
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 8月 78号 

 

地区長再任にあたって  

神戸地区長 高橋 聡 神父 

 

 
みなさんこんにちは。今年神戸地区長に再任された高橋神父です。2年前、2016年に神戸地

区長に就任した時は、ちょうど、新生計画 20周年が終わり、前田大司教が新生計画を完成する

ためにということで、新たな方針を出されたばかりのころだったように記憶しています。 

 その後、ユスト高山右近の列福と右近の霊性を学ぶ年を経て、今年、わたしたちは大阪教区

再宣教 150 周年を祝っています。ある意味次から次に色々なことが起こって何かの流れのよ

うなものを感じる 2 年間でした。そしてつい最近、前田大司教が枢機卿に親任され、また、アベ

イヤ、酒井、両補佐司教が叙階されました。このようなことが続きますと、少し好奇心的で品の

ない感じがしないでもありませんが、これからも「何か起こるのか」ということに、私としまし

ても、関心が向けられてしまいます。 

 また、この先 2年間の地区長再任をいただきましたが、この現在起こっているある流れのよ

うなものが、神様にとってなにか意味のあるものであるなら、その真意をよくくみ取って、動

いていきたいと思います（とらえきれないかもしれませんが）。 

 前田枢機卿は、大阪教区大司教に着座された時、「おことばですから、網をおろしてみましょ

う」という聖ペトロの言葉を引用して、ご自分の心境を語られました。それで、またこの度神戸

地区長に再任された私も、この漁に参加させていただいて、いろいろ学んでいきたいと思い

ます。 

 私は「業績」には、あまり（？）関心がありません(笑)。何かこういう「企画」をやり遂げた、と

か、何人に洗礼を授けた、とか、大事なことなのかもしれませんが、こういうことを神様の恵み

として受けとるほうなので、自分の力に頼ってやろうとは思いません（もともと力などありま

せんが…）。今関心のあることは、前田枢機卿を通して、主が、「網をおろしなさい」と言われた

ところに、はたして、網をおろせるだろうかというところです。みなさん、それができますよう

お祈りください。 
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神戸地区大会実行委員長 渡邊晶也（神戸中央教会） 

 

神戸地区各小教区の皆様！ 篠山市「たんば田園交響ホール」までお越しいただき、あり

がとうございました。<(_ _)> 感謝感激雨〇〇〇（古いなぁ） 

ミサの司式は、このたび枢機卿に就任された前田大司教でした。ホントにいいミサでした

ね。このときの説教の中で、「何の前触れもなく、枢機卿の任を拝することとなりました。

（中略）、神様に選ばれたからには、神様が私に乗り越える力を与えてくださることでしょ

う。（後略）」とありました。前田大司教の着座式のときの「神様のお言葉ですから～」と

いうくだりの言葉と思い合わせますと、「神様に委ねる」ことの大切さと、なおも目先の事

柄に固執してしまう私の不足を反省せずにはいられません。 

イベントでは、「教会ふしぎ発見」というタイトルのもと、各小教区の紹介を兼ねたクイ

ズやバンド演奏、阿波踊り、吟詠、俳句コンテスト（最終の選句は前田大司教にお願いしま

した）を楽しみました。 

では、最後に前田大司教様の一句を紹介します。 

宣教も俳句も神戸泉かな 
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2018年 大阪教区平和旬間 

「平和な世界という夢を分かち合おう」 

 

岡 節子（明石教会） 

 8月 4 日（土）神戸地区平和旬間行事が神戸中央教会で行われました。 

 1 部はベトナムから 1981 年ボートピープルとして来日し、今

は日本に帰化されているハ ティ タウ ガさんのプレゼンテー

ションがありました。現在はボートピープルとして来日された

方の様々な悩み、問題の相談相手として「ハナ介護サービス」

の代表として活躍されています。ここに至るまでのご自分の

辛かった経験を詳しく話してくださいました。 

 私たちはともすれば自分の置かれている環境がベストであ

ると思うことが多い中、相手の国の文化・生まれ育った環境を

しっかりと理解していくことが平和な世界を生み出す一つの足   お話しされるハ ティ タン ガさん 

掛かりになるのではないでしょうか。 

2 部は神戸地区の神父様方による「平和祈願ミサ」が執り行

われました。 

地区長の高橋神父が、この 8 月を「平和旬間」とした意味を

お話しされ、私たちに出来る平和への思いは「祈り続ける」こ

とであると静かにお話しくださいました。 

うだるような暑さの中、貴重な時間を過ごさせて頂き、感

謝致します。 

 

 

傘木神父葬儀ミサ・告別式 

中野 清(神戸中央教会) 

 東ブロック協力司祭として神戸中央教会ならびに住吉教会

の宣教司牧に尽力されたアウグスチヌス傘木澄男神父が８月８

日帰天され、８月 10 日に通夜、11 日に葬儀ミサ・告別式が大阪

カテドラル聖マリア大聖堂で執り行われた。 

 傘木神父は 1929 年長野県に生まれ、1955 年北浜教会で受

洗、1963 年司祭叙階、1968 年～1985 年まで英知大学で法学、

神学などを教えられ、その間６年間学長も務められた。大学を

退かれた後は北浜・夙川・宝塚・豊中の各教会の主任司祭とし

て、そして人生最後の４年間は神戸地区の司祭としてミサと司牧にあたられた。 

 葬儀ミサ・告別式は８月 11 日 11 時より夏の熱気にむせ返る満席の大聖堂で執り行われ、その中で傘

木神父の人となりやエピソードが語られた。英知大学でともに過ごした松本神父からは「実直な人」の

面が、また最後の生活をともにしたポポン神父からは「やさしいおじいさん」の面と他方で責任感をも

って最後までやりとげる「イエスキリストの武士」（ペンケレシ神父評）など多様な相貌が紹介された。 

 司式された前田万葉枢機卿の追悼句   傘木師の十字架の木や夏木立 



こんにちは。 

神戸滞在中は、親子で大変お世話になり沢

山のおもてなしに感謝、感激でした。(^_^) 

帰路、仙台空港に降り立つと雨が降り、気温

は 20 度以下でした。 

さて、「ふくしま通信」への原稿の依頼を

受けて、私達が暮らす南相馬市についての現

状を少し書かせて頂きます。 

南相馬市は太平洋側に沿った南北の細長

い市で、北から鹿島区、原町区、小高区と並

んでいます。北接する相馬市では、震災後８

年ぶりの海開きがニュースになり、鹿島区の

沿岸部では、風力発電の大きなプロペラ４基

による電力の供給も始まりました。 

また大手スーパーは開店時間が短いなが

らも営業を再開、車が使える人には不自由感

は減少しているようです。また運転しない人

達のために、週３回のシャトルバスや 600円

タクシー等の新しい取り組みも始まり不便

解消の手立ても始まっています。小高区は、

帰還者が少なく車も店もまばらです。閉店や

撤退した店舗・病院等が多く、子どものスポ

ーツ用品を買うために市外・県外にまで行く

こともあり、病院も絶対数が不足しているた

め、常に混雑し同じように市外・県外まで受

診のために行く人もあると聞いています。娘

が通う小学校では、震災後 8年目を迎え、校

庭の土を入れ替えたこともあり運動場の使

用制限がなくなりました。 

プールも再開していますが震災後、外遊び

の出来なかったある年代の子ども達には、自

転車に乗れない子どもが結構いるという現

象が起きています。除染が進み、除染土の一

部は双葉町の中間貯蔵施設に運ばれたり、公

共工事での再利用が検討されていますが、Ｊ

Ｒ常磐線は南の浪江駅～富岡駅間、約 20 キ

ロが不通のままで、復興現在進行形といった

ところです。       （M.I.） 

ふくしま通信－第 1７号－        

 

今号は、先日無事終了しました“ふっこうのかけ橋”

2018に参加されたお母さん方から原稿を頂きました。

暑さのピーク時に開催されたプログラムでしたが、子

ども達もお母さん方も、神戸でのひとときを満喫され

たようです。 
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       “ふっこうのかけ橋”実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様の温かいお心遣いに深く感謝しま

す。今回は国宝姫路城や、大人は京都まで

ご案内いただき、関西を満喫しました。子

供たちも有名な六甲山に神戸の子供たちと

一緒に登り、寝食や遊びを共にしたのは、

成長する心の大きな糧になったでしょう。 

震災から復興した神戸とそこで暮らす皆様

に励まされ、心の目が開かれ、未来に向か

う希望をもらいました。広島に世界で最初

の原爆が落とされた日であり、今年の平和

旬間のはじまりである 8月 6日がキャンプ

最終日であったことも、福島で生活する私

達にとり、とても意味深いことでした。世

界のすべての人々と話し合い、手を取り合

って平和な世の中を築かねばなりません。

そのことを神戸で学ばせていただきまし

た。        佐々木 穎美 

 

5日間本当にありがとうございました。 

発熱後すぐだったこともあり参加させる

か迷いましたが、お言葉に甘えさせてい

ただき感謝いたします。 

 帰ってきた息子はどことなく自信がつ

いたように見えます。教会のお御堂が素

晴らしかったこと、カヌーやキャンプフ

ァイヤーのこと、たくさん教えてくれま

した。とても良い経験ができたようで、

良かったです。       （K.A.） 
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神戸地区 墓 地 の ご 紹 介 
(神戸地区墓地委員より) 

 
 

神戸中央教会 天国の門グループ 門田 真 

 

神戸地区には、教区管理の墓地「神戸市立舞子墓園のカトリック墓地地域」と「神戸市立鵯越

墓園とべら地区の墓地」があります。「鵯越墓園」は神戸中央教会が灘、中山手、下山手と統合し

た折、下山手教会墓地委員会が管理運営を教区へ移管しました。また、「舞子墓園」も神戸地区墓

地委員会での管理運営が困難になり、2006年頃に教区へ移管しました。神戸地区墓地委員会は元々

「神戸市立舞子墓園のカトリック墓地地域」を管理運営していた組織で、同墓地を主に使用する

住吉・兵庫・たかとり・北須磨・垂水・鈴蘭台と神戸中央の墓地委員で、組織されています。 

 共同埋葬所は、埋葬余裕が無くなり、地下水が溜まるなどの状況があり、舞子墓園が 2007 年、

鵯越墓園が 2009 年にそれぞれ新しく建て直されました。カトリック墓地と呼ばれてはいますが、

個人墓地使用者が神戸市へ直接返還した場合、新規の使用者は神戸市が選定するので信徒とは限ら

ず、また、使用者のご遺族が他宗教の場合、他宗教の墓碑も建てられております。 

 現在、全ての管理運営が教区本部で行われており、神戸地区墓地委員会の活動は、11月の合同墓

参前に教区本部管理課の招集案内があり、舞子と鵯越それぞれの墓

地の準備や進行役・案内役などの役割分担、及び使用状況報告を聞

き、各小教区へ報告や小教区内での信徒への墓地案内、場合によっ

ては、納骨式の立会いを行なっています。 

それぞれの墓園には、個人墓地(一区画、約 1.65㎡）、遺骨預か

り（骨壷状態で預かり、移動や分骨可）、共同埋葬（納骨後の取出

し不可）の納骨方法があります。現在、新規申込可能な墓地は「と

べら」、遺骨預かりは「舞子」、共同埋葬は「とべら」「舞子」の両納骨所です。 

※神戸中央教会では墓地係の小さな共同体を「天国の門グループ」と呼んでおります。 

      

◆◆お申込方法 *************************************************************************************** 

小教区の墓地委員または教会事務所にて申込用紙を準備しています。契約は以下手順となります。 

1：教区本部事務局、教会事務所または墓地委員へ市町村区長発行の火・埋葬許可書、又は改葬許

可書を添えて、申込用紙・誓約書を提出（生前予約は埋葬/ 改葬許可書は必要ありません） 

2：小教区担当司祭の承認 

3：教区本部事務局に使用料のお支払いで使用許可書を発行 

4：納骨日打ち合せ（教区本部事務局又は小教区にて）「納骨届」（様式４）を提出 

5：納 骨：先に所属教会の神父に納骨のご相談の上（日時など）、使用許可書を持って小教区又は 

      教区本部事務局納骨所担当者の立会のもとに納骨します。 

ご質問などありましたら小教区事務所/墓地委員又は大阪大司教区本部事務局でお尋ね下さい。 

❖カトリック大阪大司教区本部事務局 管理課 

TEL 06-6941-9705(平日 9:30～16:30) Mail:kanri@osaka.catholic.jp 

 

◆◆神戸地区 小教区管理墓地紹介 （詳細は各教会へお問合せ下さい）***************** 

 「カトリック六甲教会墓地 長峰霊園内」  六甲教会管理  連絡：TEL 078-851-2846  

 「カトリック三田墓地」         三田教会管理  連絡：TEL 079-562-4404 

 「カトリック明石教会墓地・石ケ谷墓園」 明石教会管理  連絡：TEL 078-911-6330 
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2018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・出席者 

日時：2018年 7月 1日（日）14：00～16：30   場所：鈴蘭台教会 

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 

    エキュメニカル ふっこうの架け橋 一粒会 その他関係者 

２．地区長から地区評議会への挨拶 

①神戸地区評議会へのメッセージ 

再宣教 150周年ということでこの 1年私たちも福音宣教の方策を探っていく。また前田枢機卿

の方針にあるように、規約の見直し、司祭と信徒の役割の明確化と両者が「きょうどう」して

福音宣教を進めていくことも既にスタートしている。今、思い切ったことが出来るのではない

かとの思いがある。まず、些細なことから始める。例えば、教会の回り持ちで行っている地区

評議会を神戸中央教会で毎回行うようにする等を試みることも出来るのではないか。 

②大阪教区宣教司牧評議会報告 

6月 24日開催予定が 9月 30日(日)に延期。10月の地区評議会で報告。 

３．議事内容 

－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  ：「平和な世界という夢を分かち合おう」～排除のない世界を求めて～ 

日時・会場：8月 4日(土) 13:00～16：00  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 

②教区国際協力の日 

日時・会場：10月 14日(日) 12：30～     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、8月 25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

あり。 

 ③パウロ書店のサポートについて 

4 月の地区評議会で確認したパウロ書店をサポートする具体策として、「ワンボックス ミッシ

ョン」「教会ネット」で書籍や物品等の委託販売を小教区で引き受ける。また、バザーでの販

売、その際の書籍・物品の搬入搬出の補助等各小教区が協力出来ることは何かを協議。パウロ

書店の活動を今後も続けて支えることを確認。 

－B 提案事項－ 

①神戸地区大会について 

・参加者、510名(プログラム残部からの推測数)～700名(会場空席数からの推測数)  

・大会経費予算オーバー。予備費より補填が承認される。 

・当日の会場での献金(\260,323)は、「NGO神戸外国人ネット」へ全額寄付されることが承認さ

れる。 

・アンケート集計結果、地区大会は概ね好評の内容多し。 

→高橋地区長より、「よく準備がなされ結果はよかったので実行委員には感謝。ただ、これが 

宣教の実り・教会の活性化につながるのか(本来の教会の姿だろうかと思う)。実施期間を 4

～5年あけるとか、地区大会そのものの見直しなども検討すべきと思う。」との発言があった。 

②2018年度“ふっこうのかけ橋”の進捗状況 

日程：8/2(木)～6(月) 神戸滞在 8/3(金)～5(日)神戸合同キャンプに参加 於 神戸市立自然の

家 

・予算上、収支の差額(不足分)\210,000を募金目標とする案が了承された。募金は 7月中実施。 

・バンダナ製作費 28万円に対し売れ残りを勘案して、収益を 25万円として計上。 
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③ジェラ―ル・グイノ神父作成のスライドショーの紹介 

再宣教 150 周年を記念してグイノ神父が作られた『ピエール・ムニクウ神父 略歴』のスライ

ドショーが、武庫之荘・住吉両教会のホームページで見ることが可能。小教区にも案内し、多

くの人に見てもらいたい。 

④各小教区の会計報告と開示の状況について 

『時報』7 月号で、教区の会計報告が掲載されている。各小教区はどのような形で会計報告を

行っているかを尋ねたところ、ほとんど小教区が書面や教会報等で信徒に開示していた。 

⑤7/16(月・祝)の「司教叙階ミサ及び枢機卿親任報告」への対応 

バスを仕立てて信徒を動員する必要はないと考え、神戸地区は自由参加とする。 

４．委員会報告 

①養成委員会（氏家）：6/3日(日) 定例委員会 於 神戸中央教会。 次回会議 9/2(日） 

・2018年度改選のあった小教区報告：新任、神戸中央教会 中野氏(神戸中央教会副議長) 

・神戸地区養成委員会(秋期) テーマ：「教区再宣教 150周年」―神戸地区の歴史を学ぶー 

→講師はグイノ神父：「神戸地区当時のパリミッション会宣教のビジョン」(9月 or11月予定) 

（「今の私たちの時代に宣教するには何が必要か。私たちはどうすべきか」を考える） 

・各小教区における信徒奉仕職についての確認。教区より改訂版が出される予定。 

・2018年度地区養成チーム代表者会議は、11/10、2/９の予定。 

・パウロ書店への広報販売協力を依頼。 

・教皇メッセージを学ぶ。(再宣教 150周年に絡ませる働き) 

・レンゾ・デ・ルカ神父講演会 11/６(土) 14:00  於 六甲教会 

②社会活動委員会（岩佐）：6/3(日) 第 2回定例会議 於 北須磨教会。 次回会議 11/4(土) 

・「社会活動委員会のつどい」、神戸地区の参加者 10名。アベイヤ補佐司教の講話(詳細は『時

報』6月参照)。 

・7/7(土)シナピス学習会。講師：荘保共子「こどもの里」理事長 於 垂水教会 

・クリスマスチャリティーコンサート 12/１(土)→申し込み締め切り 8/12 

・静修会は 2月 or3月の予定。 

・船員司牧活動、Sr.前田フィリピンへ異動。後任の神父、Sr.を依頼中。 

③広報委員会（北岡）：次号 8/19(日)発行予定、1500部 (印刷、編集会議 8/18 於 住吉教会) 

④青年委員会（広部）： 

・今後の予定：8/3～5  ふっこうのかけ橋キャンプ(於 六甲自然の家) 

       8/17～19 青年と子どもの錬成会    (於 愛徳学園) 

       9/2    神戸地区青少年 BBQ大会 (於 神戸中央教会) 

 →BBQ 大会では、神戸地区の信徒の青少年及び教派を越えて青少年への声掛け。また、大阪

教区の青年による教区内イベント情報を共有(フェイスブック活用)する。 

５．その他 

①エキュメニカル（角田）：前田万葉枢機卿がＫＢＨの理事に就任 

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）：5/19(土) 一粒会委員会 於 大阪大司教区司祭館 

・神学生、志願者について：グスマン助祭 4/15夙川教会助任司祭着任 

上田憲助助祭 4/15玉造教会助任司祭着任 

チン神学生松山へ、サオー神学生カタリナ大学進学希望(帰化申

請中) 

・2017年度決算→経常収入、前年比 106.6％(経常支出は前年比 90.5％)。 

その他、ビアンネ館閉鎖に伴い光熱費・通信費等が不要になる。 

・仁豊野ヴィラの現状報告(入所されている方々の平均年齢 89歳)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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福者ユスト高山右近ゆかりの地を訪ねて 
                   

川口 素子（明石教会） 

右近ゆかりの地を訪ねる巡礼をして来ました。始めは羽咋郡志賀町の右近墓所で、民家のすぐ裏

の山の中でひっそりと苔むした石が右近の墓で、右近の孫が殉教地マニラから遺骨の一部を日本に

持ち帰ったと言われています。10分も登らないのに、深い山のような静けさと神秘的な雰囲気を漂

わせる場所で、鳥のさえずりや風の音が聞こえました。 

2日目はまずカルメル会が建てられた七尾教会に伺い、高橋神父司式のミサに与りました。教会

によってなんと感じが変わるのでしょうか。七尾教会はマリアゴレッティの聖遺骨があり、とても

清らかな雰囲気でした。ミサ後は信徒の方がコーヒーをごちそうして下さいました。又、昼からは

本行寺に伺い小崎住職の愉快な説明を聞きながら、右近の修道所跡や隠れキリシタンの秘仏などを

見ました。着物の絵柄がマタイ福音書で、隠れキリシタンの人たちは常に福音書を身に纏って暮ら

していたのかと昔の人の信仰の厚さに感心しました。また、右近が築城に係わった高岡城跡に行き

右近の井戸や右近像を見学、帰りには咲き乱れるチューリップも見ることが出来、花と新緑の美し

さを愛でる 1日でした。 

3日目は金沢城の右近の屋敷跡やキリシタン住居跡など

を散策後、金沢教会に伺い聖遺物前で黙想しました。金沢の

町中にそれとなく右近の影を偲びました。 

天気にも恵まれ、大変素晴らしい巡礼をすることが出来     

ました。 

 

 

 

 

 

 

■三田教会 

≪活動報告≫ 

1.中川主任司祭が 10月１日から神戸西ブロックに異動されるため、主任司祭が不在となる。 

2.6月 24日（日）ミサ後、信徒約 55名が参加して小教区信徒総会を開催。2017年度各委員会等の

活動結果及び小教区決算、2018年度活動計画及び小教区予算を承認した。 

3.聖堂耐震補強及び改修工事を 6月から着手、8月末完成の予定で工事が始まっている。 

4.教区再宣教 150周年企画の巡礼指定教会に指定されているが、巡礼は工事の都合で 10月からに

お願いしたい。 

≪カレンダー≫ 

9月 9日（日） 9時 30分～ 敬老のお祝いミサ  ミサ後、お祝いパ―ティー 

9月 30日（日） 9時 30分～ 聖堂改修工事完成お祝いミサ 

ミサ後、聖堂改修工事完成お祝い会＆中川神父送別会 

10月 14日（日）11時～14時 ふれあいバザー 

  

  

志賀の右近 高岡の右近 
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2018年 ７月度中ブロック 3教会協議会議事録 

日 時：2018 年 7 月 15 日（日）14：00～ 

場 所：カトリック兵庫教会  

出席者：大久保神父 鈴蘭台…濱崎、金田 

たかとり…トゥン、橋本 兵庫…脇田、中島 

【報告事項】 

① 中ブロック 3教会協議会の開催回数について 

・2か月毎→3カ月毎開催の実施→特に問題なし。 

② 神戸地区大会の感想、今後の方向性。 

・地区全体の信者が集まることに意義がある。  

・何のために地区大会を行うのか。（宣教司牧評議会

という名前で行っているのに、宣教がおろそかに

なっている？） 

・その他、個々について意見有。 

【検討事項】 

① 神戸中ブロック会計監査の件 

・教区から会計監査をブロック全体で行うよう指示。

三田教会を含め 4 教会で予定を組む。 

・今後、4 教会で神戸中ブロック会計監査を行う。 

② 9月 30 日(日)神戸中ブック 3教会合同ミサの件 

・6月 17日に実行委員会、橋本さんが世話役に。  

・ミサ献金は世界難民移住移動者の日に充てる。  

・イベントの売り上げは鈴蘭台のバス代に充てる。 

③ 2019年度中ブック 3教会合同堅信式の件 

・担当委員：たかとり（寿賀、ミン）、兵庫（平井、中島）、

鈴蘭台（徳良、吉武） 
 

・それぞれの小教区で勉強会。月 1回のペース。  

④ 再宣教 150周年、各小教区の取り組み 

・鈴蘭台→ピエール・ムニクウ神父のスライドを利用。 

・たかとり→皆で祈ることを検討中。 

・兵庫→現在未定。 

・巡礼は各信者が自主的に。 

⑤ 前田大司教様、枢機卿叙任の件 

・大久保神父より枢機卿についてお話あり。 

⑥ 神戸地区宣教司牧評議会のセントポール神戸への

サポートについて 

・セントポール(女子パウロ会)は現在高齢化が進み、

人的支援が必要。手始めにワンボックス・ミッション

(書籍のパック)販売をする方向。 

⑦ 西日本豪雨支援金について 

・各小教区の事情に応じて募金活動を行う。 

⑧ 神戸中ブロック編成について 

・大久保神父より中川神父の体調により中ブロック 4

教会を 3司祭で司牧する体制についてお話有。 

⑨ 大久保神父の夏季休暇の件 

・8 月 15 日～25 日までの間。その間の緊急連絡はブ

レーズ神父。 

⑩ 大黒公園結核診断の件 

・10 月 21 日に行う。近隣の方なら誰でも可。 

【終わりの祈り】 大久保神父 

次回の協議会 9月 16日(日)14：00～ たかとり教会 

～～～若年性認知症交流会「おひさま」～～～ 

皆さんは若年性認知症という病気を知っているでしょうか。65歳以下で認知

症と診断された方が対象で、老年期の認知症と区別して語られることが多い疾患

です。例えば一家の主が若年性の認知症になると収入が途絶えます。年齢は若い

ので介護保険の使えるデイサービスなどでは、老人と違う対応を迫られるので、

デイの方からお断りをするケースなども目立ちます。そんな方々と好天気に恵ま

れた 6月 16日の土曜日、神戸市社会福祉協議会が主催している、若年性認知症

交流会「おひさま」のメンバー8組(ご本人とその家族)と兵庫教会でバーベキュ

ー大会を行いました。 

厚生労働省が新オレンジプランの中で、認知症カフェ奨励をした結果、各地で

認知症カフェは増えて来ていますが、若年性に特化した取り組みは

まだまだです。   

私たちに出来るのは若年性認知症の方の生活の質を少しでも高め

ることぐらいしか出来ないのが現実です。これを読まれた方で興味

のある方がおられたら、来年も 6月くらいにバーベキュー大会を行

うつもりですので、協力してください。よろしくお願いします。 

   (兵庫教会 脇田英二) 
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≪東ブロック 教会だより≫ 

■住𠮷教会 

玉之浦 椿に想ふ パウロ三木 

 
アントニオ・ジェラルド・滝川晃  

この度、私の詠んだ俳句が神戸地区大会の俳句コンテストで佳作に入選し本当に驚きました。句

の椿は 2012年 12月、故・溝部司教様が待降節の黙想会指導に来られた時に、日本二十六聖人列聖

150年を記念して長崎県五島から取り寄せた「玉之浦」という品種を自ら植樹下さいました。住吉

教会の守護の聖人、聖パウロ三木のご像と春の訪れを告げる玉之浦椿は教会の玄関入り口でいつも

人々をやさしく迎えてくれます。 

聖パウロ三木は 1564年（永禄七年）に武士の家に生まれ、1568年

（永禄十一年）受洗、パウロという洗礼名を頂かれました。安土城下

にセミナリオ（神学校）が開設されると一期生として学び、広く学問

を収められ、22才でイエズス会に入会。数か月後には司祭にという

時、秀吉の禁教令により捕えられ、同志と共に京都から長崎の西坂ま

で引き立てられ処刑されました。（聖パウロ三木についての詳細は住

吉教会ＨＰをご覧ください） 

 

■六甲教会 

「あっ、教会のおばちゃんだ」 
 高橋恵美  

 六甲教会に移って 20 年になります。我が家の五人娘も教会に通い、ミサに授かり、土曜の教会

学校で学び、友達と遊び、神父さま・信者の方々に見守られ、楽しく心豊かに（？！）育てて頂き

ました。今は四人が成人しました。幼い頃からの性格も特徴も五人五様で、無我夢中で子育てをし

ました。たくさん笑い、たくさん泣きました。育児書を読んでも、上の子の時にしていたやり方を

してみても、上手くいかない時、以前通っていた教会で、先輩のお母様方が色々なアドバイスを毎

週して下さって、それでとても心が落ち着き、参考になっていたことを思い出しました。  

 私の子育て時代は、お砂場デビューをして、近所のお母様方と子

育ての話をして参考にしたり、教会でミサの後に母子で集まり、今

困っていることを分かち合うことで、悩んでいるのは私一人ではな

かったと気づき、ホッとして、また一週間子どもと関わる元気を頂

いていたと思います。 

子育ては、きれい事では出来ないし、その時、その時、一生懸命

です。今一生懸命に泣き笑いしながら子育てをしている父母様方と

分かち合いたい、そして「未来の宝」とたくさん関わりたいと願い、

昨年秋より第 3日曜日 10時のミサ後に、幼児を持つ父母の集いをし

ています。幼い子の親であればどなたでも参加して頂き、様々な分

かち合いができれば幸いです。10年後の教会に多くの若者が集える

教会になればよいと思います。 

■神戸中央教 ☎ 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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北須磨教会 TOPICS 

青少年委員会主催バーベキュー 
7月 15日（日）ミサ後、青少年委員会主催のバー
ベキューが行われました。好天の下、約 20名が
参加し交流を深めました。 

 

 

2018 年度第 2 回 西ブロック 4 教会連絡会 
 

日 時 ： 2018年 7月 22日(日) 14:00～17:00 
場 所 ： 北須磨教会 
出席者 ： 高橋神父、4小教区代表者、4小教区財務担当者(オブザーバー) 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900  

9月 8日 (土) 主日前晩ミサ 19:00～ 
9月 15日(土) 主日前晩ミサ 19:00～ 
9月 23日(日) 敬老会 
10 月 14日(日) 西ブロック合同堅信式 10:00～ 
10月 20日(土) 主日前晩ミサ 19:00～ 
11月 3日 (土) 死者追悼ミサ 
12月 2日 (日) 待降節黙想会 
 
垂水教会 TEL 707-4434・FAX 203-1355 
8月 15日(水) 聖母の被昇天ミサ 17:30～ 

ミサ後：納涼会 
8月 26日(日) 11:30～12:30 

西日本豪雨災害支援チャリティーコンサート 
9月 2日(日) 西日本豪雨災害支援 ミニバザー 
9月 9日(日),16日(日) 園遊会(信徒の作品展示) 

10月 28日(日) バザー 
11月 2日(金) 死者追悼ミサ 
11月 4日(日) 11日(日)クリスマス・ミサ用品販売 

12月 2日(日) 共同回心式 
 
北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
9月 9日 (日）北須磨評議会 
9月 16日(日）敬老会 
9月 22日(土) 前晩ミサ 6:30～ 
9月 29日(土) 前晩ミサ 6:30～ 
10月 27日(土) 前晩ミサ 6:30～ 
11月 4日 (日) 北須磨評議会 
11月 10日(土) 前晩ミサ 6:30～ 
11月 18日(日) 七五三 バザー 
11月 24日(土) 前晩ミサ 6:30～ 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
8月 19日(日) フィリピンの日(タガログ語歌) 
9月 2日 (日) 9・10月度評議会 
9月 8日 (土) 前晩ミサ 19:00～ 
9月 16日(日) フィリピンの日(タガログ語歌) 

10月 13日(土) 前晩ミサ 19:00～ 
10月 21日(日)フィリピンの日(タガログ語歌） 
11月 4日 (日) 墓地訪問 
11月 10日(土) 前晩ミサ 19:00～ 
11月 18日(日) フィリピンの日(タガログ語歌) 
       11・12月度評議会 
11月 21日(日)大掃除・クリスマス装飾 
 

１ 開会あいさつ（高橋神父）、 
宣教 150周年の祈り 

２ 前回議事録の確認(了承) 
３ 協議事項 
・ブロック共通費の分担について 
洲本教会を含む4教会が地区評の分担比率
に基づき、6ヵ月毎に支出教会の請求に基
づき分担する枠組みに合意。 

・10月以降のミサ時間について 
中川神父が西ブロックの協力司祭となる
ことに伴い、ミサ時間の再検討について高
橋神父より意見を求められた。「前晩ミサ
を日曜に戻せたら」、「今後再度前晩ミサに
戻る可能性があるなら今のままで」等の意
見もあったが、各意見を参考に神父様方で
相談して頂き、次回連絡会(9/9)で説明を
受けることとなった。 

４ 調整事項 
・合同堅信式準備について 
信徒代表あいさつ(北須磨)はお知らせの
後に行う。/堂内献金は４教会の分担比で 

西ブロック 

分け、取り扱いは各教会で。/信仰宣言を
入れるか否かは高橋神父が教区に確認。 

・青年と子供の練成会サポートについて 
8/17夕食（北須磨）、8/18昼食・夕食（垂

水）、8/19昼食（明石）/参加人数は８ 
月第１週頃決定/プログラムは完成次第送
付予定。/米は各教会で調達。 

・通夜司式者新規養成研修日程について 
10月 21日(日)午後に研修会を予定する。 

５ その他 各教会行事予定 
（明石）7/1に防災訓練を行った。 
（洲本）8/15スイカパーティー 
（垂水）10/28バザー 
（北須磨）9/2防災訓練・12/9共同回心式 
明石教会と垂水教会の共同回心式希望日
が 12/2で重なっているため調整する。 

６．閉会の祈り、派遣の祝福 (高橋神父) 
 
次回ブロック連絡会予定 
9月 9日（14:00） 於：垂水教会 
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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 

 

 

エキュメニカル活動クリスチャンセンターKBH 

 

クリスチャンセンター神戸バイブル・ハウスは、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

な集会にご利用いただけます。開館は１１時～１７時です。 ただし、土・日・祝祭日は原則休館です。今後とも、ご支援をお願

いいたします。事務局：☎ / 078-252-1966 （月曜～金曜 11：00～17：00   受付）  ホームページ http://ｋｂｈ－ｂｉｂｌｅ．ｊｐ 

■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 10：30～17：00   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 毎火曜 14：00～16：00 

         於：カトリック神戸中央教会/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。 

 

■兵庫 生と死を考える会 
9  ●9 月 18 日 14 時～ 講師：横山正和  於：六甲教会  

「死別体験者はグリーフケアを経て元の自分に戻れるか」 

1 ●10 月 21 日 14 時～ 講師：篠田美香  於：六甲教会  

 「自分自身でできるセルフケア」一般 700 円会員 500 円 （9/18 も同） 

●11 月 18 日 13 時～16 時半。 講師：柳田敏弘神父・高木慶子

於：夙川教会   参加費：有料。事前申し込み必要 

お問合せ：☎ 078-805-5306 
 

■カトリック六甲教会 秋の黙想会 
日時：12 月１日(土)10 時 30 分〜15 時（ミサ 14 時 15 分〜）  

指導司祭：中井淳神父（イエズス会） 場所：六甲教会主聖堂 

対象：どなたでも   参加費：無料    事前申込み：不要 

詳細は後日発行のチラシを参照ください。 

■いのりの花束 11th 東日本被災地支援チャリティコンサート 

マザー・テレサに捧げる歌、金子みすゞの童謡もお届けします。 

日時：9 月 29 日（土） 開演 14 時  於：カトリック神戸中央教会 
チケット：一般:前売り券 2000 円 当日 2500 円 小学生以下無料 

前売り券発売所：St.ポール Kobe。どなたでも参加できます。 

お子さま連れも歓迎です。バギー、車椅子でも入場可。 

 

■第 3回「福者ユスト高山右近 列福記念講演会」 

日時：10月 6日（土）14時〜16時  無料。申込不要 

講師：レンゾ・デ・ルカ神父（イエズス会日本管区長） 

場所：六甲教会、イグナチオホール   対象：どなたでも 

テーマは 8 月中旬に発表予定。詳細は後日発行のチラシ参照 

 

■第 5回「ユスト高山右近の足跡を巡る旅」（2泊）           
期日：10 月 25 日（木）〜27 日（土） 2 泊 3 日 行き先：金沢 
対象：どなたでも。日程表や費用等、9 月上旬に発表予定。  

申込：六甲教会受付備え付けの申込用紙に参加費を添えて。 

 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 

～祈りとともに歩む～  オルガニスト浅井寛子氏を迎えて 

日時：10 月 28 日（日） 13：30 開 場 14：00 開演 入場無料 

場所：カトリック六甲教会 主聖堂 

演奏：浅井寛子氏（カトリック聖イグナチオ教会オルガニスト） 

 曲：J.S バッハ アリアと 30 の変奏曲（ゴルトベルク変奏曲） 

 

■第 60回 神戸市民クリスマス 
日時：１２月１４日   場所：日本聖公会神戸聖ミカエル教会 

◆第 89回聖書セミナー 

日時：８月３１日（金）13：30～15：30。9 月 1 日（土）10：００  

        ～12：00 と 13：30～15：30 の３講話があります。 

講師：雨宮慧神父 ( 上智大学名誉教授 ) 

テーマ：「揺れ動くことのない預言者―第一イザヤ」 
 

◆第 90回聖書セミナー 

9 月 25 日、10 月 9/23/30 日(何れも火曜)１３：３０～１５：３０

講師：水野隆一師（関西学院大学教授） 

テーマ：「日本語聖書を読み比べ」 

※前田万葉枢機卿がクリスチャンセンター神戸バイブル・ハ

ウスの理事に就任されました。お知らせ致します。 

◆KBH「キリスト教の世界」セミナー 

日時：9 月 4 日（火）14：00～15：30 

主題：「聖書の豊かさを味わう」 

講師：松浦信行神父（高松/桜町教会） 

サブタイトル：「聖書の人間的理解―カトリックの結婚講座から」 
 

 

◆アーティストの作品展 「版画と書のコラボ展」 

期間：10 月 16 日 (火)～20 日（土） 

◆ふれあいバザー 

日時：11 月 17 日(土) 11 時～   献品、お待ちしております。 

◆写本 聖書の集い  毎月第 3 火曜、14 時～ 

【編集後記】 
記事を持ち寄ることで、「つながり」のメンバーの心

が一つになっている気がします。教会、ブロックを越え

た絆を紡ぎながら内容のある広報誌が創り出されてい

ます。時には突然予定していた行事がとり止めになっ

たりすることもありますが、その穴埋めを含めて完成さ

れていきます。各教会の活動状況、勉強会を参考に互

いが吸収し合い、成長できればと思います。（Y.Y.） 

 ホームページ  http://catholic-kobe.org/ 
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