
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 2月 76号 

 

復 活 祭 に 祈 る こ と 

 

カトリック三田教会 主任司祭 中川 明  

 

親しかった人たちが、もう、たくさん亡くなり、いつの頃から

か、私の周りから消えた人たちを、「どこに行ってしまったのだろ

う」と寂しく想うようになりました。 

復活は死者の蘇生ではありません。死体がゾンビのように墓場

でムクムクと生き返ることではないのです。そうでなく、聖書は、

親しい人との親しさが、その人が死んでも在ったと述べます。 

イエスの遺体が消えたので、マグダラのマリアは泣いていまし

た。その時です。「イエスが、「マリア」と言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語で、

「ラボニ」と言った。「先生」という意味である」（ヨハネ 20:16）。有名な箇所ですが、ここ

で、マグダラのマリアは気味の悪いゾンビのようなイエスと出会ったのではありませんでし

た。彼女は「マリア」と呼びかけられ、瞬時にイエスだと分かり、とても嬉しかったのです。

親しい人、例えば母からの呼びかけは、瞬時にそれを母と分からせ、心を暖かくします。そ

れは、母の声の特徴を知っているからだけでなく、母との関りが紡いだ親しさが呼びかけに

込められており、心を暖めるのです。マリアの場合も同じで、すぐにイエスと分かったので

す。それは、マリアとイエスとが育んだ親しさが、イエスが死んだ後にもあったとの体験で

した。 

「わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」(出 3:6)と神が述べる場面があり

ます。アブラハムは過去の人だから「アブラハムの神だった
● ● ●

」との表現の方が自然ですが、

そう言わないのは、「今も「アブラハムの神」であり続けている」からで、アブラハムと神と

の関りは「神の誠実さのゆえにいつまでも、たとえ死の後も続く」（『主日の聖書解説〈C年〉』

雨宮慧、教友社、2009年、p.346）と言われます。人は、親しさを永遠に生きると説明され

るのです。 

親しかった人々がたくさん消えました。でも、その方たちとの親しさは永遠だと言います。

マグダラのマリアと共に、この親しさを楽しみたいと祈るのです。 
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楽 し み の 四 旬 節 を 過 ご す 

              

 

エマニュエル・ポポン 神父 

 

最近、四旬節の意味が少し分かるようになったと思いたい。高校

生時代まで霊的のことに興味がなくて、私にとって四旬節は学校で

募金をする時期でしかなかったのです。成長して霊的生活に興味を

もつようになった時、神に何かを捧げる時期だと思うようになりま

した。捧げ物として、自分が一番楽しんでいる物を捧げることが立

派だと理解していました。その思いにしたがって、今まで楽しんで

いたもの、特にゲーム、すべて世俗からの邪魔と思って、楽しいこ

とを全部疑い始めました。つまり四旬節は立派になる時期だと思っ

ていました。 

しかし、神のために楽しいことを抑えると言いつつ、その結果、

神の国を楽しくない世界にしていました。大間違いでした。なぜならどんなことでも、ある程度楽

しみがなければ健全な状態で長く続けることができません。自分の楽しみを犠牲にすることは間違

っていないと思います。仕事場、家族で犠牲はよく行われます。偉いと思います。間違いは神を自

分の楽しみの敵にすることだと思います。そうすると神の心を捕まえられなくなります。 

聖書とイエスの教えによると神は犠牲ではなく、私たちの信頼と友情を求めます。神は私たちの

真の楽しみを望み、それに導いてくださいます。イエスが教えた神の道は楽しみへの道です。それ

を悟ると四旬節は、ただ単に楽しみを捧げるより、神が与えたい真の楽しみを見出す時として考え

た方が正しいと思います。神は楽しみの敵ではなく、真の楽しみの源です。 

四旬節は信仰を新たにする時期だと思います。何を本当に望んでいますか？どんな時に平和を覚

えますか？今楽しんでいることは本当に楽しい？ 

たとえば、私はインターネットやゲームを楽しみながら、それらに縛られていると感じています。

私の心が望む楽しみではないのです。私の心が望む楽しみの道はどこにあるのでしょう？ 

❝ 四旬節の今こそ、軽やかで楽しい神への道を探しましょう❞ 

 私にとってイエスは真の楽しみへの道です。この世で考える、すぐ消える楽しみではなく、むし

ろ苦しみと悩みを乗り越えられる、神の楽しみへの道なのですから。 

                             

 

◆◆ 典礼 聖週間 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

❖３月 25日(日) 枝の主日 ❖3月 30日（金）聖金曜日(主の受難/大斎・小斎） 

❖3月 28日(水) 聖香油ミサ 11時 
大阪カテドラル 

❖3月 31日（土）聖土曜日/復活徹夜祭 

❖3月 29日(木) 聖木曜日（主の晩餐） ❖4月 1日（日）復活の主日 
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ふくしま通信 －第 1５号－ 

震災後の福島から感じること     

             福島市在住 F.Y. 

 

 震災から 6 年が経ちます。私の一番下の子供

は震災の年に生まれました。娘の誕生日がくる

たびに、「あ～、あれから６年か・・・。」と震

災のことを思い出します。震災直後に、妊娠が

分かり、情報が錯綜する中、「避難した方がいい、

放射線は身体によくない・・・。」そんな言葉に

後押しされながら、私たちは実家がある秋田に

避難することになりました。秋田は放射線や震

災とは全く無縁の世界。多くの被災者たちを本

当に温かく迎え入れて下さいました。放射線と

いうストレスから離れることができた安心した

生活。一方で、仕事がある主人やたくさんの友

達を福島に残してきた罪悪感。福島ではみんな

が頑張っているのに、私たちだけが不自由のな

い生活をしている。秋田の生活ではたくさんの

支援をいただきながら、真の幸せを感じること

はありませんでした。そして、どこに行っても、

福島から来たことで、大事にしていただき、優

しい言葉をかけていただきながらも、私たちの

居場所を見つけることはできませんでした。 

 

 無事に娘を出産し、福島に戻ってくることが

出来たときの喜びは、放射線の影響がどうあれ、

家族が一緒に暮らせることが一番と感じた瞬間

でした。子供たちも秋田に一時滞在していたと

きは、福島から来たことで、よく声を掛けられ、

注目を浴び、何だかいつも困った顔をしていま

した。震災後の福島では、確かに、外遊びが制 

     限されたり、マスクをつけさせられたり、それ  

   までとは違うこと 

    がたくさんありま 

     した。けれども、 

                  2018.2.25 

        ふっこうのかけ橋実行委員会 

 

ふっこうの架け橋を通して、神戸に招待してい

ただいた子供たち。神戸の方々にとって、福島 

の子供たちはどのように見えたでしょうか？決

してストレスを抱えこんだ、悲観的な子供たち

ではなかったと思います。大人の私から見ると、

手を差し伸べて下さった温かな支援を心より感

謝し、楽しんでいたよ

うに見えました。与え

て下さるものを素直

に受け取り、それを心

の糧として、生きてい

く。その子供たちの姿

勢は私たち大人が学ばなければいけないことだ

と感じました。子供たちは与えられた環境の中

で、いつも喜びを探しています。それは神様が

望んでいることです。何て子供たちは素晴らし

いのでしょう。 

 

今の福島の子供たちは、毎日の生活に一生懸命

です。震災のこと、放射線のことを思い出すこ

とはほとんどなくなりました。きっと子供たち

は前だけを向いて生きているのでしょう。福島

市の学校にも震災後

はたくさんの避難し

てきた子供たちが転

校してきました。あれ

からもうすぐ７年。そ

れぞれの子供たちは

自分たちの居場所を見つけることができたでし

ょうか。子供たち、そして大人がどんな環境に

あっても、それを受け入れ、希望を持って生き

ることを願うばかりです。どうか神様のお導き

がありますように！ 

こども達にとって              

の大きなストレスは生活の不自由さよりも、周 

りの大人たちの放射線に対する敏感な反応の

方が大きかったように思えます。 

 

＊今回は 2017年度“ふっこう”プログラムに 

参加されたお母さんからの原稿を掲載致しました。 

また、2018年度“ふっこう”の実行委員会も始動

し、神戸地区の合同キャンプを予定しています。 
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  寄り添う人となろう 

  エマニュエル・ポポン 神父 

厳しい時代に生きた高

山右近は人生を変える福

音の勢いに動かされまし

た。そして生涯を通して

その新しい勢いをこの世

の中で実現しました。 

今の時代に生きる私たちも、右近、そして

当時のキリシタンたちと同じように、自分と

社会を動かす福音の勢いを見いだすことがで

きますか？福音に慣れすぎていないでしょう

か？ 

福音から倣って、右近が実践した爽やか

な行動のなかに、「寄る」ことが目立ちます。 

近寄る、寄り添う。右近の「寄り添い」は

自分と同じ身分、或いは世間が寄ってきても

いいと決めている者に限りませんでした。 

そこに福音の勢いが現れます。右近は福

音に倣い身分の下の人、関係のない人に近寄

って、隣人になって、そういう人を家族のよ

うに扱い、世話をしたと伝えられています。

そういう行動は福音に基づいていたことは確

かです。 

今まで縁のない人なのに、その人に関心

を持って、必要な限り世話をすること。それ

はイエスが常に教えたことです。福音の道を

歩む人は、誰にでも寄り添える人になります。 

どうすれば、福音に基づいた「寄り添う

人」になれるでしょうか？ 

「寄り添う」を考えると、善きサマリア人

のたとえを思い出します。 

善きサマリア人のたとえはよく知られ、数

えきれないほど解説されたこともあります。

人の生き方に影響ある言葉だからだと言える

でしょう。 

そのたとえの由来はルカによる福音書にあ

ります。イエスが律法の専門家と会話をする

中で「隣人を自分のように愛しなさい」とい

う言葉の「隣人」について質問があって、イ

エスは答えとしてたとえを話します。 

 ルカ１０章２５節～３７節  「善きサマ

リア人のたとえ話」 

たとえを読んで三つのことを考えました。 

まず、「寄り添いの人」は勝手に人に寄り

添うことではありません。苦しみがきっかけ

で、人の自由を忘れません。「寄り添い」は

倒れた、傷ついた人に応じて動きます。人の

苦しみをほっておくことができません。その

面で「寄り添い」とは人の癒し、回復を目的

とします。しかし「寄り添い」は一緒に歩く

ことを求めず、人が自分の道を歩けることを

目指します。寄り添いの人は、人の自由を奪

いません。必要に応じて支えるだけです。寄

り添いの人はできるだけ自分を必要としませ

ん。必要な限りだけ癒しをもたらします。必

要になった場合、苦しむ相手の癒しのために

必要なだけ全力を尽くします。相手の癒しの

ために務めます。しかし相手を自分のものに

しません。寄り添う人は人に仕えるものです。

例えば、右近は助ける相手を信者にするため

に世話をしたのではありませんでした。また

自分の助けたい気持をも後にします。 

そして「寄り添いの人」は「今」と「こ

こ」の中で考えます。「今」と「ここ」に必

要に応じて行動します。世間に縛られません。

「見て憐れに思い」動きます。身分などを考

えません。福音の革命的な勢いとはその「憐

れに思う」ことにあります。右近の時代に生

きた人はそれに動かされたに違いません。 

最後に、「寄り添いの人」は相手をもう一

人の自分として見ます。苦しみを自分の苦し

みにし、喜びを自分の喜びにします。相手の

自由を自分の自由のように守りながら、相手

の幸福を望みます。右近が示した「寄り添い

の人」の姿です。人の苦しみに応じて、その

場その時、自分ができる限り相手の幸福を目

指して行動しました。でも、権力や報いを求

めないことにしました。それがイエスの道に

沿った「寄り添いの人になる」と思っていい

でしょう。 
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2018年 1月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：1月 7日（日） 14：00～16：15    於：六甲教会 

大久保神父（高橋地区長代理）、各小教区代表、各専門委員会代表、その他関係者 

２ 大久保神父から地区評議会へのメッセージ及び教区宣教司牧評議会報告 

①神戸地区評議会へのメッセージ 

・「共同宣教司牧」の表記を「きょうどう宣教司牧」と改め、司祭・修道者・信徒それぞれの役割を明確にし、

互いに連携し支え合っていく。大阪セミナリオ（神学校）構想は、建物ではなく、システムとしての司祭・

修道者育成機関を指し、「教区民すべてが福音宣教者」という目標のもと、家庭・小教区・教区全体で、召

命促進を図る。(時報 1月号、前田大司教「2018 年新再宣教メッセージ」参照) 

②教区宣教司牧評議会報告 

・2月 3日(土)「右近 列福 1周年記念ミサ」 於：大阪カテドラル(2019 年以降教区行事は行わず、各地区で 

共同祈願の際に唱える等とする)。/ 11月合同慰霊祭は合同追悼祭と改名し、教区行事ではなく該当地区 

の地区行事とする。/国際協力デーを、例年の 10 月第 3日曜日から 9月の「世界難民移住移動者の日」に 

変更したい(2019 年より)。/ 平和旬間は例年通り 8/6～15実施。教区行事ではなく、各地区行事として行う。 

３ 議事内容 

―A 審議事項― 

①2017年度決算（会計担当三田教会）→3月以降金銭の出入れがないようであれば、2月中に一旦締めて、 

年度内に仮払金の精算を行いたい。4月地区評議会において最終決算報告予定。 

②2018年度予算（会計担当三田教会）→2018 年度予算案・活動計画案の承認。 一部予算案提出はなかったが、

前年並みの処理となっている。繰越金として 140 万円あり、約 1年分のストックがある。/ 養成委員会の 

活動費前年度比 6万円減は、セントポール集会室閉鎖により、講座支援が不要となったため。/ 特別支出と 

して、神戸地区大会予算 35 万円計上。なお、2017年度予算から会場費用等として 20万円の仮払いあり。 

―B提案事項― 

①地区会計の担当について、会計担当交代は引継ぎが非常に困難である。その改善策として、正副担当制(2

年 2 教会で担当)案、大きな小教区に一任する案を検討。それぞれ問題点があり、2018 年度は、ローテーシ

ョン通りたかとり教会が会計担当。今年度担当の三田教会がサポートする。 

②神戸地区大会（6月 10 日）進捗状況。2017年 11月 5日 、第 2回大会実行委員会 、於 神戸中央教会 

→テーマ募集:第 3回実行委員会（1 月 21日）に、各ブロック・小教区が案を持ち寄り、最終決定する。 

  / 典礼部会、イベント部会のメンバー決定。全体会のポスター・プログラム作成。つながりに記事掲載。 

うーこん殿招聘の可否（要費用）。手話通訳、要約筆記者の手配。当日の前田大司教送迎体制等。 

  / 全体予算 448,000 円（20 万円は前年度予算からの特別支出分。会場費として 6万円支払済み。 

その他、洲本教会実行委員交通費、洲本教会バス代支援費用等。(実行委員会予定 当日まで毎月開催予定。) 

③第 2回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」（全 2回の第 2回） 

2018年 2 月 12日（月・祝）13～16 時 神戸中央教会。 テーマ「寄り添う人となろう」 

導入司祭、エマニュエル神父→ オリエンテーション、指導（導入）、グループ分かち合い、全体会 

④セントポール集会室閉鎖に伴う対応 

女子パウロ会神戸修道院及び園田修道院の統合(2018 年 2月 1 日)に伴い、セントポール集会室は閉鎖。 

大切な宣教拠点であり教区再宣教テーマもふまえ、今後の支援の可能性について、養成委員会が中心となっ

て、新修道院長と話し合う。地区評議会から代表を出す必要も考えられ、その都度地区評議会で検討。 
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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）： 12月 3日(日)14:00～ 定例委員会 神戸中央教会 指導司祭：アルフレド神父 

2018年度予算案及び年間活動計画案を修正・承認。予算 306,000円。前年度比 6万円減はセントポール関連。

/ 今年度集会祭儀司式者・聖体授与を伴う病者訪問奉仕者リフレッシュコース開催 9月頃より、80名対象予

定。/ 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」（全 2回） 

第 1回テーマ「祈りの人となろう」11月 19日 13：00～ 神戸中央教会 64 名参加。分かち合いが好評。 

第 2回については、提案事項③参照。 

②社会活動委員会（岩佐）： 11 月 5日(日)14:00～ 第 3回定例会 住吉教会 

クリスマスチャリティコンサート 12月 2日 13：00～ 神戸中央教会 前年度より参加者増。支援献金総

額 164,540円（内訳：社会活動神戸センター82,270円、須磨夜回り会 82,270円）/ シナピス移動学習会  

1月 27日 14:00～ たかとり教会「平和をつないでゆくために」～憲法 9 条と日本のゆくえを考える～ 

講師：西 晃（大阪弁護士会・憲法問題特別委員会会長）/ 静修会 2 月 24 日 13:00～ 住吉教会 「現

代社会と教会生活 私の召命物語からパート２」申繁時神父 / 社会活動神戸センター＆須磨夜回り会担当

責任者 Br.岡より、2018年 3月末で須磨夜回り会への支援活動終了の報告。 / 船員司牧活動 Sr.前田グルー

プ（毎金曜、4～5隻訪船）支援内容：ニット帽、アメニティグッズ。 

③広報委員会（北岡）  

つながり 75号 12月 3日(日)発行済。つながり 76号 2月 25日(日)発行（1500部）予定。 

④青年委員会（広部） 

9 月 9 日 16 時神戸地区青少年 BBQ 大会、神戸中央教会。大阪教区へも呼びかけ、超教派の青年も含め、約

50名参加。/12月 15 日神戸市民クリスマス、神戸栄光教会。プログラム終了後、恒例の青年の集いを行い、

約 35 名参加。市民クリスマスには地区評議会から 3 万円の支援をしており、当日司祭には出席して頂くの

が望ましい。/1月 21 日 超教派新年鍋会。神戸栄光教会 /1月 21日 次回定例会。神戸中央教会 

５ その他 

①エキュメニカル（角田） 

第 87回聖書セミナー・1月 25日～2月 15日・毎週木曜・13：30～15：30。 講師：神田健次先生（関西学

院大学学院誌編纂室顧問・ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ神戸ﾊﾞｲﾌﾞﾙ･ﾊｳｽ理事） テーマ：「ミナト神戸のキリスト教の展開と

聖書」エキュメニカルな視座から。/ KBH「キリスト教の世界」セミナー・「今日に生きる聖書の言葉」・毎

月第一火曜日・14：00～15：30。 2 月 6日「絆」垂水福音教会 松下勝彦牧師。 / キリスト教一致祈祷会・

1月 20日・14：00・日本基督教団 岡本教会 

②一粒会（山口）: 10 月 21日(土) 一粒会委員会 司教館 

新委員の自己紹介と任命書授与。3 月に 2 名の助祭が叙階予定。これに伴い神学生は 0 名となる。神学生候

補は 2名。司祭輩出の困難さを信徒に説明し、各地区で司祭召命の祈りをささげて頂きたい。/ 第 10期 

(2017/11/1～2019/10/31）委員長・書記の選出で 山口氏（神戸地区一粒会）が委員長に選出された。 

2017年度中間決算報告の承認。/ 一粒会献金袋 まだ申し込みのない小教区で必要なところは、申し出てく

ださい。/ 2017 年度仁豊野ヴィラ援助金補正予算が承認された。 

③ふっこうのかけ橋 

2017年度収支決算 次年度へ 108万円の繰越金あり。/ 震災から時が経ち、当初のつながりは薄まりつつあ

るが、新たな参加者もあり継続を決定。実施については、毎年その都度検討を行う。2018年度は開催の方向。

/ 1月 14 日・第一回実行委員会 神戸地区合同キャンプをよびかける予定。 
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≪お知らせ≫ 

 

 

 

             片柳神父講演会 
 

 

                

 こころの深呼吸   

気づきと癒しのことば 

 

                   2018 年 4 月 14 日（土）14 時～ 

                 カトリック神戸中央教会 主聖堂 

                      問合せ先：078-271-3248（ｶﾄﾘｯｸ社会活動神戸センター） 

            

               

インターネットで配信されている片柳神父のブログ「道の途中

で」。美しい瞬間をとらえた写真に添えられたメッセージの数々

が 1冊の小さな本になりました。珠玉のメッセージは、読む人の

心を癒やし、はげまし、縮こまった心を解放してくれます。 

（注） 上記は神戸地区大会実行委員会によるものですが、神戸地区宣教司牧評議会の評議結果により、スローガンに変更がある場合は

ご了承のほどお願いいたします。 

2018年6 月10 日（日）13時開会予定 

今回の会場は、ココ→→→。 

「たんば田園交響ホール」です。 

篠山城跡そばにある、風光豊かな場所に 

あるホールで、今回が 2回目となります。 

神戸地区大会を開きます！ 
 

150

い こ う

リスタート！新再宣教！ 

つなげよう！ 絆
きずな

と恵み 

ふれ愛・交わり・集いの場 

大 会 

テーマ 
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三田教会の活動より 

1． 1 月 14 日（日）、ミサ中に、新成人３人が祝福を受けました。ミサ後、新成人を囲んでお祝い

会と新年あいさつ会を行いました。 

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

いて話し合い決定した。また、2018年小教区年間行事予定を決めました。 

3．聖堂耐震補強・改修工事基本設計の工事内容について、信徒からの意見を集約し評議会で話し

合いを行い計画を進めています。 

  

 3月 2日（金） 10：30 世界祈祷日「祈祷会」（場所：日本基督教団篠山教会） 

    ４日（日） ９：30 四旬節黙想会（指導司祭：ブレーズ神父） 

17日（土） 14：00 青少年黙想会（指導司祭：ブラッドリー神父） 

25日（日）  9：30 受難（枝）主日のミサ 

   29日（木） 19：00 聖木曜日 主の晩さんの夕べのミサ 

   30日（金） 19：00 聖金曜日 主の受難の祭儀 

   31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 

 4月 1日（日） 9：30 復活の主日のミサ ミサ後、お祝いパーティー 

 

 

 

 

 

韓国語講座 

開講しました 
 

―カトリック鈴蘭台教会―  

 

昨年 4月に大阪の玉造教会から崔さん，朴さんご夫妻が転入して来られ 

ご主人の崔さんは、玉造教会で数年間韓国語講座を開催された経験を活かし、当教会でもこの度、

韓国語講座を開かれることになりました。 

 第 1 回目が 1 月 28 日（日）、教会隣接の区民センターでスタートし、15 歳から 85歳まで、幅広

い年齢層の方達 14名が参加しました。 

信者、未信者を問わず、韓国語に興味のある方の参加を歓迎致します。 

なお、カンパによる参加費（500円）は社会活動委員会を通じて途上国のこども奨学金として寄 

付する事としています。  

神に感謝  ジュ二ムケカムサ！  

 （萬崎抗三 / 鈴蘭台教会 ） 
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２０１８年１月度神戸中ブロック 3 教会協議会議事録 
日時：1 月 21 日(日)14：00～15:30 

場所：たかとり教会 

出席者：ブレーズ神父様  濱崎・金田(鈴)   

中島・脇田(兵) トゥン・橋本（たか） 

【報告事項】 

（１） 中ブロック 3 教会合同忘年会について 

楽しくて良かった。これからも年に一度、

気楽に声を掛け合って有志で集まるように

したい。女性、三田教会にも声かけをする。 

【協議事項】 

（１） 神戸地区大会について  

  <バス代の件>・神戸地区大会へ参加するため

のバス代(大型一台分)を中ブロック会計か

ら負担する。2 台目からはそれぞれの教会

負担。 

   ・信徒からは交通費として往復 500 円集め、

各小教区で集めたお金は、バス代金に充てる。 

（２）中ブロック 3 教会合同ミサ実行委員会開催

について 

・中ブロック 3 教会合同ミサ（9／30(日)た

かとり教会）の実行委員会は 3 回行う。 

 ７／29(日)、8／26(日)、9／23(日) 

（３）2019 年中ブロック 3 教会合同堅信式・ 

勉強会日程について 

  ・2019 年 6 月 9 日(日)10:00 から鈴蘭台

教会で堅信式を行う。堅信を受けるのは

2019 年度小学 6 年生以上。2018 年 6

月から小学 5 年生以上の子どもたち対象に

勉強会。・実行委員を各教会 2 名決める。 

   堅信を受けていない大人は神父さまに連絡。 

  ＊三田教会も一緒に行うかどうか、三田教会

へ鈴蘭台教会から連絡をする。 

【その他】 

 ・2018 年度バザー  

鈴蘭台 10／14(日)、兵庫 10/28(日)で調整。 

・会計監査について、今までの三田と鈴蘭台・

兵庫とたかとりの相互監査でよいのか？ 

  教区の指示を受けてからそれに従う。3 月の

協議会で 4 月に行われる会計監査について決

める。 

【ブレーズ神父様より】   

 ・信徒同士のつながりを深めるために、ミサ後

お茶を飲んで話ができるような居場所作るこ

とは大切。 

【終わりの祈り】  

ブレーズ神父様 主の祈り 

次回 3 月 18 日（日）鈴蘭台教会 14：00～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あの恐ろしくてたまらなかった日から、はや 23 年が経

ちました。今年も、たかとり教会に神父様、各宗派のお坊

様、そして信者、地域の方々が集まってくださいました。 

主の祈り、般若心経と続き５時 46 分を迎えました。 

黙祷…合わせる手に心に、それぞれのあの日が蘇ったで

しょうか･･･。ろうそくを持ち、焼香しました。聖堂に流れる

風は、復興への思いと共に、これからも伝えたい「あの日

の思いと辛い中で出会い繋がった人との温かさを･･･」こ

の日を繋げて行くことで、これからも伝えて行きたいとい

う思いを運んでいるように感じました。 

その後、食堂に集まり恒例の豚汁を頂きました。 

皆さんで頂いた豚汁は、先日ついたお餅入りの野菜たっ 

ぷりの温かいごちそうです。頂きながら、お隣に偶然座っ

た人と辛いけれど話すことは、共有する体験であったり、

「そうだったんですか？」ということもありました。 

言葉にして語ることは、その人の心の中に在るものを

共感し、是非それを後世に伝えて行きたいと思うもので

した。 

そして今、こうして生きている事の幸せをありがたく

感じながら、この 1.17 の追悼の祈りの日を続けて欲しい

という願いでいっぱいです。 

冷たい雨の中、集まって下さった皆さんの祈りが神様

に届きますように･･･と祈ります。 

             たかとり教会 長岡彰子 

1.17 追悼と新生の祈り（たかとり教会） 
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≪東ブロック 教会報告≫ 

 

■神戸中央教会      ≪ 阪神淡路大震災追悼音楽ミサ ≫ 

 

1月 14日午後 神戸中央教会にて、池長潤大司教の司式による追悼ミサが行われ、約 350人もの

信徒が参加しました。テレマン室内オーケストラおよび合唱団が祭壇を囲み、レクイエム音楽を演

奏して荘厳な雰囲気の中で行われました。23年前の阪神淡路大震災をはじめとする災害でお亡くな

りになった多くの方々を追悼して祈りました。池長大司教は説

教の中で、『地震など自然災害の前では人間の力は無力です。無

であることを認め、神に全てを委ね、あなたの御手の中でお守

りください。また、祈れる、信仰という大きなお恵みを頂いた

ことに感謝するとともに、まだあなたを知らない人にもお恵み

をお与えくださいと祈りましょう。』と言われました。（A.K.） 

 

■住𠮷教会           ≪ 成人式を迎えて ≫ 

 

このたびは、幼児洗礼を授かったときからお世話になっている住吉教会で成人を迎えることがで

きてとても嬉しく思います。20年間育ててくれた両親をはじめとし、きょうだい、教会の皆様方に

は大変感謝しています。住吉教会という一共同体の中で私たちは

信徒の方々に育てていただいたといっても過言ではありません。

これまでは子どもという立場に甘んじて教会の皆様方の優しさ

を有難く感じてまいりましたが、これからは大人として教会に貢

献できるような存在になりたいと考えています。恵まれた環境で

生活できていることに感謝の気持ちを忘れず、目標をもって日々

を過ごしていきたいと思います。  （渡邉 百合） 

 

■六甲教会        ≪ 成人としての第一歩 ≫  

 

2018年 1月、無事成人式を迎えることができました。 

あの日の神父様、ミサに参加していらっしゃった皆様、本当にありがとうございました。 

小さな頃に幼児洗礼を受け、洗礼、堅信式と全てカトリックに関することはこの六甲教会で行って

来ました。なのでもう 20年通っていることになります。 

教会学校にも小学校 6年間通っていましたし、中学・高校も

カトリックの学校に通っていたため常に身近にカトリックのこ

とを感じていました。なのでとても今回の成人式は感慨深いも

のがありました。 

 これから大人としての第一歩を踏み出します。社会にとって

役に立つ人間になれるよう努力していきたいと思います。 

改めて本当にありがとうございました。  （藤原 佳祐） 

■神戸中央教会 ☎ 078-221-4682         

Fax078-221-4684 

■住吉教会 ☎ 078-851-2756  

Fax 078-842-3380 

■六甲教会  ☎ 078-851-2846 

Fax 078-851-9023 

東ブロック
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【議題】 

1. 協議事項 

1) 来年の４教会ミサ時間について 

4教会のミサを司祭(司教)3人で担当する中、

司牧チームの現状と教区の方針を再確認した

上で、各教会で月に一回程度前晩ミサとする

ことはやむを得ないと全員了解し、1月から実

施とした。 
 

2) 神戸地区大会のテーマについて 

来年6月の地区大会テーマについて1/7の実

行委員会に西ブロックとして案を持っていき

たい→地区大会実行委員でもある木村・小池

氏に一任する。西ブロックで次の実行委員長

を決めておいて欲しいと言われている。 
 

3) 西ブロック連絡会の運営について 

連絡会発足後かなりの年数がたち、運営方

法や経緯が不明確になってきているので共同

司牧費の取扱いも含め、ルールの明文化を検

討中。共同司牧費の範囲、分担比率について

は、各教会に持ち帰り財務等と調整する。 

 

4) 西ブロック教会奉仕者養成について 

① 通夜司式者の新規養成について高橋神

父と相談しながら検討していく。 

② 入門講座「共に歩む旅」のファシリテ

ーター(からしだね修了者)の連絡会を

3/24(土）於垂水教会で予定している。 
 

2. 連絡・報告事項 

1) 2017年度上期相互監査 

10/21,29の両日で明石→北須磨→洲本→

垂水→明石のローテーションで実施した。 
 

2) 通夜司式者リフレッシュ研修会  

4教会27名の通夜司式者、葬儀チーム、評

議会代表が集まり、高橋・申神父と共に通夜

葬儀儀式書の緒言、埋葬･遺灰の保管に関す

る指針等を学び、通夜葬儀関係者の意見交換

を実施した。 
 

3) スケジュール 

① 第4回西ブロック連絡会3/11 於洲本教

会14時半～  

② 前田大司教訪問(北須磨2/25、垂水3/4) 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900  

 3月 11日（日）四旬節黙想会（フランシス コ
会のペトロ松本巌神父） 

 3月 29日（木）聖木曜日 19:00～ 
 3月 30日（金）聖金曜日 19:00～ 
 3月 31日（土）復活徹夜祭 19:00～～ 
 4月 １日（日）復活の主日 9:30～ 
 5月 27日（日）バザー（予定） 
 
※ 2/18,3/18（日）の主日ミサは前晩

2/17,3/17(土)19:00～になります。 
 
垂水教会 TEL 707-4434 /FAX 203-1355 

(FAX番号が変わりました。) 
3月 ３日（土）こどもミサ 
3月 ４日（日）10:00 前田大司教／高橋神父 
3月 11日（日）10:00 申神父 
3月 17日（土）初聖体お勉強会 
3月 18日（日）10:00 高橋神父 
3月 25日（日）10:00 枝の主日  申神父 

四旬節共同回心式 指導：赤波江謙一神父 
3月 29日（木）19:00 聖木曜日 赤波江謙一神父 
3月 30日（金）15:00 聖金曜日 申神父 
3月 31日（土）19:00 復活徹夜祭 

赤波江謙一神父  成人・幼児洗礼 

4月  1日（日）10:00 復活の主日 申神父 

4月 15日（日）初聖体 
 
 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
  2月25日（日）ミサ10:00～ 前田大司教 
 3月３日（土）前晩ミサ18:30～  
 3月11日（日）北須磨評議会 
  3月24日（土）前晩ミサ18:30～ 
 3月29日（木）聖木曜日 18:30～ 
 3月30日（金）聖金曜日 18:30～ 
 3月31日（土）復活徹夜祭 18:30～ 
 4月１日（日）復活の主日10:00～ 
 4月21日（土）前晩ミサ18:30～ 
  4月29日（日）信徒総会 
 5月６日（日）北須磨評議会 
 5月12日（土）前晩ミサ18:30～ 
 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
２月１０日(土) 19:00 主日前晩ミサ        
２月１８日(日) 10:00 英語ミサ 
３月 ４日(日) 10:00 ミサ後 黙想会  
３月１０日(土) 19:00 主日前晩ミサ  
３月１８日(日) 10:00 英語ミサ 
３月２９日(木) 19:00 聖木曜日 
３月３０日(金) 19:00 聖金曜日 
３月３１日(土) 19:00 復活徹夜祭 
４月 １日(日) 10:00 復活祭  ﾐｻ後ﾊﾟｰﾃｨｰ 
※司式：池長名誉大司教、毎月第２日曜日の主
日のミサは前晩(土曜日)の19:00になります。 
※聖書勉強会（担当：池長名誉大司教） 
 昼の部：毎月第４金曜日16:00～17:00 
 夜の部：毎月第４水曜日19:00～20:00 

西ブロック４教会連絡会 報告 
 
日 時：平成 29 年 12 月 10 日（日）  14:00～ 17:00   
場 所：北須磨教会 
出席者：申神父及び 4 教会代表者 
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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 

 

2017年 12月 7日、池長潤名誉大司教が日本聖書協会 

より聖書事業功労者（聖書普及功労者）として表彰されまし

た。皆様にお知らせ致します。 

◆第 88 回聖書セミナー   4月 5日（木）～4回 

毎週木曜 13：30～15：30。 

講師：正木うらら先生  テーマ：ギリシア語から読み解く 

 

◆KBH[キリスト教の世界]セミナー 
今年度の主題：「今に生きる聖書のみ言葉」  

日時：3月 6日（火）14：00～15：30         

講師：吉田隆師 （神戸改革派神学校校長） 

テーマ：「3・11後の日本に生きるキリスト者」 

2018年度セミナー：6月 5日～「聖書の豊かさを味わう」 

がテーマ。受講料：１講座 600円（KBH会員 500円）。 

◆聖書学術員養成講座第２課程 ４月開催(詳細チラシ参照) 

テーマ：「聖書正典の成立史とＫＢＨ貴重蔵書の研究」 

◆水野源三の世界を歌う！コンサート  
６月３０日(土)      詳細、N.L.No.86 

◆写本聖書の集い  日時 ： 毎月第 3火曜日 14：00 ～ 

聖書写本と写本箇所の聖書講話の集い  

 

◆「韓国の教会と史跡を訪ねる巡礼の旅」 

  2018年 5月 14日(月)～17日（木）の 4日間。 

団長：塚本潤一牧師（日本基督教団芦屋浜教会） 
詳細 N.L.No.86 

 

◆聖書事業懇談会.   於：大阪クリスチャンセンター 

―今年 12月発行予定聖書協会共同訳聖書に関してー 

日時：4月 10日(火)  14：00～ 16：00  定員 120名 

講演テーマ：聖書協会共同訳―翻訳から啓かれたこと 

講師：飯謙先生（神戸女学院文学部総合文化学科教授） 

※参加費無料。申込：KBH又は日本聖書協会 
 

 

※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。 

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】 

 四旬節に入り一ヶ月余りで復活祭を迎えま

す。 

昨年２月のユスト高山右近列福式ミサの感

動から早１年が経ちました。6 月には 3 年ぶり

に神戸地区大会が前田大司教様をお迎えして

篠山で開催が予定されており、皆さんとお会い

できる日を楽しみにしています。（Ｋ.Ｎ.） 
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： 078-393-7755 FAX： 078-393-7756  木曜定休日 

営業時間  11：00～17：00   日曜/祝日 12：00～17：00 

 

☆祈りの集い（聖書で祈る）聖書、筆記用具持参。 

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   担当：信徒           

 毎週火曜 14:00～16:00  於：神戸中央教会/キッズルーム 

 

■グレゴリアン・チャントの会 
会場変更についてのお知らせ 

本年 2月から会場が変更になました。 

会 場（暫定）  神戸布引教会 

日時：第 2・第 4月曜日 19時～20時 30分（従来通り） 

交通：三宮～市バス 2系統 熊内 6丁目下車  ミニコープ向い 

※お問い合わせは 078－594－3123 長沼までお願いします。  

■カトリック六甲教会 春の黙想会 
 日時：4月 28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：パウロ・セコ神父（スペイン外国宣教会） 

 参加費：無料     事前申込み：不要 

   詳細は後日発行のポスター、チラシをご参照ください。  

 

■テレマンコンサート 
「バロックからその先へ・・バッハ一族とゆかりの作曲家たち」 

日時：5月 6日（日） 15時～   於：カトリック神戸中央教会 

チケット：前売り 2200円(当日 3000円) 学生 1500円(当日共) 

問合せ：KBH /日本テレマン協会 (☎ 06-6346-1046) 

 

■第 4 回「ユスト高山右近の足跡を巡る旅」 
日時：5月 12日（土）  行き先：明石、茨木 

集合場所：カトリック六甲教会   対象：どなたでも 

   参加費、集合時間など詳細は未定。 

   申込み方法： 教会事務所に参加費を添えてお申し込み下

さい。   ※4月上旬、申込書配布予定です。 

http://kbh-bible.jp/
http://catholic-kobe.org/

