想会を行います。ミサ後、「救いを生き

るとは？」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す。 

  

 12月 17日(日)  11時～ 教会学校クリスマス会 

  1月  1日(月)  11時～ 新年ミサ 

  1月 14日(日)   ミサ中「成人の祝福」(予定)ミサ後、成人のお祝いと新年のあいさつ会 



９ 

２０１７年１０月度神戸中ブロック 3 教会協議会議事録 
日時：10 月 8 日(日)14：00～15:40 

場所：鈴蘭台教会 

出席者：大久保神父様 中島・脇田(兵) 濱崎・ 

金田(鈴) トゥン・橋本（たか） 

【報告事項】 

① 教区国際協力の日（10 月 15 日）について 

・於：大阪カテドラル聖マリア大聖堂・神戸地

区の役割分担はなし・小教区のミサは通常通り 

② 2018 年神戸地区大会について    

・6 月 10 日（日）13：00～16：00 

・当日の小教区のミサはなし。 

・運営は神戸中央教会議長、副議長が務める 

③ 10 月 1 日の神戸地区宣教司牧評議会で前田大

司教様の話として、高橋神父様から極力集会祭

儀は避けるようにとの話があった。 

【協議事項】 

① 9 月 24 日神戸中ブロック 3 教会合同ミサ・イ

ベントについて 

・総括：好天に恵まれ、野外ミサが開催でき開放

的な雰囲気で大変良かった。 

・改善点：3 教会が一緒に踊るなどあったら。 

・次回企画：2018 年 9 月開催が妥当。 

三田教会にも開催概要が決定時、声かけ。 

・会計報告：イベント収益 40228 円は当初予定

通り鈴蘭台教会バス代の補助金とした。 

② 合同堅信式について    

・実施は 2019 年度となる。準備の勉強は 2018

年から始める。勉強は 5 年生以上から始め、堅

信は 6 年生以上が対象。 

  ・勉強会のリーダーは各教会から 2 名選出。 

   ・三田教会については別途相談する。 

③ 10 月以降の各教会の行事予定について 

・会計監査：10 月 15 日に実施。鈴蘭台と三

田、兵庫とたかとりが相互監査。 

  ・バザー：兵庫は 10 月 22 日、鈴蘭台は 10

月 29 日に実施。 

  ・黙想会：3 教会とも 12月 3 日に実施。 

【その他】 

  ・中ブロック会計についてー会計の報告は年 1

回大久保神父様宛に行う。   

・ユスト高山右近の DVD 各教会で有効に利用。 

【大久保神父様より】 

 最近、気になることは物事を決定した後にいろい

ろ反対意見が出る。評議会での話の進め方を見直す

事も必要。（議題等）提起→議論→決定のプロセス

において改善点がある。 

① 決定を急ぎ過ぎていないか。プロセスの議論の前

における情報収集が不足していないか。 

例えば、議題案の提起が出されたら、教会内のグル

ープ、チーム、各委員会等で意見を集約した上で、

議論に入るようにしたら…。また提起された事項に

直接影響を受ける人にも予め意見を聞く。このよう

なプロセスで進めると時間がかかるが、皆さんの意

見を聞きながら進める方が却って後々物事がうま

く運ぶことに繋がると思う。 

次回は 11 月 19 日（日）兵庫教会 14：00～ 

 

「ベトナム人青年のための日本語教室」 

 ここ最近、私たち兵庫教会にも多くのベトナム人

青年たちがミサに訪れるようになりました。 

今年 7 月にブレーズ神父様から、新しくどんどん

増えていく若いベトナム人青年との交流を深める

一環として「日本語教室」を開きましょうとの提案

がありました。 

早速、皆様やベトナム人青年に声掛けをしたとこ

ろ、たちまち日本語ボランティアと通訳サポートス

タッフとして約 10 名、学習希望者として約 16 名

もの人たちが手を挙げ参加を表明してくれました。 

経験者もあまりおらず、全くの手さぐり状態から

のスタートでしたが、8 月初旬にはボランティアさ

んとサポートスタッフで今後の指導方針やテーマ

・教材等を話し合いました。 

指導方針などと大げさな文言ですがまずはベト

ナム青年たちの日本語に対するニーズに寄り添っ

て彼らの日本語習得にほんの少し役だてれば…年

齢差を超えて交流できればいいなあくらいの気負

わないスタンスでやって行きましょうということ

になりました。 

8 月第 2 週目から毎週主日ミサ後約 1 時間マン

ツーマンスタイルで、和気藹々というか私たちの方

は本当に手さぐり状態ですが仲良く勉強していま

す。兵庫教会以外の教会からも数名の日本語ボラン

ティアさんが来られてお手伝いしていただき感謝

でいっぱいです。 

日本人からは日本語を見直す機会が得られたと

のお声もいただきますが、果たして彼らの役に立っ

ているのかちょっぴり不安な毎回の教室運営です

が、今後ともゆるゆると続けてまいります。 

ベトナム人青年達、とってもチャーミングでフレ

ッシュですよ！！！ 

兵庫教会 蔡 優子
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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 

◆KHB[キリスト教の世界]セミナー     
テーマ 「今に生きる聖書のみ言葉」 

12 月 5日（火） 講演：「聖書を⃣絵本から見る」 

講師：松浦 信行 神父 

※毎月第 1 火曜 14:00～15：30 開催。 

受講料：1 講座に付 600 円(会員 500 円) 

                                

◆クリスマスランチョン 
  クリスマスを共に祝い、礼拝とランチやゲームの一時を 

    ご一緒しませんか。 

      日時：12月 9 日（土） 11：00～14：00 

 

◆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 ： 毎月第 3 火曜日 14：00 ～   
 

◆キリスト教一致祈祷会 
   日時：2018 年 1 月 20 日(土) 14：00～16：00 

    会場：日本基督教団岡本教会 

    司式：赤川 祥夫 牧師 (日本基督教団岡本教会) 

     説教：中村 豊 主教(日本聖公会) 

     ※詳細は各教会へ資料が配布されます。 

※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。また、チャペルや談話室は様々な集会にご利用いただけます。開館は１１時～ 

１７時です。但し、土・日・祝祭日は原則休刊です。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。 

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）  ホームページ http://ｋｂｈ－ｂｉｂｌｅ．ｊｐ 

 

【編集後記】 今年も早やクリスマスがやってき

ました。クリスマスに受洗をされる方も多いことと

思います。私たちの洲本教会では幼児洗礼 2名を含

む 10 人が洗礼の恵みを受けます。洗礼を受けるこ

との最大の喜びは、神様から救いの手を伸べられ、

それを握り返し、永遠に生きるとされたことだと思

います。クリスマスに受洗される方、洗礼のお恵み

おめでとうございます。          (F.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 12月 3日    

号 数 75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 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。ご参照下さい。 

■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。 

 

■阪神大震災 23 年 追悼音楽ミサ 

「G.フォーレ  レクイエム」 
日時：2018年 1月 14 日(日)14：30 ミサ (会場 14：00)      

司式：池長 潤大司教 

会場：カトリック神戸中央教会 

指揮：延原 武春 氏(日本テレマン協会 CEO) 

歌と演奏：テレマン室内合唱団、 

テレマン室内オーケストラ 

入場料 無料。但し、出口献金があります。 

■結婚セミナー   於：カトリック六甲教会 

 2018年                                             

2/3・10・17・24、3/3・10・17・24、 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     

12 月 23 日（祝/土）14：00 開演 13：30 開場 

場所：カトリック六甲教会主聖堂 

出演：カトリック六甲教会聖歌隊/独唱：高山・谷崎・橋岡 

ヴァイオリン：大津・折川・榎   フルート：森脇 

オルガン：三浦・清水・松井 ほか 

♪主の降誕を、クリスマスの名曲とキャロルでお祝いしましょう!!  

※詳細は各教会配布のチラシをご覧下さい。 

（次回、2018 年 2 月 18 日(日) 14：00～お楽しみに！） 

～ 

■市民クリスマス  12月 15 日(金) 

     みんなで祝おうクリスマス 
⒈キャロリング 17：30～18 ：30(北のコース?元町コース) 

⒉子供プログラム 17：30～19：15 退室、随時可) 

⒊ほっとタイム   18：00～19：15 

⒋祈りと祝福のとき 19：30～20：30       

⒌青年のつどい   20：30～21：30 

  メイン会場・日本基督教団 神戸栄光教会 

 

http://kbh-bible.jp/
http://catholic-kobe.org/
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教会名 
クリスマス 聖家族 2018 年 元旦 

神の母聖マリアミサ 
24日主日＆夜半のミサ 25 日 主の降誕ミサ 31日(主日) 

明石 
 

19：00 
9：30 19：30 ― 

洲本 
10：00 

19：00 ミサ後Ｘmas party 
10：00   10：00 10：00 

垂水 
8：45  20：00 

19：30歌と祈りの集い   
10：00  14：00 子供ミサ 
子供ミサ後教会学校クリスマス 

 10：00 

北須磨 
10：30 

19：00 
10：30 10：30 10：30 

鈴蘭台 
9：30 

19：00 
9：30 9：30 10：30 

たかとり 
9：00 

19：00 
10：00 

30 日 19：00 

（ベトナム語ミサ 

23：30  年越しミサ 
10：00 

兵庫 
11：00 

19：00 
9：00 9：00 10：00 

三田 
9：30 

19：00 
9：30 9：30 11：00 

神戸中央 
9：30 日本語 11：15 英語 
19：00 バイリンガル 

10：00 バイリンガル 
9：30 日本語

11：15 英語 

0：00  日本語  

10：00 バイリンガル 

住吉 
9：30 

19：00 
9：30 9：30 11：00 

六甲 
７：30  10：00 

17：00  19：00 21：00 
7：00 10：00 

７：30  10：00 

23：00 カウントダウン 
8：30 11：00 

芦屋 19：00 10：00 主日ミサ 10：00 

夙川 
17：00 19：00 

20：30 22：00 
10：00 

7:00  8:30 

10:00  

0：00  9：00  

11：00 

仁川 18：00 21：00   10：00  
23：30 

ロザリオの祈り 
0：00  10・00 


