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親愛なる神戸地区の兄弟姉妹の皆さん 

 名誉大司教 池長 潤 

 

主のご降誕の喜びを祝う日が近づいてまいりました。今日から待降節の歩みが始まります。

待降節は、わたしたちに会いに来られる主を迎えるための準備をする期間であると同時に、

キリストの再臨を待ち望み、その備えをしながら、自分が神を待ち望んでいることを確認す

る期間でもあります。 

では、この待降節をどのように過ごし、どのように準備をすればよいのでしょうか。その

ヒントは、聖書のあちこちに書かれています。その中で一番大事なことは「愛すること」で

はないでしょうか。「わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい。これが

わたしの掟である」（ヨハネ 15：12）とあるように、神様は私たちが互いに愛し合うことを

望んでおられます。この愛は、自分が愛する人にだけ向けられるべきものではありません。

愛する家族、愛する友人、愛する共同体の仲間だけに留まることなく、私たちの愛を待って

いるであろう小さな人々、谷間におかれた人々、誰にも顧みられることのない人々にも向け

られるべき愛があるはずです。実際に私たちはそういう人たちに愛を伝えられているのでし

ょうか。イエス様が私たちを愛してくださったように愛せているでしょうか。主のご降誕を

待ち望む私たちは、今こそ自分自身と向き合い、イエス様の教えを実生活で生かせているの

かをきちんと考える必要があります。待降節を、自

分自身を見つめなおし、また、神様と向き合う期間

ととらえ、しっかりと準備をしていきたいものです

ね。 

そして、クリスマスに洗礼の恵みをいただこうと

準備をされている皆さんと、その人たちを迎える兄

弟姉妹の皆さんとともに、主のご降誕を喜び祝いた

いと思います。 
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Ambiance de Noel 
(クリスマスの雰囲気) 

 

エマニュエル・ポポン神父 
 

知らない人にフランスの Noelの雰囲気を説明しようとすれば、夜と寒気から始めたいと思いま

す。わたしが生まれたジュラ地方では、12月になると温度は零度に近くなります。昼間が短く、

太陽が恋しくなります。その暗い冷えの中、Noelは暖かさを運びます。暖かさといえば、もちろ

ん暖炉のある家の中の暖かさですが、それより人と人との間の暖かさを思い出します。その暖か

さは家族の中での優しさから始まりますが、家族の輪を超えて、他人に及びます。 

Noelになると苦手な人、知らない人でも、親しく感じるようになります。そして Noelの特徴

は、普段無視されている厳しい寒さの中に路上生活者や、孤独な生活をする年配の方、病院の患

者さんとか、つまり苦しい思いをしている方々のために、思いやれるようになることです。 

要するに、兄弟愛を感じます。消費主義がそれを脅かしていますが、Noelの祝いがなくならな

い限り、この時期こそ兄弟愛が勝利すると信じたいです。子どもの頃、ほとんどプレゼントにし

か目がいかなかったが、教会やいろんなグループでは兄弟愛を生かした活動をしていました。 

どうしてこの時期になると、思いやりを感じるようになったのでしょうか。今考えてみると、

気候の状態と関係あると思います。寒さの中で他人を無視することができなくなります。それは

誰でも自然にそう感じると思います。Noelは他人を助けるだけではなく、親しく思うようになり

ます。それは幼子イエスに根ざしてしていると思います。イエスの家族は冷たい扱いをされまし

た。そして天使たちは偉い人たちよりも羊飼いたちに誕生の知らせをしました。父と言われてい

る神様は放って置かれる人を大切にすることを宣言されまし

た。同じように、楽に生活している人はそう言う人を大切にし

なければなりません。兄弟として思うまで。 

フランスの Noelを思い出すと、兄弟愛の暖かさが強く感じ

られます。  

皆さんにとって今年は兄弟愛で満たされた Noel。Noelだけ

ではなく、兄弟愛で満たされた人生になるように。 

 

 
 

 

 

 

 

サンタクロースは実在の人物？ 

実在の人物です。モデルは、3～4世紀にリキュア（現トルコ）のミュラの司教だった聖ニコラ

ウスです。ニコラウスは慈悲深く、多くの貧しい人を助けたと伝えられています。ある日、聖ニ

コラウスは、貧しい 3人の娘が住む家の暖炉にこっそりと金貨を投げ込んで、幸せな結婚をさせ

たという話が、特に有名です。サンタクロースが、煙突から入って、暖炉のそばの靴下にプレゼ

ントを入れるという言い伝えは、ここから生まれたようです。 

ニコラウスの伝説は各国に広がり、3人の娘の話がもとになって、ニコラウスの祝日である 12

月 6日に、子どもに贈り物をする習慣が生まれました。ドイツ、オランダ、スイスを始め、ドイ

ツ語圏の国々では、子どもたちへのプレゼントは、いまでもクリスマス・イブではなく、12月 6

日です。 

ちなみにサンタクロースとは、聖ニコラウスを表わすオランダ語が、アメリカに渡ってさらに

訛ったものだそうです。                 （カトリック中央協議会 HPより） 
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ミシェル・コーナン神父、ようこそ神戸地区へ 

そしてお帰りなさい !! 
 

 

コーナン神父の神戸地区着任は、今回で 3 度目（1962/11～１964/11。1969/11～1974/

１１）です。親しい方も多いと思いますが、略歴をご紹介いたします。 

★１９３４年８月9日 フランスで誕生 ★１９６０年１２月２１日 司祭叙階 ★１９６２年１１月 来日 

青年時代、北アフリカのアルジェリア戦争に従軍。熱い砂漠の戦場で極限状態に

立たされ、人間の惨さを体験。この体験が聖職者への道を歩む動機となったそうです。 

【メッセージ】いかなる時も主と共に在りますように。 

【信徒の声】コーナン神父は来日されて間もなく下山手教会へ着任。JOCのリーダーとして活動 

をしていた私はコーナン神父にジョシストの養成、信仰養成.指導をお願いしました。 

また、一緒に登山をしたり、関西弁の手ほどきをしたり、共に青春を謳歌させて頂 

      きました。長男の結婚式を司式して頂くなど個人的にも大変お世話になりました。今 

また神戸中央で再会できたことを大変嬉しく思っています。（小林 昇/神戸中央教会） 

 

 

一粒会よりの近況報告とお願い 
 

大阪教区一粒会委員長 山口 吉樹(明石教会) 

平素は一粒会にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

本年度は３月２１日（春分の日）にエリック・バウチスタ・デ・グスマン助祭とパトリック上田憲

助祭のお二人の司祭叙階式を迎える事が出来ました。エリック・バウチスタ・デ・グスマンさんは

夙川教会(助任司祭)でご活躍です。又、上田憲さんも玉造教会(助任司祭)でご活躍されています。

本日現在、大阪教区における司祭志願者は箕面教会に身を置いて日本語検定（N2）取得を目指して

勉強している神学生候補のグエン・アン・サオーさん一人のみで大阪教区籍として日本カトリック

神学院に在籍する神学生は皆無となり、支援を要する人材はいなくなった状況です。しかしながら

一粒会としては今まで同様に修道会、宣教会への援助は継続して参ります。 

更に、前田万葉枢機卿のご発案である司祭、修道者の育成を目指す養成機関である大阪セミナリ

オ（神学院）への協力を要請されており、その活動が速やかにかつ活発に行われる様に支援をして

参ります。又、現役を引退された（今までお世話になって来た）教区高齢司祭や修道者への支援や

その施設運営の支援にも協力をして参ります。  

一般社会においても高齢者が益々増加していく傾向がありますが、カトリック教会団体において

も同様で下記の様な状況となって来ております。 
 
全国の男子（司祭）と女子修道者の高齢化の状況 

 

（2017年度統計）  

 

                             

 男子 女子 

全国合計   1,678人  5,177人 

高齢者数（65歳以上）  853人  4,125人 

後期高齢者数（75歳以上）  543人  3,288人 

高齢化率  50.8％    79.7％ 

内、後期高齢者の割合  63.7％     79.7％ 

神戸地区の信徒の皆様には今後とも

一粒会の支援活動をご理解頂き司祭召

命の祈りとあわせてご献金の協力を頂

けます様、重ねてお願い申し上げます。 

祈りの内に  
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ふくしま通信－第 1８号－                  

 合同キャンプその後 

 
 とくべつ暑かった今年の夏から早や 3ヶ月。 

今はもう夏の暑さも忘れ、その賑わいもすっかり

姿を消しました。秋の深まりとともに遠い日のよ

うに感じられる頃となりました。少し落ち着きを

取り戻したところで、参加された福島のお母さん

からのお礼状パートⅡを掲載させていただきま

す。 

 
 

今回、ふっこうのかけ橋キャンプでは親子で大

変お世話になり本当にありがとうございました。 

母親対応をしてくださった事務局の方を始め、た

くさんの方に助けていただいて楽しい思い出が

できたこと、本当に感謝します。 

 

帰ってきた次の朝、仕事に行く準備をしながら

今回いただいたたくさんの優しさとか、祈りとか

いろんな物が感じられて、涙がボロボロと止まら

なくなりました。 

 

私達家族は、仙台から福島に来て 3 年ですが、

いたる所にあるガイガーカウンターも毎日目に

するうちに当たり前の風景になっていました。が、

今回神戸に行って、それが当たり前じゃなかった

んだ！と。 

ガイガーカウンターのある風景、天気予報で流

れる放射線測定値が、無意識だったけれど私の心

を少し重くさせていたんだなぁという事にも気

づきました。 

 

また、主人は 6月から原発の町で仕事をし、単

身赴任をしています（正確には原発の町で仕事を

し、帰宅困難地域のため住んでいる所はそこから

1時間ほどの町）が誰かがやらなければならない

仕事と分かってはいても、この先の言い知れぬ不

安・・・。  

 

会社からは安全だから大丈夫と言われているよ

うですが、仕事をしている場所から道路一本はさ

んだところは放射線量の高い帰宅困難地域。 

通勤経路も、（放射線量が高いため）バイクは通

れない道路だそうです。 

 

仕事だからしょうがない、だけどどうして 

・・・。 

 

               

2018.12.02 

         ふっこうのかけ橋実行委員会 

 

 心に蓋をして、誰にも話せない思いがありまし

たが、今回住吉教会でお会いした方が（すみませ

ん、名前を存じ上げずですが、眼鏡を掛けてショ

ートカットの、先生？お食事の説明をしてくださ

った方です）「毎日福島のために祈っているわよ」

と言って下さいました。 

その言葉の重みと、このキャンプの目的、神戸

の皆様の想いの深さを感じ、ただただ感謝の思い

で、胸がいっぱいになりました。 

住吉教会で朝目覚めた時に、なにかに包まれてい

るような安心感？を感じ、なんだろうと考えてい

ましたが、きっとそれは皆様の想いや祈りがそこ

に満ちていたのかなぁと、不思議な思いで味わっ

ていました。 

 

また、六甲学院のリーダー達が本当に優しく、

細かいことにも気が効いて、なんて素敵な子達な

んだろうと感動しました！ 

息子のりくも、お友達のゆいとくんも、皆さん

のお陰で本当に楽しいとびきりの夏休みを過ご

せたようで、楽しかったことの第一位はダントツ

で神戸キャンプ！ 暑中見舞いも日記の宿題も

お土産話も、ぜんぶ神戸キャンプ！でした。 

 

子連れでさらに一泊と無理を言ったにも関わ

らず、快く受け入れてくださり、たくさんの素敵

な場所に連れて行っていただき本当にありがと

うございました！ 

久しぶりにリフレッシュ！できた、本当に嬉し

い楽しい、幸せな時間でした。 

 

私も、神戸の皆様のためにお祈りしています。 
                  

        福島在住 ＭＴ 

 

 
 

こんな風に子ども達には飛び切り楽しい夏休

みをそしてお母さん方には日常の忙しさや不安

な気持ちからひととき解放され、ほっこり出来る

プログラムを毎年提供できていることに感謝で

す。 

それは取りも直さず神戸地区のみなさんの善

意のあらわれに他なりません。支えられていると

感じながら行動できることほど力強いことはあ

りません。年末を迎えましたが、2019年度の取り

組みを話し合うために実行委員会を予定してし

ます。  

もう来年のことを言っても鬼に笑われるよう

なことはないでしょうから。 
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「福者ユスト高山右近列福記念講演会」を受講して 
 

氏家 友三（住吉教会） 

 

10 月 6 日(土）六甲教会において「良い牧者としての高山右近」講演会

が開催されました。 

右近は国際人として、牧者として、信徒として、祖父、父としての役割

を担い、生涯を通し、信仰の模範となりました。当時から活字による福音

宣教が行われ、洗礼と悔い改め（ゆるしの秘跡）が示され、ヨーロッパ方

式と変わらないミサ聖祭が行われ、迫害を視野に入れた信仰教育が行われ

ました。神の御業、天国への道を教え、迫害を恐れることなく、栄えるも

のとなりました。右近は「どうすればキリスト教が伝わるか」を常に考え、

説教を大事にしていました。庶民レベルで、宗教色・政治的な絡みがなく、

困っている人を助ける純粋な宗教として捉えていました。 

右近はキリスト教の宣教と共に寺社を保護し、寺社に接する際もユストの名で行動しました。

1614 年 9 月 10 日、マニラに向かう時「六十年の歩みを神に感謝致します」と細川忠興との別れの

際、告げています。 

右近は「世界の文学に偉大な指導者」として取り上げられ、各国の文献に掲載。聖劇も度々公演

されています。 

講演会は約 150名参加。豊富な文献、図版、資料のスライドを用いて説明され、理解しやすい内

容にまとめて下さいました。講演くださいましたイエズス会管区長 デ・ルカ・レンゾ神父に感謝

致します。 

《右近巡礼 10月 25～27日》 

福者ユスト高山右近ゆかりの地を訪ねて 

藤原 泰（六甲教会） 

明石教会が行かれたユスト右近の足跡を辿る巡礼の旅に私達も出かけました。 

七尾市の本行寺で禁制下においても毎日の祈のために工夫された観音像や修道所跡を見た時「絶

えず祈りなさい」を行われ、自分の道を「み言葉」と照らし合わせられたことが分かりました。金

沢市内に残るお城の惣構の跡や利長の命で縄張りをした高岡城跡を見てもいつも才能を十分生か

し、多くの人に慕われていたことが分かります。「互いに愛し合いなさい」を実行されたからでし

ょう。 

現代と右近の時代の違いについて考えてみました。一番違っているのは、すべてにおいて喧騒と

拙速を厭わない世の中の流れ（スピード）ではないかと思いました。金沢まで私たちは 3時間弱で

到着します。右近たちは何日かかって北国についたの

でしょう。便利になって私たちは落ち着きや静けさを

失ったのではないでしょうか。茶の湯を愛した右近に

は、私たちが失った振り返りの時間も豊かにあったこ

とでしょう。 

最後に、時の権力者である秀吉や家康でも一人の信

仰者の信仰を変えることが出来ませんでした。ユスト

右近に信仰を目覚めさせたのは「十字架上に奉げられ

たイエスキリストの愛」つまり「十字架上の生贄」で

あった。そのことに気付かされました。 
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20 18 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：2018年 10月 7日(日) 14：00～15：50  於 兵庫教会 

出席者：高橋聡地区長、アルフレド地区担当司祭、Sr.井村(セントポール)、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、一粒会、その他関係者 

  

2.高橋地区長から地区評議会への挨拶 

・神戸地区評議会へのメッセージ 

再宣教 150周年として新たな再出発を図ってゆく。変わってきた現実を見直しこれからどうあ

るべきかを考える必要がある。新しい司教とともに宣教活動に向かってゆきたい。 

 

3.議事内容 

―A 審議事項― 

 ① 201年度予算について 

・予算提出期限：12月 10日(月) 

・提出先:地区会計担当 たかとり教会 (トウン議長)→2019年 1月の地区評で審議・承認 

 ② 教区国際協力の日について 

・開催日時・場所：10月 21日(日) 11：00～ ミサ、12：30～16：30 交流会、於 カテドラル 

・神戸地区の役割分担：献金奉仕者 9名の協力要請 

  ③ パウロ書院のサポートについて 

・兵庫教会の西村氏が小教区掲示用のラミネート・ポスターを作成 

・Sr.井村より現状報告と神戸地区のサポートに感謝するとともに、今後も更なる支援お願いし

たい旨が述べられた→地区評として今後も支援を継続 

 

―B 提案事項― 

① 次回神戸地区大会について 

・髙橋地区長より提議された地区大会の開催見直しについて検討したが、結論に至らず次回開

催については延期の方向で地区評預かりとなる 

② 平和旬間祈願ミサ・平和旬間行事について 

・次年度の開催方法について、各ブロック、小教区別で開催してはどうかとの提案がなされた。

提案理由：①参加者が多いと予測 ②神戸中央教会の負担軽減 ③猛暑の中では近くの教会に

行く方がベター →1月の地区評で再検討 

③ 今後の神戸地区合同追悼祭について 

・舞子墓園と鵯越墓園/とべら墓地について、今後数年の内に主催が教区から地区に移行される

予定→各小教区の墓地委員の業務が若干増える見込み 

 

―C 報告事項― 

①  平和祈願ミサ（8/4）[約 90名参加]の堂内献金 43,446円を教区シナピスこども基金へ送金 
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4.委員会報告（「つながり」前回報告以降分） 

① 養成委員会（氏家）：9/2(日) 定例委員会 於 神戸中央教会 

・10/6(土)レンゾ・デ・ルカ神父講演会“良き牧者としての高山右近” 於 六甲教会 

  ・10/28(日)教区典礼講習会 於 サクラファミリア 

  ・11/10(土)教区使徒職養成委員会主催「第 11回 地区養成チーム代表者会議」 

   於 サクラファミリア 出席者：地区養成チーム担当司祭、アルフレド神父、氏家、三井 

・11/23（金・祝）2018年度神戸地区養成研修会 於 六甲教会 

  テーマ：「神戸の始めの宣教ビジョン」―ムニクウ神父・ビリヨン神父を中心としてー 

  「今の私たちの時代の宣教について」 

講師：グイノ・ジェラール神父（武庫之荘教会主任司祭）→講演と分かち合い 

  ※阪神地区 9小教区にも案内を出す 

② 社会活動委員会（岩佐）：  

・8/4(土)平和旬間行事に全面的に協力 

・12/1(土)クリスマスチャリティーコンサート  13：00～16：00     於 神戸中央教会 

     →出演グループ 12組(含む、神父グループ)。炊き出し準備 

・2019/2/16(土)静修会 13：00～  於 たかとり教会(予定、他の教会へ変更の場合あり) 

 指導司祭：ヨセフ・アベイヤ補佐司教→講演と指導 

※ テーマのアイデアがあれば、各小教区の委員へ 

・船員司牧活動：Sr.前田転勤のため、グループとしての支援中止。「毛糸の帽子」支援は継続 

※ 毛糸の帽子は「神戸マリナーズセンター（聖公会）」へ持参 

③ 広報委員会（仲） 

・8/19(日)つながり 78号 発行済み。 

・12/2(日)次号つながり 79号 発行予定。[印刷：12/1(土) 於 住吉教会 1500部] 

※「つながり」を面白く読んでもらえるよう内容について地区評の皆様から意見をお願いし 

ます 

 

5.その他 

 ① エキュメニカル (角田) 

※一般社団法人クリスチャンセンター神戸バイブル・ハウスでは、「聖書の紹介と普及」のた

めに様々な聖書及び関連書籍を展示・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。開館時間は 11：00～17：00です。ただし、土・日・祝祭日は

原則休館です。 

※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。 
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■三田教会   
 

≪活動報告≫ 

 

≪カレンダー≫ 

 

 

教会名 
クリスマス  神の母聖マリアミサ 

2019年 元旦（火） 24日(月) 夜半ミサ 25日(火) 主の降誕ミサ 31日(月) 

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

明石 
18:30 クリスマスキャロル 

19:00  
9:30  10:00 

垂水 
19：30 歌と祈りの集い  

20:00 

10:00   

14:00 教会学校クリスマス 
 10:00 

北須磨 18：30 10：00  10:00 

鈴蘭台 19：00 9：30  10：30 

たかとり 19：00 10：00 
30 日ベトナム語 

感謝ミサ 19：00 

31 日年越しミサ 23：30 

たかとり・兵庫、共同 

於：たかとり教会 

10：00 
兵庫 19：00 10：00 9：00 

三田 19：00 9：30  11：00 

神戸中央 19：00 バイリンガル 10：00 バイリンガル  
0：00  英語  

10：00 日本語 

住吉 19：00 9：30  11：00 

六甲 17：00  19：00 21：00 7：00  10：00 
神の母聖マリアミサ 

23：00  カウントダウン 8:30  11:00 

1. 本年６月から始めていた聖堂の耐震補強及び改修工事が９月末に終了しました。 

 

2. 11月 11日（日）、七五三のお祝いミサで６人の子どもたちが祝福を受けました。 

 

12月 ９日(日)  待降節黙想会をブラッドリー神父の指導で行います。 

 

12月 15日(土)  15時～ 三田・篠山地区のプロテスタント教会などと合同で 

「三田クリスマスの集い」を三田駅前一番館 6階で開催します。 

12月 23日(日/祝) 11時～ 教会学校クリスマス会を行います。 



 

2018年 9月度中ブロック 3教会協議会議事録 
日 時：2018 年 9月 16日（日）14：00～ 場 所：たかとり教会 
出席者 大久保神父 濵﨑・金田（鈴蘭台） 脇田・中島（兵庫） トゥン・橋本（たかとり） 

【報告事項】 

① 中ブロック 3教会合同ミサ （ 9月 30日たかと

り教会で実施予定であったが台風のため中止） 

② 2019年度中ブロック 3教会合同堅信式：2019年

6月 9日 10:00 から鈴蘭台  

・たかとり教会 7人、鈴蘭台教会 2人が堅信を受け

る予定 

◇バザー実施＝鈴蘭台・三田 10月 14日   

兵庫 10 月 28日たかとりと合同ミサ後に実施。 

【検討事項】 

① 中ブロック会計監査は以下の順番で行う。 

2017年度 鈴蘭台×三田  たかとり×兵庫 

2018年度 たかとり×三田 鈴蘭台×兵庫 

2019年度 鈴蘭台×三田  たかとり×兵庫 

2020年度 兵庫×三田 鈴蘭台×たかとり 

② 神戸中ブロック 4教会 10月からの新体制 

1、たかとり教会評議会→10月 14日は 11月 4日に

変更、2019年 1月 20 日は、また調整。 

2、中ブロック会計(神父さまの交通費など)を 4教

会で今後どうしていくかを、次回 12 月の中ブロ

ック協議会に三田教会も参加し協議する。 

・協議会日程については 12月 9日、または 16日で

三田教会が参加できる日を決める。 

神戸地区からの中ブロック活動費について神戸地

区宣教司牧評議会議長の濵﨑氏と三田教会とで協

議し、12月来年度の予算を決めるまでに決定。 

【その他】 

・調整中だった 10月 28日(日)三田教会のミサは御

受難会のアンドリュー神父に決定。 

・ミサの中で、朗読の後、朗読者が「神のみ言葉」

と言い会衆が「神に感謝」という事に決定した。 

・鈴蘭台教会より→南木曽との交流を中ブロックと

してどう取り組んだらよいかわからない。 

 たかとり教会、TCC はずっと深い繋がりがある。鈴

蘭台、兵庫の方々は有志としてかかわり、「中ブロ

ックとして」ととらえる事はないのではないか。 

・パウロ書店(三宮)支援と One Box Mission(東京本

部)とは別のもの 

 パウロ書店は神戸地区からの支援を必要としてい

る。鈴蘭台、兵庫教会はバザーで物品販売を行う。 

 One Box Mission は東京本部から送られてきて目的

は宣教。 

【大久保神父から】 

 9月になっていろいろな相談を受ける機会が増え

ている。教会を求めることもあるかもしれない。 

身近なところでそのような機会があった場合対応

できるようにしていきたい。 

【終わりの祈り】 

  アヴェマリアの祈り          

次回の協議会 12月 16 日(日)14:00〜鈴蘭台教会 

 

「外国人&留学生のための日本語教室」（兵庫教会） 

2017年の 8月からブレイズ神父の呼びかけに応え

た有志が集まって外国人のための日本語教室が兵庫

教会で始まりました。当初「ベトナム人留学生のた

めの日本語教室」だったのですが、参加されるのが

ベトナム人留学生だけでなく技能実習生や旅行者、

定住者、その他の外国の方々など多様化してきたの

で「外国人&留学生のための日本語教室」となりまし

た。多様な皆さんですから日本語学習へのニーズも

様々で、それらに応えられることがまず大切と考え、

色んな教材を試したり授業の進め方なども教師経験

者メンバーの意見を参考にして工夫しています。 

更に技能実習生として働いている人の過酷な労働

実態、過労や病気、怪我、職場でのいじめ、自死の

ニュースなども視野に入って来ることは自然なこと

でした。寒い冬の過ごし方など身近な事で声を掛け

ていこうとしています。また教室では逆にベトナム

語を教えてもらう時があります。その際には日本語

話者が容易に聴くことも話すこともできない音があ

ることに驚かされたりしています。言葉や文化につ

いて教えてもらえることがボランティアの喜びにな

っています。 

外国人労働者を国をあげて受け入れようとしてい

る今、兵庫には更に多くの外国人が暮らすようにな

ると思います。兵庫教会での交流や日本語教室がそ

うした方々が日本で暮らしていく中で何かの助けや

憩いの場の一つとなり、兄弟姉妹として共に暮らし

ていければ良いと考えています。 
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東ブロック連絡会議 議事録 
 

日時：10月 21日（日）14時～15時   於：六甲教会 

出席者：アルフレド・セゴビア神父、エマニュエル・ポポン神父、 

各教会議長・副議長、および住吉教会と神戸中央教会の堅信式関係者 

 

●東ブロック合同堅信式について、次のとおり日程等を決定し、今後の進め方等について協議した。 

日程：2019年 6月 23日（日）  場所：神戸中央教会 

主司式：前田万葉枢機卿（予定） 

 

●3教会の現状と東ブロックの協力態勢や地区評でのブロック活動報告等について懇談した。 

 

※次回：2019年 2月 24日（日）14時～ 住吉教会 

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

≪六甲教会だより≫        

「祈りと音楽の集い」 

音楽チーム 清水 真理子 

2010年の夏、六甲教会に念願のパイプオルガンがやってきました。縁あって大阪の日本基督教

団東梅田教会から移設されたオルガンは、1970年大阪万博年に製造、もうすぐ５0年になろうと

しています。長らくプロテスタント教会で礼拝を守り、コンサートやレッスンを通して数々の関

西の若手オルガニストを育ててきました。 

オルガンはもともと教会音楽と共に発展した楽器です。六甲教会に移設されたオルガンを通し

て、音楽と共に祈りのひと時を持っていただけたらと思い「祈りと音楽の集い」を開催し、8年

間で 30回を超えました。イースターから聖霊降臨の時期は華やかに、ロザリオの月は祈りに、

四旬節前には黙想、とそれぞれの教会歴に応じた音楽を、様々な方の演奏によってお届けしてお

ります。また、毎年 12月 23日（祝）には「クリスマス音楽の集い」を行い、聖歌隊をはじめ当

教会所属信徒が出演し、お客様と一足早いクリスマスを祝います。 

最近では、SNSの発展に伴い、リピーターの方も増え、遠くは関東から聞きに来てくださる方

もおられます。聖書朗読を伴いながら、聖堂で聞

くオルガンの響き、歌声、ヴァイオリンやフルー

トの音色は、CDやホールで聞く音楽とは全く違

います。皆さまも是非六甲教会を訪ねてみてくだ

さい。ミサとは違うオルガンの響きを味わってい

ただけると思います。そして今後もこの集いが宣

教の助けになることを願っています。 

■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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2018 年度第３回 西ブロック 4 教会連絡会 

 
日 時 ： 2018年 10月 7日(日) 14:00～17:00 
場 所 ： 垂水教会 
議 題 ： 西ブロック（明石・北須磨・洲本・垂水）活動報告 

西ブロック 

１．共同事業の費用取扱いについて 
四教会が６か月毎に支出教会の請求を分担
する事に同意。 
但し、合同で行う行事・研修等は共同司牧
費として計上する事を、教区に確認の上、
摘要欄に明細を記入する事で、合意に至る。 
 
２．共同司牧費の分担ルールについて 
ブロックで共同司牧費の分担ルールを作っ
て良いのか？の問いに関しては、「共同司牧
費には定義が無い」ことから「分担ルール
作成は構わない」と承認された。 
 
３．西ブロックのミサローテーションにつ
いて（ 高橋神父より） 
10月 1日以降、年内は現行通り前晩ミサ有
りのままで行なう。協力司祭である中川神
父には、前晩ミサを担当して頂く。 

 

中川神父は、モデラートルである高橋神父
と相談しながら動いて頂く事になる。 
 
４．通夜司式者新規養成研修について 
日時：10月 21日 (日) 14：00～16：30  
場所：カトリック北須磨教会 【延期】 
 
５．2018年度上期 相互監査について 
ローテーション：明 石 → 北須磨 
        北須磨 → 垂 水  
        垂 水 → 洲 本  
        洲 本 → 明 石 
 
６．西ブロック合同堅信式について 
日時：10月 14日 (日) 10：00 ～ 
場所：カトリック明石教会 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 

12月 2日(日) 待降節第 1主日 9:30～ 

   黙想会 

12月 8日(土)  待降節第 2主日 前晩ミサ 

   19:00～ 

12月 8日(土) 待降節第 3主日 前晩ミサ 

   19:00～ 

12月 23日(日) 待降節第 4主日 9:30～ 

12月 24日(月)  クリスマスキャロル 18:30～ 

   主の降誕(夜半ミサ) 19:00～ 

12月 25日(火)  主の降誕(日中ミサ) 9:30～ 

12月 30日(日)  ミサ聖家族 9：30～ 

1月 1日(火)  ミサ神の母聖マリア 10:00～ 

1月 13日(日) 成人式 

 

垂水教会 TEL 707-4434・FAX 203-1355 

12月 2日(日) 待降節第 1主日 10:00～ 

   共同回心式 

12月 9日(日)  待降節第 2主日 10:00～ 

12月 15日(土) クリスマスキャロリング 

   プリコ垂水 15:00頃(予定) 

12月 16日(日) 待降節第 3主日 10:00～ 

12月 23日(日) 待降節第 4主日 10:00～ 

12月 24日(月) 歌と祈りの集い 19:30～ 

   主の降誕(夜半ミサ) 20:00～ 

12月 25日(火) 主の降誕(日中ミサ) 10:00～ 

  教会学校クリスマス会 14:00 

12月 29日(土) 前晩ミサ 聖家族 18:30～ 

1月 1日(火) ミサ神の母聖マリア 10:00～ 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

12月 2日(日) 待降節第 1主日 10:00～ 

12月 9日(日)  待降節第 2主日 10:00～ 

 黙想会 

12月 16日(日) 待降節第 3主日 10:00～ 

クリスマスキャロル 名谷 17:00～ 

12月 22日(土) 待降節第 4主日 前晩ミサ 

 18:30～ 

12月 23日(日) クリスマスキャロル 

 西神中央 17:00～ 

12月 24日(月) 主の降誕(夜半ミサ) 18:30～ 

12月 25日(火) 主の降誕(日中ミサ) 10:00～ 

12月 30日(日)  ミサ聖家族 10:00～ 

1月 1日(火)  ミサ神の母聖マリア 10:00～ 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144・FAX 23-3664 

12月 2日(日) 待降節第 1主日 10:00～ 

 ミサ後黙想会 

島内キリスト教合同クリスマス 14：00～ 

12月 8日(土) 待降節第 3主日 前晩ミサ 

   19:00～ 

12月 16日(日) 待降節第 3主日 10:00～ 

12月 23日(日) 待降節第 4主日 10:00～ 

12月 24日(月) 主の降誕(夜半ミサ) 19:00～ 

12月 25日(火) 主の降誕(日中ミサ) 10:00～ 

12月 30日(日)  ミサ聖家族 10:00～ 

1月 1日(火)  ミサ神の母聖マリア 10:00～ 
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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、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  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 月曜～土曜 10：30～17：00   日曜/祝日 12：00～17：00 

☆祈りの集い（聖書で祈る）聖書持参 

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：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 

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（月例会/何れも日曜 14 時～） 

9  ●12 月 16 日 講師：村上 典子(神戸赤十字病院心療内科部長)  

「災害急性期からのグリーフケア」  於：六甲教会 

1 ●2019 年１月 20 日 講師：髙木慶子(本会会長) 

 「メモリアルサービス」  於：六甲教会 

2 .●2 月 24 日 講師：篠田美香(上智大学グリーフケア研究所研究員) 

「日常生活の中で 自分自身でも出来る『セルフケア』」 

於：六甲教会 ※いずれも有料。お問合 ☎ 078-805-5306 

 

■第 24回 越年・越冬 “神戸冬の家”にご協力を！ 

期間：12 月 28 日（金）～2019 年 1 月 4 日（金） 

開催場所：東遊園地 南端（噴水公園） 

カトリック当番日：2019 年 1 月１日(火)   

集合時間：１０時 東遊園地 南端（噴水公園） 

問合せ：カトリック社会活動神戸センター ☎０７８－２７１－３２４８ 

■結婚セミナー  於：カトリック六甲教会 

2019 年 2 月 2/9/16/23 日、3 月 2/9/16/23 日、計 8 回  

いずれも土曜 17：30～ 六甲教会/つながり HP を参照下さい 

お問合せ：六甲教会事務所/☎ 078-851-2846 
 

■第 60回 神戸市民クリスマス  日時：１２月１４日(金) 

於：日本聖公会神戸聖ミカエル教会 (詳細は配布済みチラシ参照) 

 

■クリスマス音楽の集い 於：カトリック六甲教会 主聖堂 
日時：12 月 23 日（日）14：00 開演 13：30 半開場   入場無料 

【出演】  カトリック六甲教会聖歌隊  

フルート：森脇一有美  バイオリン：大津睦・高橋真理  

ソプラノ：高山教子、谷崎加奈、保坂真理 、橋岡尚美 

オルガン：熊澤加代、清水真理子、野村友佳、松井公子、三浦優子  

演奏曲：モーツァルト コンチェルトより、ダカンノエル集より、ヘンデル 

メサイヤより、クリスマスキャロル、他 

 

 

■祈りと音楽の集い   於：カトリック六甲教会 主聖堂  

日時：2019 年 2 月１７日（日）14 時開演 13 時半開場 入場無料   

【出演】 ソプラノ:コロンえりか   オルガン：三浦優子 

■神戸中央教会 待降節黙想会  

日時：12 月 22 日（土） 13：30 ～17：15（ミサあり） 

指導：九里彰神父（男子跣足カルメル会宇治修道院） 

場所：神戸中央教会主聖堂 無料・申込み不要 

対象：どなたでも。 詳細は後日発行のチラシ参照。 
 

◆第 91回聖書セミナー 

日時：2019/1 月 10～31 日（毎週木曜日） 

講師：東よしみ准教授（関西学院大学神学部） 

テーマ：「共観福音書入門」 
 

◆クリスマスランチョン 12月 8日（土）11：00～ 

 クリスマスを祝いましょう(会費千円。当日千二百円) 

◆KBH「キリスト教の世界」セミナー 

日時：12 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」 
 

 

◆◆写本 聖書の集い  毎月第 3 火曜、14 時～ 

【編集後記】季節はいつしかクリスマス。2018 年も

終わろうとしていますが、教会暦は待降節から始まりま

す。今年は 12 月 2 日スタート。街は華やかな光に包ま

れ、楽しい音楽が満ち溢れています。キリストが貧しい

馬小屋で生まれたことを思い巡らし、来臨を心待ちに

し、素敵なクリスマスとなりますように。 

皆様のつながりへのご協力、ありがとうございまし

た。来る年も宜しくお願い致します。（J.Y.） 

 ホームページ  http://catholic-kobe.org/ 
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