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神戸中ブロック担当司祭  大久保武 

 

私が現在の神戸中ブロックの司牧メンバーとなってか

ら、丸 3年が経ちました。ちなみに司祭に叙階されてから

は 5年が経ちましたし、司祭として生きてみようと神学校

に入ったのは 12年前のこととなります。更には学生時代

の良き思い出も色々なきっかけで思い起こされてくるの

ですが、最終学歴である専門学校に入ったのは実に 20年

前のことになります。 

こういう時、当時の自分と今の自分の、何がどのように変わったかを比べてみたりするも

のですが、両者を見つめれば見つめる程、特に何も変わってなどいないことに気が付きます。

もちろん学生から会社員へ、会社員から司祭へと変わっていきましたし、それぞれに必要な

知識や技術、それらを相応しく活かす価値観などは（もちろん完璧には程遠いですが）学ん

できました。それら自体も確かに感慨深いものはありますが、そもそも自分の中にある感性

とか性格といったものについては何も変わっていないのです。結局の所は、自分が生まれ持

ったものを良い方向に活かせる場や役割をあれでもないこれでもないと探り続けて今に至っ

ていたのでした。好き勝手に歩き回る小さな子どもの背中を親が押して方向を修正させるよ

うに、神様から後押しされているような気持ちにもなります。有難いことです。 

そこで、三つ子の魂百までということわざを思い出します。あまり良い意味では使われて

いないようにも感じますが、神様が一人一人を愛情込めて創造されていることを思うと、そ

れは至って自然なことであり、私たち人間に他人の性格を善し悪しで測る権利は無いのだと

思います。相性の問題も出てきますし、互いの距離を離す場

面も出てきます。それゆえの減速や停滞もまた起こり得ます。

しかし、それらもやはり自然なことで、むしろ停滞しても取

り乱さずにじっくりと次の時を待てるような日頃の備えが、

私たちには求められているのだと思います。個人的な節目に

辿り着いた、一つの方針でした。 
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カトリック大阪大司教区  司祭叙階式 
  

2018年 3月 21日（水）14時より大阪カテドラル聖マリア大

聖堂にてエリック・バウチスタ・デ・グスマン助祭とパトリック

上田憲助祭の司祭叙階式が行われました。 

エリック助祭は助祭時代を神戸西ブロックで過ごし、この

度の叙階により夙川教会の助任司祭として派遣されました。 

  
 

 

エリック神父様 おめでとうございます!! 
私たち信徒に沢山の素敵な思い出をありがとうございます。エ 

リック神父様の笑顔、快活さは忘れないでしょう。夙川教会は目と鼻 

の先、今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 

注）当日の献金は、神戸地区宣教司牧評議会が定めた支援先に寄付をいたします。 

 

司祭に叙階されて 
エリック・バウチスタ・デ・グスマン神父 

 

このたび、前田大司教様の按手のもとで司祭叙階の

恵みを受けてとても嬉しいです。フィリピンから家族も

来て、多くの方々とともにお祝いができて、本当に良か

ったです。神に感謝！また、皆様のお祈りと励ましに支

えられ、長年の神学院養成を終えたことを心から感謝

申し上げます。これからは夙川教会の助任司祭として

頑張っていきたいと思います。近いうちに初ミサに行

きたいです。引き続き、お祈りとご支援よろしくお願い

致します。 
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ふくしま通信 －第 1６号－         2018.5.13 

                              ふっこうのかけ橋実行委員会 

昨年の２月「ふくしま 2165日 昨日 今日 明日」と題して、カリタス南相馬所長の Sr.

畠中ちあきを神戸にお招きし、南相馬の状況を伺ってから早や 1年が経ちました。昨年から続く

国の行政機関による公文書の隠蔽やいわゆる「モリカケ問題」、「米朝問題」等、どのチャンネル

を選んでも同じニュースにいささかウンザリしましたが、得てしてこういう時は声高な問題の裏

で大事なことが、いつの間にかスルーされ、気が付くとアレっ？と言うことがよく起こっていま

す。 

「ふくしま」の問題も同様に、放射能汚染による帰還困難区域が安全性の如何とは別に時と共

にその枠が狭められ、昨年は多くの仮設住宅が閉鎖されました。そのため、自力での住宅再建が

難しい人たちは、借り上げ住宅や公営住宅への転居となり、不自由な仮設暮らしの中で、ようや

く築くことができた新しいコミュニティも解散となり、人々の関係が振り出しに戻ってしまいま

した。そしてまた今、“新しい場所”で“新しいコミュニティづくり”が始まっています。 

 南相馬の寺内第一仮設も同様に昨年 3月には閉鎖となり、ここに集いを開催していた「和みサ

ロン眞こころ」（神戸地区が手芸品の販売などで支援しています）も閉鎖を危ぶまれていました。

が、Sr.畠中からの「うちでやってみませんか？」の言葉に、いくつかの課題を乗り越えて継続

されるようになったとのことです。南相馬での交通機関は JR 常磐線とバスしかありません。ど

こへ行くにもとても不便な土地柄ですが、不自由が生じるとまたそれを解決するための手立てが

生まれるもので、送迎しましょうというボランティアさんの手があがり、サロンは賑わっている

そうです。ちなみに、ここのホールには社会活動神戸センターを通して、ある神父様のご実家に

あったグランドピアノが贈られ、ミニコンサートや歌の練習に活躍しています。 

さて、昨年初めて南相馬からのおやこ参加者を迎えた“ふっこうのかけ橋”も今年度の開催に向

けて、実行委員会が起ち上げられ、地区評での承認を頂いて、下記のプログラムで準備が始まっ

ています。今年は神戸地区合同キャンプを各小教区の教会学校に呼びかけ、ふくしまの子供たち

と共に楽しいひとときをすごせますようにと頑張っています。 

                  

       

 

 

全  日  程：2018年 8月 2日（木）～6日（月） 

宿  泊  先：たかとり教会（前泊） 住吉教会（後泊） 

       初日、姫路城の見学を予定しています。 

 

キャンプ日程：2018年 8月 3日（金）～5日（日） 

宿  泊  先：神戸市立「自然の家」（六甲山） 

 

募 金 期 間 ：7月中 
 

 
実行委員会事務局連絡先：０７８－２７１－３２４８ 

                                   カトリック社会活動神戸センター内 

ふっこうのかけ橋 2018  
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        クリスチャンセンター神戸バイブル・ハウス  

 

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 

                                            事務局長  角田 正治（北須磨教会） 

 

2001年そごう神戸店で開催された日本聖書協会主催の「大聖書展」

は、市内のキリスト教会各派が代表者を出し協力しました。これが成功

裏に幕を閉じた時、数少ないキリスト者同志が、互いの相違点を指摘し、

いがみ合うのではなく、協力して神の言葉である聖書を広められないか

と話し合ったことから、今の神戸バイブル・ハウス（KBH）が誕生した

と言えます。 

実を言えば、KBHは、明治時代に神戸英国聖書協会として設立されま

したが、先の大戦時に今日の日本聖書協会に統合され、廃止された経緯

があります。 

KBH再建の手始めとして、2003年に、日本聖公会の神戸聖ミカエル教

会で、聖書リレー朗読会が実施され、旧約 39巻、新約 27巻の計 66巻

を約 100時間かけて読み繋ぎました。聖書リレー朗読会は、2年に１度、

今も実施されている KBHの代表的な行事です。 

また、日本聖書協会主催で、KBH共催の聖書セミナーは、年に 4～6

回開催され、現在 87回を数えるに至ります。神学的な見地からではな

く、もう少し身近な信仰生活から、様々な分野の方々の話を聴くキリス

ト教の世界セミナーや、クリスチャンアーティストによる絵画、書や音

楽等の発表を通して、信仰生活を見直したりする催しも行っています。

更に、貴重本を含む諸外国の聖書や、関連図書の常設展示を行って、西

日本における聖書図書館の役割を担っています。 

昨年５月には、一般社団法人に移行し、社会的に責任を持った団体と

して活動することにしました。 

こうした活動を継続的に実施するには、多くの方々の理解と協力が物

心両面から必要であり、KBH友の会を外部団体に組織しています。 

KBH友の会は会員の親睦を図るために、巡礼旅行、バザーやクリスマ

スランチョン(ご降誕を祝い、祈りと昼食を共にする会)を企画し、その

収益と会員が納める会費を KBHへ献金することによって、KBHを経済的

に支え、会員は、上記の種々の行事に参加することによって自己研鑽す

ることができます。 

このようなエキュメニカルな組織が 10数年間も活動し続けているこ

とは、世界的にも、非常に珍しいと言われています。 

教皇フランシスコも盛んに言われている「教会一致」は直ぐにはでき

るものではありません。しかし、小さなところから始めなければ、いつ

までたっても、進まないのも事実です。この機会に、皆さまも、KBHの

活動に参加してみませんか。 

 

 

KBH 

 

■理事長 

中村 豊 
（日本聖公会主教） 

■副理事長 

松浦 信行 
（カトリック大阪大司教区 

神父、在高松教区） 

■館長（事務局長） 

角田 正冶 
（カトリック北須磨教会） 

 

 

 

聖書リレー朗読風景 

 

 

 

 

 

キリスト教の世界 

       セミナー風景 

 

キリスト教の世界 

セミナー風景 

 

 

 

 

 

 

 

 
バザー風景 

 



5 

 

2018年4月 神戸地区宣教司牧評議会議事録 (要約版) 

 

１．日時・場所： 4月8日(日） 14:00～17:00   於：神戸中央教会 

出席者： 高橋地区長、地区評議会議長団、各小教区代表、各専門委員会代表、 

その他関係者 

 

２．大阪教区「子供と青年の錬成会」、実行委員会から開催協力要請 

開催日程：8/17(金)～19(日) 場所：愛徳学園 参加人数：約120名 想定。 

食事とお茶の準備等：8/17(金)夕、8/18(土)昼 ･夕、8/19(日)昼  計4食分。 

➔西ブロック主導で協力。神戸地区も協力を了承(プログラム等未定)。 

 

３．高橋地区長 から地区評議会への報告とメッセージ 

①教区司祭評議会､ 地区司祭の集まりからの報告 

前田大司教から「きょうどう」宣教司牧､「責任者」の明確化、司祭と信徒の役割について。 

②地区長から「地区大会」についての意見 

準備担当ブロック・小教区の「スタッフに､人的余裕もなく負担が大きい。地区の定期行事か

ら切り離したい。大会開催の気運が起これば開催(2～3年毎)。その方向で如何か？」との提案。 

⇒「地区大会開催は､教区からの実施指示で行われているため､神戸地区単体で取りやめを決す

るのは相応しくないのではないか」、「ブロック連絡会の議題にもあがっていない案件であ

り、 地区大会開催の直近でもあるため、大会終了後検討事項にしてはどうか」との意見が

出される。 

➔過去の経緯を理解の上､継続検討する。 地区長も継続検討を了解｡ 

 

４．教区宣教司牧評議会（1/28）の報告 

・2018年1月時報の内容を要約解説(3.①、時報1月号、3月号参照) 

・再宣教150周年、ご聖体の尊重、信徒のミニ司祭化の排除等｡ 

 

５．議事内容 

－A 審議事項－ 

①前年度決算（2017年4月～2018年3月） 

・2018年3月早々に委員会の精算も速やかに終了 ➔ 神戸地区評議会了承。 

②2018年予算 

・予算案に基づき小教区分担金を4月末までに振り込み要請あり。 

・今年度は地区大会ため、275千円負担総額の増加。(確定報告) 

③「教皇庁諸宗教対話評議会から日本の仏教信者の皆様あてのメッセージﾞ(2018/4/8)」の紹介。 

（「15回通常シノドス」準備文書に対する日本カトリック司教協議会の公式回答2017/11/2） 

④神戸地区 平和旬間の行事と祈願ミサ について（例年通り各地区で開催）。       

・開催日程：8月4日(土)13時開会・平和旬間行事、15時～平和祈願ミサ 於 神戸中央教会  

・テーマ：「 平和な世界という夢を分かち合おう 」(教皇「世界平和の日メッセージ」より)  

[サブテーマ ～ 排除のない世界を求めて ～] 

➔行事内容、当日の献金先等の詳細は、議長団と社会活動委員会で検討｡ 次回地区評で決定。 

⑤「教区国際協力の日」 10月21日(日) 於 カテドラル。 [準備協力は8/25(土)担当決定] 

なお、2019年からは9月の『世界難民移動移住の日』に変更。  
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－B 提案事項－ 

①神戸地区大会の準備進捗状況     

・日程：6月10日(日) 12:00開場 於 たんば田園交響ホール(篠山市) 

・内容：13:00～ミサ、14:45～イベント、16:00終了 

イベント：11教会紹介、クイズ、俳句披露(4/22～5/20募集、選者大司教様)、バンド演奏等 

昼食は各小教区で検討(ベトナムサンドの販売あり)。その他詳細は実行委員会で協議決定。 

献金は次回地区評で指定する支援先へ送金。 

②ふっこうのかけ橋 2018 

・日程：8/2(木)～8/6(月)神戸滞在 

・8/3(金)～8/5(日) 神戸地区合同キャンプに参加 於 神戸市立自然の家、バンダナ作成予定 

・小教区に募金の呼びかけ(7月中) 

・予算は検討中(前回 約100万）、次回評議会に提出 

③聖パウロ女子修道会（St.Paul KOBE）から 

シスターより、旧来からのご支援を感謝｡ 店舗の階上は4月から神戸修道院として4名のシスタ

ーが共住し活性化を目指す。新たな取組みを摸索しているが､車も人手もなし。各小教区での

出張販売の応援等も更にお願いしたい。 

➔「信徒はシスター方とふれあえる貴重な書店として期待している」、「大阪教区内唯一の宣

教書店として、賛助会とか新たな支援制度を検討したらどうか」、「大阪教区再宣教150周年

ともリンク出来る活動をされてはどうか」との提案があった。 

 

６．委員会報告 

①養成委員会（氏家）：2/4(日)定例委員会：養成委員会は基本に立ち返る。開催は3ヶ月毎 

夏の研修会：7/15～16 於 宝塚黙想の家、養成コースの準備とファシリテ―タ―養成／養成研

修会(秋に開催予定)：「再宣教150年」の取り組み、高山右近の学びの継続等／聖体授与を伴う

集会祭儀司会者、病者奉仕者訪問リフレッシュコースの見直し／その他、予算・決算／教区養

成委員会11/10(土)、2019/2/9(土) 於 サクラファミリア。 

②社会活動委員会（岩佐）：2/4(日)第4回定例会議 

シナピス移動学習会:1/27(土) たかとり教会、参加者26名(今年度は前倒しで実施を検討)／静

修会：2/24(土) 住吉教会、参加者49名／社会活動神戸センターの支援継続／平和旬間協力支

援／クリスマスコンサート12/1(土)／船員司牧活動はSr.前田グループ(金曜毎)が訪船活動

(ニット帽子、アメニティグッズ提供)／全地区社会活動委員のつどい 5/26(土) 於大阪大司教

区事務局 

③広報委員会（北岡）：「つながり」76号：2/25(日)発行済み 

77号：5/13(日)発行予定、5/12(土)印刷、1500部、(共同墓地の記事は78号に掲載予定) 

④青年委員会（広部）： 

2/18 黙想会 於 神戸中央、10名参加、エマニュエル神父指導「マタイ 14章」。  

7～9月にバーベキューの夕べを予定 

 

７．その他 

①エキュメニカル（角田）:  

 エキュメニカル活動の内容はP12の神戸地区活動情報の欄をご覧ください。 

②一粒会（山口）：3/21 司祭叙階の上田憲師､ ｴﾘｯｸ･ﾊﾞｳﾁｽﾀ･ﾃﾞ･ｸﾞｽﾏﾝ師の後に  

続く大阪教区の神学生は､しばらくの間いない｡ 
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祈りのつどいへのお誘い  

 
 

大西萬智子（北須磨教会） 

 

私たちの祈りの集いは神戸大震災の後、パウロ修道院のお御堂で祈らせて頂いておりました。 

長い間、神様が支えてくださり、シスター達のおかげで、お祈りできたことを深く感謝申し上

げます。 

このたび、神戸中央教会の方々のご厚意と協力のもと、キッズルームで集いをさせていただけ

るようになりました。これも、主の御計らいと心から感謝申し上げます。 

「わたしが来て、破滅をもって、この地を撃つことがないように」（マラキ 3-24）  

と主は私たちに祈ることを強く望んでおられます。 

「どのような時にも、“霊”に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために、絶

えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。」（エフェソ 6-18） 

このように主は願っておられるのですから、共に感謝、賛美、礼拝して、神様から祝福と必要

な力をいただきましょう。 

感謝、賛美、礼拝、主に耳を傾けて静まること。神様から祈りの答えをいただくことに興味の

ある方ならどなたでも歓迎します。共に祈りましょう。ご参加ください。 

 

 

 

    日 時：毎週 火曜日 14：00～16：00 

             会 場：神戸中央教会 キッズルーム 

             参加希望の方は直接「キッズルーム」へお越しください。 
 

◆◆ メンバーより ◆◆ 

❖谷川の流れを慕う鹿のように、賛美の集いに導かれた日の浅い者です。聖霊が歌を賛美し皆の心

も─つに燃え、交わりの手ごたえを味わえます。何にもまさる慰めです。（I.I.） 

     

❖祈りのグループに参加し１年以上になります。初めは月に１度だけと思っていました。次第にも

っと参加したいと思うようになりました。歌によって神を賛美、祈ることは、素晴らしい恵み。

詩編 47 ”すべての民よ、手を打ち鳴らせ。神に向かって喜び歌い、叫びをあげよ”共に祈れる

ことに感謝しています。(S.M.) 

   

❖心から賛美するとき、愛のエネルギーがどんどん沸いて「愛のた

めに死んでもいいです。神様、どうか私を使ってください」と祈

りが溢れだします。（S.M.） 

   

❖賛美を捧げるなかに、生きておられる主の臨在を感じるようにな

りました。心を合わせ、世界平和、様々な祈りを捧げる時、教会、

世界との繋がりを感じます。祈りがいかに大切なものか考えさせ

られます。祈りの集いは私の信仰を新たにしてくれる─つの道と

なっています。（S.O.）    

 

❖何度か来させて頂いているうちに、神様が近くにいるようになり 

  ました。（A.S.） 

    

❖神を賛美することによって、信仰する喜び、感謝する喜びを感じ

ます。祈りの集いの友と共に喜びに満ち溢れています。（A.F.）     
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片柳神父講演「こころの深呼吸」に参加して 

 

日頃、強いストレスを感じながら 私たちは生きている。押しつぶ

され呼吸の苦しい時、言葉の森で深呼吸。心のやすらぎがあった。 

講演会では「ことば」「生きる」「愛する」の項目で、本の詞と時に

聖書の言葉を重ね、話された。 

 本の詞は「考え」から生み出されたものではなく、日々の生活の中

で心の深みから、フッと沸き上がって来た言葉だと言う。頭ではなく、

心の深みで話す人であり、心の深みで聴く人であってほしい、といわれた。 

幸せになるのは簡単なこと。無いものねだりではなく、自分の恵まれていることに気付き、感謝

し、他の人の為に生きる。また、優れた画家は失敗を気にせず描き続け美しい絵にしてしまうよう

に、消せない過ちを気にせず、諦めず生き続けると素晴らしい人生になる。 

人生は決して思い通りにはいかない。だからこそ自分の想像を遥か

に超えた成長ができる。人に優劣は無く、全てを受け入れ、感謝し、

置かれたところで精いっぱい生きる。 

神父の言葉が心に共鳴し、全てを受け入れ、感謝し、最後の呼吸を

待ちたいと思う。 

神父様ありがとう!! 元気な一歩が踏み出せます。（J.Y. / 六甲教会） 

 

 

◆◆片柳弘史著「こころの深呼吸」気づきと癒しの言葉 366 教文館 ￥800∔税 ◆◆ 
     ※ 一日一言、何処からでも読めます。コンパクトなので持ち運びできます。片柳神父の言葉の森   

         で深呼吸。心に爽やかな風が吹くことでしょう。是非、1冊、あなたのそばへ。 

 

 

 

 

 

 

◆◆ 三田教会の活動より ◆◆ 

 

1. 3 月 2 日（金）にエキュメニカルの一環として、世界祈祷日「祈祷会」が、今年度担当の日本

基督教団篠山教会で行われました。三田教会より 8名の信徒が参加し、他教会の皆さんと交流

を深めました。 

2. 4月 1日（日）の復活祭のミサで 2名の姉妹の洗礼式がありました。 

3. 4月 22日（日）のミサで 4名の子どもたちが初聖体の祝福を受けました。 

4. 聖堂耐震補強及び改修工事について 3社から見積もりを取り、業者決定の手続きを行っていま

す。改修工事は 6月から 8月末までの 3カ月間を予定しています。 

5. 6月 24日（日）ミサ後、小教区信徒総会を予定しています。  
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2018年 3月度中ブロック 3教会協議会議事録 
日 時：2018 年 3 月 18 日（日）14：00～    
場 所：カトリック鈴蘭台教会  
出席者：ブレーズ神父、大久保神父  

脇田・中島(兵庫)、橋本(たかとり)、 
浜崎・金田(鈴蘭台) 

【報告事項】 

①  2018年神戸地区大会 

・たかとり教会による踊りはミサ前になる見込み 

・バス：手配済み、神姫バスと場所、時間等打合せ。 

・当日のバスルート・昼食等：→各教会で検討 

② 4月からの講座、分かち合い 

別途配布通り、毎週講座があるように変更。 

③「3教会の司牧体制について」 

別途配布資料通り…各教会とも特に質問等は無し。 

【協議事項】 

① 神戸中ブロック 3教会合同ミサ・行事について

（9月 30 日 於：たかとり教会） 

・実行委員：各教会 2 名選出。実行委員会議に 3

教会の正副議長の代表として橋本さんが出席。 

・実行委員会開催日：7/29, 8/26, 9/23 

・イベント⇨各教会の紹介、サンドイッチの販売

依頼検討中。 

・鈴蘭台教会のバス代→実行委員会で協議。 

 

② 2019年 中ブロック合同堅信式 

(2019年 6月 9日 於：鈴蘭台教会) 

・担当委員：各教会 2 名選定 

勉強会を 5～6月から開始。場所は鈴蘭台教会。 

③ 会計監査について 

・4/14～22の間で相互監査を実施。 

次回からは 4教会でローテーションを決める。 

④ 神戸中ブロック 3教会協議会の開催について 

・2 ヶ月ごと⇨3 ヶ月毎開催に変更。基本的には奇

数月（地区評開催の前月）の第 3日曜日。次回は 6

月 24日兵庫教会で行う。 

⑤ 4月以降各教会行事予定について 

・ミサ、講座：隔週から毎週開催に変更。 

・評議会：鈴蘭台・兵庫は 2 ヶ月毎、たかとりは

3 か月毎に開催。・信徒総会：兵庫（6／3）、た

かとり（5／13）、鈴蘭台（6／24） 

【その他】・30年度の 3教会の議長、副議長の人事に

変更なし。 

【大久保神父より】・淳心会神学生シルベスター氏が

日本語学校に通う為、たかとり教会に住む。 

【終わりの祈り】次回 6 月 24日兵庫教会  

  

3 月 17 日に前田万葉大司教を迎えて、ミサに授かり、その後、昼食会を兵庫教会で行いました。 

 司教様と楽しく歓談をいたしました。ミサ中に兵庫に来られた感想を俳句にされ、兵庫教会でも、有志によ

る俳句でお迎えをいたしました。お言葉の中で、意外なお言葉をいただきました。そのお言葉が、「わたくし

は、俳句も書道もうまくありませんが、恥を忍んで、進んで皆様に公表しています。どうしてかと申しますと、

人は公表することにより上達するものなのです。だから敢えて書道も、俳句も皆様にお見せしているのです。」

というお言葉により、司教様のお人柄が良くわかりました。また、信者から司教様がどうして神職を志したの

かという質問に対して、お答えになったお言葉が感慨深いものでした。ご自身の家系の信仰の経緯からご自身

の神職を志す経緯まで、ユーモアを交えてお話になられました。 

 その内容は、司教様が長崎の五島列島のご出身から、古くは隠れキリシタン時代からの信者だと思われてい

ますが、実はそんなに古くはなく、司教様から 4代前に改宗されたそうです。五島列島でもその当時は、村八

分などの弾圧を受けたそうです。またご自身の「召し出し」のきっかけは、司教様のお父様が神職を目指し、

果たせなかったため、息子にその意思を託したとのことでした。当時は、司教様もそのことに気が付かれず、

神学のある高校に、お父様に入学を勧められたまま入学をしたそうです。その学校は、当時野球が強く、甲子

園で準優勝したくらいで、司教様は野球ができると軽い気持ちで入学したそうですが、実は、神学部に入学し

たために、当初は実家に帰りたくて、泣いていました。とユーモアたっぷりにお話になりました。とはいえ、

その後のご努力により司教様になられたことは、真の意味での「召し出しがあったのでは」と感慨深く拝聴さ

せていただきました。つまり、初めに、神のお導きにより、ご本人の意思とは関係なく、成るべくして成った

ことがその答えだと思っております。 最後に司教様が当教会に来て下さり本当に感謝いたします。 (Y.F)       

司 教 様 を 迎 え て（兵庫教会） 
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コーナン・ミシェル神父   

ようこそ 神戸東ブロックへ!!  

― よろしくお願い致します ― 

2018 年 3 月 1 日付けの異動で、ご復活祭後に神戸東ブロック協力司祭として、夙

川教会より神戸中央教会に着任されました。また改めてご紹介させていただきます。 
 

******************************** 東ブロック連絡会議 議事録 ******************************** 
 

日時： 2018年 2月 25日（日）14：00～16：00 

場所：カトリック神戸中央教会 応接室 

出席：六甲教会／アルフレド神父、中西議長、木藤副議長。住吉教会／氏家議長、野口副議長   

神戸中央教会／エマニュエル神父、渡邊議長、山野副議長    

議題 

1.神戸地区大会について 

  準備状況についての情報共有 

   参加者数の状況把握について 

   地区大会当日のミサについての各小教区の予定について    

 

2.今後の活動計画について 

  合同堅信式開催について：2019年 6月 9日か 16日の予定で進める。会場は、神戸中央教会。 

 

3.各教会の役員異動等について 

  六甲教会：現議長はあと 1年。住吉教会：留任。神戸中央教会：今回全員交代。 

 

4.次回：2018年 9月 30日（日）14時、六甲教会（堅信担当者も出席） 

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

≪住𠮷教会だより≫      前田万葉大司教 住吉教会を司牧訪問 

 

氏家友三（住吉教会） 

 

四旬節中の３月 11日（日）、前田万葉大司教と上田憲助祭（現司祭）が住吉教会を司牧訪問され

ました。 

当日のミサは大司教、エマニュエル神父、ペンケレシ神父、上田憲助祭（現司祭）の共同司式と

なり説教で次のように私たち信徒にお話しなさいました。    

「私たちの罪のゆるしの為に御ひとり子キリストが、特に助けを必要とする人々に寄り添われま

した。クリスマスの馬小屋そのものです。神でありながら、人間として、赤ん坊の姿で生まれて下

さった。慈しみの座に着く馬小屋でもある。私たちひとりひとりも、神の子のように人を思いやる、

慈しみの人になりなさい。ミサに与る度に主は私たちに信仰の恵みを語られています。 

ところで住吉という地名は全国津々浦々にある。住吉大社や住吉神社、神がお住まいになる所と

して祀られている。（要旨） 

 

３句“父と子と 霊住吉や 四旬節” 

   “神様と ともに生きる 住みよい（住吉）四旬節 ” 

“アレルヤと 隅の親石 復活祭” 

 

ミサの後、パウロ三木ホールで信徒とともに豚汁とおにぎりを召し上がりながら、しばし懇談さ

れ、司祭執務室でのご確認の後、傘木神父に面談のため、神戸中央教会へ向かわれました。（感謝） 

■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 30年 4月 15日(日)14:00～16:00 

場 所：洲本教会 

出席者：高橋神父・及び 4教会代表者 

【議題】 

１神父様より 

評議会の構造についての確認 

２協議事項 

○ブロック連絡会の持ち方 

・臨時西ブロック連絡会議事録の承認 

・カトリック神戸地区西ブロック協議会 

（西ブロック連絡会）規約についての 

話し合い 

○青年と子どもの錬成会のお手伝い 

・垂水教会で素案を作り、提案していただく。 

・西ブロックとしてできるかぎり協力する。 

○ミサローテーションについて 

・来年の３月までは現状通りのローテーション 

とする。 

・来年の４月以降のことについては、継続審議 

とする。 

北須磨教会 TEL 791-3788  FAX 794-6919 
5月 12日（土） 評議会 16：00～ 
5月 12日（土） 前晩ミサ 18:30～ 
5月 26日（土） 前晩ミサ 18:30～ 
6月 10日（日） ミサなし・神戸地区大会 
6月 23日（土） 前晩ミサ 18:30～ 
7月 ８日（日） 北須磨教会評議会（ミサ後） 
 
洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
5月 12日（土） 前晩ミサ 19：00 

5月 13日（日） ミサなし 

5月 20日（日） フィリピンの日 

5月 27日（日） 信徒総会 

6月 ９日（土） 前晩ミサ 19:00～ 

6月 10日（日） ミサなし・神戸地区大会 

7月 ７日（土） 前晩ミサ 19:00～ 

7月 ８日（日） ミサなし 

 

 

 

 

明石教会 TEL 911-6330  FAX 913-6900 
5月 19日（土） 主日前晩ミサ 19:00～ 
5月 27日（日） バザー 
6月 ３日（日）  大掃除 
6月 10日（日） 神戸地区大会 
6月 16日（土） 主日前晩ミサ 19:00～ 
6月 24日（日） 評議会 
7月 ８日（日）  信徒交流会 
7月 14日（土）  主日前晩ミサ（予定） 
 
垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
5月 13日（日） 評議会 

5月 20日（日） 地区の集い 

5月 27日（日） 信者総会 
6月 ２日（土）  主日前晩ミサ 18:30～ 
6月 10日（日） 神戸地区大会 
6月 17日（日） 地区の集い 
6月 24日（日） 大掃除 
7月 ７日（土）  主日前晩ミサ（予定） 
7月 ８日（日） 評議会 
7月 15日（日） 地区の集い 
※主日ミサ予定等については、教会ホームページ

でご確認ください。 

 

３連絡・報告事項 

○堅信式の確認について 

・司式は前田大司教様にお願いしている。 

・前田大司教様にはお礼をしない。（ただし、個

人的に献金をするのはこの限りではない） 

・堅信式の打ち合わせは 5月 20日（日） 

14：00から明石教会で。 

・打ち合わせ会へは、主に典礼委員が参加する。

（各小教区により異なる場合もある） 

・打ち合わせ会にて、今の典礼の様式を配布し、

当日はそれを使用する。 

・この日の献金の使途については、別途相談す

る。 

 

＊次回は、7月 22日(日)14:00～ 北須磨教会 
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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 89 回聖書セミナー  8月 31日(金）13：30～15：30 

9月 1日(土) 10：00～12：00 、13：30～15：30 計 3コマ 

講師：雨宮慧 神父/ テーマ：未定(N.L. チラシでお知らせします) 

 

◆KBH「キリスト教の世界」セミナー 
今年度の主題：「聖書の豊かさを味わう」  

日時：6月 5日（火）14：00～15：30         

講師：工藤弘雄 師（日本イエスキリスト教団香登教会牧師） 

テーマ：「聖書を通して語られる神―バックストンと聖書」 

7月 3日(火) テーマ：み言葉と聖餐を大切にする聖公会 

        講師：中村豊 師(日本聖公会主教・KBH理事) 

9月 4日(火) 松浦信行神父講演を予定しております。 

受講料：１講座 600円（KBH会員 500円）。 

◆水野源三 の世界を歌う！コンサート 
聖書との出会いが絶望を希望に変えたと言う瞬きの詩人 

日時：6月 30日(土) 13：30～15：00、参加費 1,000円 

於：KBH         ※事前登録。詳細 N.L.No.87参照 

 

 ◆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  

 

◆聖書学術員養成講座第２課程  ４月より開催 

テーマ：「聖書正典の成立史とＫＢＨ貴重蔵書の研究」 

  ※詳細はチラシを参照下さい 

 ○注  N.L.（ニュースレターの略） 
 

 

※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。このため、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いただけます。開館は 11：00～17：00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】 
あるカトリック系私立中学校入学式に参列。最初に

聖体賛美式が厳かに行われ、その後の入学式でも終

始カトリック色を大切に。 

新入生の殆どは信者家庭ではないそうだが子弟をこ

の学校でと選ばせた教育はきっと素晴らしいものなの

だろう。 

主の元にある学びを自分のものに巣立ちゆく青年達

が多くいますように。 （Ｋ.Ｔ.） 

 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 
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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 10：30～18：00   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 
新会場：神戸市垂水勤労市民センター 「レバンテ３Ｆ」 

練習日時 毎月第 2・第 4 月曜日 19：00～20：30 
 ※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 結婚セミナー 
期日：6月 16/23/30、7月 7/14/21/28、8月 4日。計 8回。 

何れも土曜日。17:30～、90分程度。 場所：六甲教会  

    ※六甲教会 HP/つながり HPをご覧下さい。          

お問合せ：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  

～聖霊の息吹～ 
日時：5月 27日（日） 13：30開場  14：00開演 
於：カトリック六甲教会 主聖堂  入場無料 

【出演】  ヴァイオリン：内藤ルミ子   独唱：浅野純加 

オルガン：菊地綾、熊澤加代、清水真理子、三浦優子、堀香織 

合唱：アンサンブル六甲、カトリック六甲教会聖歌隊 

【プログラム】 ヘンデル：ヴァイオリンソナタ作品 1－12へ長調 

J.S.バッハ：前奏曲とフーガ 変ホ長調 作品 522  

シューベルト：ドイツミサより  ラインベルガ—：マリア賛歌より  

風はどこから、聖霊の続唱、グレゴリオ聖歌 他  

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

