
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2月 80号 

 

 

神戸地区地区長 高橋 聡 神父 

今年は三月六日の灰の水曜日から四旬節に入ります。古代から、洗礼志願

者の養成期間、償いの季節として過ごされてきた、この四旬節ですが、イエ

ス・キリストの四十日の荒れ野の断食と試みを記念して、四十日と定められ

ているとも言われます。 

 ノアの洪水のとき、『創世記』では、雨が四十日四十夜降り続いたと記され

ています。これが聖書に最初に出てくる四十日だと思われますが、主が、人

を創ったことを後悔するという衝撃的な言葉とともに書き記されております。 

 人類の罪と苦難の歴史、償いの歩みと四十という数字が関連しているようであります。 

 私たちはこの四十日をどう過ごしたらよいのでしょうか。 

 自分の罪と苦しみの歴史を振り返ってみるというのはどうでしょうか。そして、そこにまで、

イエス・キリストは降りて来て下さったということをも合わせて考えないと救いにはならないと

は思いますが。 

 人間の歩みとは、自分の知恵のなさ、愚かさの歩みでもあります。自己中心性の歩みでもあり、

自分の都合を優先してきた歩みでもあります。そして、わたしたちはその蒔いたものを刈り取ろ

うとしているのであります。 

 自分の愚かさ、知恵のなさを知り、痛感してこそ、初めて人は、キリストに向かうことができ

るのではないでしょうか。自分が賢く、知恵ある者であり、順風満帆、すべて満足しているなら

ば、かえってキリストを愚かなものとして裁いてしまうのが、人間の常のような気がいたします。 

 教会の歴史も、神のみわざと人間の業との複合体としてみた場合、人間の業の部分だけ見れば、

愚かさと、時には狂気の歴史だった可能性もあるわけです。そのような歴史にもかかわらず、神

のお約束にもとづく救いのわざが介入したおかげで、教会は救いの秘跡になり得たのだと思いま

す。 

 私たちの神戸地区の歩みも同じことでしょう。愚かな私たちの歩みを神が支えてくださってい

るのです。歩みを導くのは神であり、「賢い」リーダーが頑張っても人間の力だけでは、それはた

だの「愚かさ」になっていくものと思われます。 

 私も「愚かな」地区長ですが、あと一年、皆さま、忍耐をもっておつきあい下さい。 
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どこでも四旬節 

 

 

大久保 武 神父  

 

四旬節と言うと大体の場合は２月中となりますので、その寒さ

がイエス様の味わわれた荒れ野での苦しみを連想させて、節制や

回心などの気持ちも強くなりやすいものですが、四旬節は復活祭

の日に合わせて変動するものですので、たまに今年のように寒さ

のピークを過ぎてから四旬節に入る年が巡ってきます。草木の芽

吹きや桜の開花といった自然の恵みが目に見えて溢れ出す時期

に、教会は節制を求め回心を呼びかけることになります。世間が

新しい季節を喜んでいる中、そこに全力で共鳴することは何だか憚られるような気持

ちになることでしょう。それも一つの四旬節の味わい方なのでしょうか。  

 とは言うものの、これは日本やそれに似た気候の地域に限られた話であって、ひと

たび海を渡ると全く通じない話となります。私は研修で９か月ほどフィリピンに滞在

したことがあり、クリスマスをそこで過ごしたことがありますが、日本でイメージさ

れるようなホワイトクリスマスのホの字すら無い、フィリピンならではの独特な雰囲

気でした。おそらく四旬節においても、乾いた冷たい風ということはイメージされな

いのではないでしょうか。しかしその中でも節制や回心ということは同じように呼び

かけられており、多くの人々が心から取り組んでいるのだと思います。  

 どんな場所や時期であっても、教会が時に適って呼び掛けている事柄は常に相応し

いものであり、たとえイエス様が言われている「笛を吹いたのに踊ってくれなかった。

葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった」という状況になったとしても、それで

も教会の、しいては神様の呼び掛けは正しいものであることに変わりはありません。

むしろ、真福八端の所で言われている「わたしのために迫害されるとき、あなたがた

は幸いである」という言葉の通り、周囲の雰囲気や風潮が神様の呼び掛けにそぐわな

い時にこそ、自分自身が神様の側にいることがより明確に理解でき、本当の幸せを深

めることができるでしょう。罪人に対するいつくしみの気持ちが湧き上がり、回心へ

の呼び掛けに突き動かされていくことでしょう。  

 いつでもどこでも、四旬節に相応しい生活を整えていきたいものです。  

 

◆◆ 典礼 ◆◆  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

3 月 6 日(水 ) 灰の水曜日(四旬節/大斎・小斎)   灰の水曜日より四旬節が始まる      

4 月 14 日(日) 受難の主日(枝の主日) 

4 月 18 日(木) 聖木曜日(主の晩餐) 

4 月 19 日(金) 聖金曜日(主の受難/大斎・小斎) 

4 月 20 日(土) 聖土曜日(復活徹夜祭) 

4 月 21 日(日) 復活の主日  

※ 「ゆるしの秘跡」を受けるようにしましょう。  
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2011年の 3.11から丸 8年目を迎えようとしていま

す。各地に頻発する自然災害の持つ威力に抗えな

い人間の小ささを嫌と言うほど感じさせられる昨

今ですが、同時に災害に対する私達の感覚が少々

鈍くなってきていることも否めない事実ではない

でしょうか？災害に限られたわけではありません

が、目で見える壊れた傷跡が修復され始めると「風

化」が始まります。悲しい出来事であっても忘れ

ないからこそ積み上げてきた時が豊かな実りをも

たらし、忘れるからこそくぐって来た時が癒しを

与えるのではないかと思うのですが。 

 さて、「ふくしま通信」も 2013 年 12 月発行のつ

ながりに第 1 号としてページを頂き、活動報告の

一環としてキャンプの報告はもちろんのこと現地

の状況を神戸の視線で捉えた報告や、また現地に

暮らす方々からの報告などをお伝えして来ました

が、今回、地区評議会で行われている様々な取り

組みの見直し対象の一つとして“ふっこうのかけ

橋”が上がり、「いつまで続けるのか」と言うご質

問を頂きました。実行委員会（2018 年度）でも昨

年この件が話し合われ、10 年目（2021年）をひと

つの区切りとしてこの取り組みによる検証が出来

ればと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.02.24 

2019.0224 

ふっこうのかけ橋実行委員 
  

1.17 が国の内外からの大きな支援によって現在

があるように 3.11も福島だけの問題ではなく原発

国日本で暮らす私達自身の問題として捉え、「平和

旬間」での報告会や現地で支援活動する方々を招

いての学習会なども開催しながら毎年保養プログ

ラムを継続してきました。 

その中では神戸地区の子ども達との出会いがあ

り単体では教会学校のキャンプがままならない小

教区でも合同キャンプやデイキャンプが実現して

います。また毎年前後泊でお世話になっている「住

吉」「たかとり」、小教区キャンプで受け入れてく

ださっている「北須磨」、ボランティアとして参加

する「六甲学院」の生徒や「海星女子大学」の学

生たち、登山や水泳の先遣隊としての「垂水」、そ

して言うまでもなく直接寝食を共にするリーダー

たちそれぞれがその出会いを通して関わることの

喜びと気づきの恵みを頂いています。福島からの

交通費が一番大きな経費となり、小教区の皆さん

には募金の形で多大な協力をお願いしていますが、

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。また今回、

東京で福島支援を継続されているグループから支

援先の一つとして“ふっこうのかけ橋”が選ばれ

ました。詳しくは各小教区にチラシを送らせて頂

きましたので、そちらをご覧ください。 
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2019 年 1 月度神戸地区宣教司牧評議会議事録(要約版) 

 

1. 日時・場所： 2019年 1月 6日(日) 14：00～16：20   於 明石教会 

出席者 ：高橋地区長、アルフレッド地区担当司祭、Sr.井村、各小教区評議会議長・副議長、 

各専門委員会代表、ふっこうのかけ橋代表、エキュメニカル代表、一粒会代表 

 

2. 高橋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 

・10 月は福音宣教特別月間で、司教は教区でも何かしたいと話されている。また教皇も日本に

来る予定である。そこで今年は恵みの年としたい。イエズス様のことをよく知って、外に向

かって宣教し神様と一緒に歩み、やることにおいて積極的に取り組んで行きたい。 

② 教区司祭評議会・神戸地区司祭集会報告 

・11月の会議で、「ふっこうのかけ橋」をどうするかが話題となった。皆さんの忌憚のない意見

を聞きたい(提案事項③で)。震災直後と今では事情が異なってきたのではないかとの意見も

ある。福島へ参加型でこちらから出かけてゆくという案も司祭から出ている。 

 

3. 議題 

―A 審議事項― 

 ① 2019年度予算について 

  ・収入：約 280万円、支出：85.5万、繰越金：約 195万円(2017、2018年度とほぼ同額) 

⇒繰越金が多すぎるとの指摘があり、審議の結果、繰越金を徐々に減らしてゆき、「繰越金は

予算を超えない範囲」を原則とすることとした。この結果 2019年度予算（収入）の小教区

分担金を 855,000から 500,000へ減額し 2019年度予算案を承認。この予算案を教区に提出。 

 ② 2018年度決算について 

・4月の地区評で決算報告の予定。2019年 2月末締め精算ということで準備する。 

―B 提案事項― 

  ① パウロ書院のサポートについて 

・セントポール支援講演会 

日時・場所：6月 29日(土) 神戸中央教会  13：30～ 

講演：「イエスに出会った女性たち」  講師：英 隆一朗 神父（イエズス会） 

タイムスケジュール： 13:00 開場⇒13:30 講演⇒15:00 ミサ（16:00 終了） 

 ② 平和旬間祈願ミサ・平和旬間行事について 

・各ブロック、小教区別にて開催する。 

＜提案理由＞各ブロック・小教区で開催した方が、神戸中央教会の負担が軽減される上、猛

暑の中では近くの教会に行く方が行きやすいので参加者が増えるのではないか。 

⇒審議の結果、「次年度(2019年度)は『地区行事は行わない』こと」を決め、小教区単位・ブ

ロック単位での実施は個々で選択することに決定。 （プログラム案は、改めて提案する） 
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③ ふっこうのかけ橋について 

・続けるか／止めるか？  

⇒2年前に見直しを行い、続行を地区評議会で承認される。 

終わるのは始めることより難しい。しかし、どこかで終わらないといけない。どうソフト 

ランディングするかが問題で、その方法も含め実行委員会で再検討する。 

―C 報告事項― 

① 教区国際協力の日：大阪カテドラルで行われた。神戸地区は献金係で 9名が奉仕 

② 神戸地区合同追悼祭：舞子墓園は司式申神父、とべら墓地は司式大久保神父で実施 

③ 「認知症ケア」シンポジウム ——［認知症啓発と宣教活動］7/7(日)予定 於 神戸市勤労会館 

 

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) 定例委員会 12/2(日) 於 神戸中央教会  

・2019年度予算、年間活動案の承認 

・11/23神戸地区養成研修会「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「今の私たちの時代の宣教について」 

・11/10 大阪教区 2018年度第 1回地区養成チーム代表者会議報告（サクラファミリア） 

・2019/6/29 セントポール神戸支援、英神父講演会（於 神戸中央教会）への協力 

・養成チーム（運営委員会）メンバー、現在は６名。更新、増員方針について春までに検討 

② 社会活動委員会(岩佐) 第 3回定例会 11/4(日) 於 住吉教会 

・クリスマス・チャリティー・コンサート 12/1日(土) 於 神戸中央教会 

神戸社会活動センター活動への支援のため、12グループ参加。支援献金総額￥132,920- 

・静修会 2019/2/16(土) 13:00～  於 住吉教会 (ミサあり) 

講師：ヨセフ・アベイヤ補佐司教    テーマは「社会福音化部門」より   

・社会活動神戸センター 

⇒チャリティーコンサート支援に対する感謝。12/28～1/4「越年越冬 神戸冬の家」実施 

3/11「3.11の支援コンサート」開催 (「ふっこうのかけ橋」支援) 於 神戸聖愛教会 

・ 船員司牧活動 ⇒ ニット帽子の支援活動継続中 

③ 広報委員会(北岡) 

・つながり 79号 12月 2日(日) 発行済み。   つながり 80号 2月 24日(日) 発行予定。 

・印刷：2月 23日(土) 住吉教会にて。 印刷部数 1500部。 

 ④ 青年委員会 (橋本) 

・神戸市民クリスマスに参加。次回会合は 1月か 2月に行う予定。 

 

5. その他：エキュメニカル(角田) 

一般社団法人クリスチャン神戸バイブルセンターでは、「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・談話室は集会にご利用いただ

けます。開館は 11：00～17：00。土・日・祝祭日は原則休館です。 



6 

 

<鈴蘭台教会での講演（2018/12/30）より> 

 

  災害に備えて（続） 

             

城戸秀行（鈴蘭台教会/大阪市消防局勤務） 

 

前回は災害対応という事で、地震に絞ってお

話をさせて頂きました。今年も北海道胆振、大

阪北部など大きな地震がありましたが、2 年前

は海洋型の南海トラフ地震を想定し、地震が発

生した場合 2時間ほどの間に数ｍの津波が来る

という事で、まず水平避難、次に垂直避難が大

切で、3階以上の建物に避難するという話をし、

津波の想定されない六甲山の裏側の地域等で

も食料の備蓄、飲料水は確保しておいた方が良

いという事もお話ししました。 

備蓄は一般的にはローリングストックと言

って、廻しながら蓄えてゆく、期限が来たら 

捨てるのではなくて、古いものから順に使って

ゆく、こういう事が日頃の防災の意識を高めて

ゆく事になるわけです。自助・共助・公助とい

う事も話しました。自助は自分を助けるという

事、地域で助けるという共助は、コミュニテイ

ーが大切で、教会のつながりも一つのコミュニ

テイーという事になります。公助と併せてこの

3 つが相まって地域の防災、災害対策に繋がっ

てゆきます。 

 前回は概ね地震に対する備えがメインでし

たが、今年の災害を考えてゆくと、日本は海洋

国で山間部では雨も多いので、西日本豪雨災害

の時には広島や愛媛県で大きな被害が発生し

ています。また、大きな川のある岡山県の真備

町では河川の氾濫で多くの家屋が床上浸水し、

沢山の方が亡くなられました。がけ崩れ、土砂

崩れ等の災害に対しては、各自治体が出してい

るハザードマップがあります。避難指示、避難

勧告等が自治体から出されますが、六甲山系で

も枝分かれした小河川が多く、三の宮の方でも

土砂崩れの危険な箇所があります。 

しかし、その地域以外でも被害が発生する事

があり、日本ではどこで被害があるかわからな

いので注意が必要です。地震に比べると台風や

大雨はある程度予測できるので、避難勧告が出

たらその指示に従う事になりますが、避難勧告

を出したら後は自己責任という様な風潮があ

って、避難勧告を改め、避難指示に統一しよう

という動きがあります。 

 大阪市では「災害モード宣言」という事で、

大阪北部地震で帰宅困難者が多く見られたた

め、災害モードを皆さんにお伝えしようという

事になりました。出来るだけいろいろな情報を

入手していただき、災害に備えて頂くのが良い

と思います。火災と救急の最近の傾向は、火災

は住環境が良くなった事、火災報知器設置の義

務化、安全装置の発達等で減る傾向にあり、一

方救急は、人口の高齢化や夏の高温での熱中症

の多発などで増える傾向にあります。また、救

急の場合の連絡先として♯7119「救急安心セン

ター」という制度があります。そこではドクタ

ーなどが常駐していて症状に応じてどのよう

に処置をすればよいかを教えてくれます。判断

に迷ったらこの番号に連絡していただくのが

良いと思います。 

（前回の講演 2016/12/25つながり 72号記事掲載） 
    
 

 

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

避難勧告等発令状況(神戸市の防災関連情報より) 

 

【避難指示 (緊急)】人的被害の発生する危険性が非常に高い状況。直ちに避難してください。 

 

【避難勧告】     該当地域に居住する方は計画された避難所等へ避難行動開始してください。 

 

【避難準備・高齢者等避難開始】 要援護者、避難に時間のかかる方は避難行動を開始して下さい。

それ以外の方は家族等と連絡を取り、非常用持ち出し品の用意を   

するなど、避難準備を開始してください。 



7 

 

 

兵庫・生と死を考える会について 

 

 
        兵庫・生と死を考える会事務局 久本順子（六甲教会） 

 

 

「兵庫・生と死を考える会」は上智大学名誉教授アルフォンス・デ

ーケン先生が始められた「生と死を考える会」の主旨の元、1988年

に「神戸・生と死を考える会」として発足し、2年後に「兵庫・生と

死を考える会」と改め、30年を迎えました。会長は発足以来、髙木

慶子（上智大学グリーフケア研究所特任所長・援助修道会会員）が務

めております。役員として医療・福祉・介護・教育・一般企業などに

携わっている方々をお迎えし、運営してきました。 

「いろいろの立場の人びとと共に、生と死を考える」ことを掲げ活動してまいりました。 

年間の活動は、原則として、月例会を８回、講演会 1回、研修会 1回を開き、講師をお招きして

お話しを伺い、学んできました。時宜に即した年間テーマを決めて、各界から講師をお招きし、ま

た、本会の役員も講師を務めております。2018年度のテーマは「苦難を乗り越える」です。 

阪神淡路大震災を経験した後に、毎年 1月に亡き人を偲び、祈りのひと時を持つ、メモリアルサ

ービスを開いています。月例会とメモリアルサービスはカトリック六甲教会をお借りして開いてい

ます。 

遺族会を発足当時から開催し、現時点では「わすれな草の会」

として自死遺族の方の集まりと、「ゆりの会」としてご家族を亡

くされた方の集まりを、兵庫県こころのケアセンターをお借りし

て、原則、月 2回開催しております。県外からも参加されます。 

会報を年に 2回、発行しており、会の運営は会員の方からの年

会費と各催しの参加費で賄っております。会員は 2018年現在約

250名で、兵庫県在住の方が主ですが、西は福岡県・愛媛県・広

島県、東は埼玉県・神奈川県などの方もおられます。 

30年の活動を経験しますと、初期は「生と死を考える」とい

う言葉に違和感を持たれることもありましたが、「生と死を考え

る会」はデーケン先生が種をまかれて各地で芽生え、一時期は

50グループになり、大きな組織も、極小の組織もありますが、

手を携えて活動してきた結果、時の必要とする活動のテーマが変

わっても、多くの方のご協力と、会員の皆様、参加してくださっ

た方々の支えを頂いて、30年続けられたと感じています。 

 

 

 

         🏣657-0066  神戸市灘区篠原中町 2-1-29-107  

☎ & fax：078-805-5306  

E-mail：seitoshi@portnet.ne.jp   

URL：http://www.portnet.ne.jp/~seitoshi/ 

         事務所は 月・水・金曜日の 10：00～16：00 に開いております。 

事務局 
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クリスマスチャリティーコンサート 2018 

     その舞台裏 

 

社会活動委員会 事務局 野村 季里(垂水教会) 

 

クリスマスチャリティーコンサートも今年で 13 回目と

なりました。カトリック社会活動神戸センターの野宿者支

援活動を支える趣旨に賛同してくださる方々に出演をし

ていただいています。 

コンサート実行委員は素人ばかり。企画を実行するには

出演者をはじめ、沢山の方々の協力無しには開催できませ

ん。まずは出演者。プロとして活躍されている方、趣味で

音楽を楽しんでいる方、大学のコーラス部等の方々が 10

分間でそれぞれのパフォーマンスをご披露くださいます。

その出演者を輝かせてくださる縁の下の力持ち音響の方、

毎年決まった方のお世話になっています。ここ数年は地区

を越えて玉造教会の青年も協力してくださっています。感

謝感謝です。そして、コンサートの要、司会者。司会と音

響の方はリハーサルから終演まで昼食をとる間もない程

ハードです。もちろん社会活動委員も朝早くから会場設営

の力仕事に協力。リハーサルが始まると同時に駐車場の交

通整理、案内看板の飾りつけ、お茶のサービス、難民支援、

福島被災地支援の物品販売の準備など、みんなテキパキと

動き回ります。本番になると、楽しく和やかな雰囲気でプ

ログラムは進みます。恒例の神父さまバンド、おじさんコ

ーラスで幕は下ります。暖かい拍手が心に響きます。セン

ターが用意してくださる温かい炊き出しも一役買ってい

ます。それぞれの方が出来る事で協力しみんなで作り上げ

るコンサート。みなさまありがとうございました。 

またお会いしましょう！  

 

 

 

 

 

 

 

■ 三田教会の活動より 

 

 

1 1月 6日（日） 主の公現ミサ中に新成人１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 3月 1日（金） 世界祈祷日「祈祷会」が午後 2時から日本キリスト教団摂津三田教会で行

われます。 

3 3月 24日（日） 四旬節の黙想会を神田裕神父の指導で行います。 



９ 

2019 年「1.17 追悼と新生の祈り」 

1 月 17 日 5 時 30 分から、たかとり教会では 24 回目の「1.17 追悼と新生の祈り」が行われました。

例年通り、20 名あまりの全日本仏教青年会の僧侶のみなさんも参列され、5 時 46 分にはお坊さんの吹

くほら貝の音の中、1分間の黙祷が捧げられ、その後、お坊

さんによる般若心経・神父さまによるサルヴェ・レジナが

流れる中で焼香が行われました。この日は教会の信徒だけ

でなく、地域の皆さん、当時のボランティア、また遠くイ

ンドネシア・台湾・東日本からの参加者もあり、宗教を超

えてそれぞれの被災地のことも思いながら共に祈ることが

できました。司式の神田神父さまは、「この日を迎えるたび

に震災を通して出会ったつながりが益々増えていくことを実感します。災害は大きな傷でありますが、

それに負けず、繋がっていくことで未来を創っていくことが

できます。」と話されました。 

 毎年 1月 17日、まだ暗く寒い早朝のこの祈りに参加すると、

当時のことが実感を伴って思い出されます。来年は 25周年の

節目を迎えます。震災の記憶はだんだん薄らいでいき、震災

を知らない人たちも増えていく中で、「1.17 追悼と新生の祈

り」が、災害に強い地域社会を創るために人とのつながりが

どれだけ大きな力になるかを振り返り、且つ伝えていく一つ

の機会となるように、これからも大切に続けていきたいと思います。 たかとり教会 橋本千景 

2018年度 12月 中ブロック協議会議事録 

日時 2018年 12月 9日 14時～15：45 於：鈴蘭台教会 

出席者 大久保神父、ブレーズ神父 4教会各代表 

【報告事項】 

１ 中ブロック合同ミサの備品：ステージ等設置

木材購入費は活動費より支出 

２ 会計監査：2019 年度たかとり⇔兵庫、 

三田⇔鈴蘭台での相互監査 

【協議事項】 

１ 中ブロック会計・活動費について 

① 中ブロック会計：冠婚葬祭 10 万円は中ブ

ロック会計に 3万円 小教区 7万円。オル

ガン奏者への謝礼は各小教区で判断する。 

⓶活動費 3 万円：合同堅信式の記念品・プレ

ゼント等や中ブロック会議費に充当 

※中ブロック会計の新体制 2019年4月から 

２ 年間行事予定 

① 中ブロック協議会開催  原則 3 か月毎 

第 4週 場所は鈴蘭台教会とする 

2019年 3月 24日/6月 23日/ 

9月 22日/12月 22日 

② バザー日程 原則開催日が重複しないよう

調整 三田 10月 23日 兵庫；鈴蘭台 

10月 20日または 27日で調整 

③ 4 教会の行事予定の共有  2019 年 4

月～12月までの予定表作成 

④ 4 教会の交流 合同イベントは会場手配、

主催教会の負担多数の信徒参加を考える

と難しい。 6月の合同堅信式は予定通り

実施（鈴蘭台教会）9名予定 

行事等の機会をとらえて少人数でも交流

を深める事が望ましい 

⑤ その他 各教会の週間行事等の意見交換 

議長、各委員の選出方法意見交換 

 大久保神父から 12月からミサに関し、朗読、

ご聖体の扱いについて変更の話があった。 

  4教会体制での中ブロックがスタート、互い

につながっていけるような形が出来たらよ

い 。                            以上
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≪教会だより≫ 

■住𠮷教会                     
 

 

毎月第 1 と第 3 の土曜日の午後、教会にやってくる 20 名程の

小学生と一緒に、子育て卒業のファイトある女性リーダー数名が

アイデアをだしあってささやかな（？）活動を行っています。星

の園幼稚園の出身者が多く未信者が中心の子供達は、学校もプラ

イベートもとても忙しく、6 年生まで継続して参加することが難

しいのですが、遊びや行事を楽しみに元気に参加してくれます。

神父様のお話や聖書、絵本を通して、イエス様は決して遠い昔の

人ではなく、今を生きる私達にも大切な事を教えて下さいます。

リーダー達も子供達とふれあうことで、たくさんのパワーをもら

い、新たな事に気づかされながら、保護者のご協力、教会の皆様

の温かいご支援のお陰で活動できることに感謝しています。（祖父江 緑） 

 
 

■六甲教会                      
 

 

2014 年アルフレド・セゴビア神父がカリック六甲教会に着任されました。

翌年、2015 年から今まで 12 時に始まっていたごミサを 11 時に変更し、ご

ミサ終了後に信徒の方 （々100 名位）と共に“カウントダウンを始めました。

2019 年で 5 回目を迎えます。 

１月 1 日『神の聖母マリア』“マリアはこれらの出来事をすべて 

心に納めて思いめぐらしていた”(ルカ 2-19） 

2018 年最後のごミサに与った後、10 秒前から秒読みが始まり 10・9・8・・と新年を待ち

ます。今日のみ言葉から頂いた恵みを心に留め、今までの自分に起こった出来事（心に納

めることは難しいですが・・！）を振り返りながら、この数十秒の間に集まったみな様が

何を振り返り、新しい年にむけて何を祈られたのでしょうか・・？ 

乾杯を終えると、帰郷した若者や久しぶりに訪れた方々との談笑が始まり、しばし時間を

忘れての語らいが続きます。新年の幕を開けるために集う年に一度の集まりです。どなた

でも参加できますので、2019 年の年末にはカトリック六甲教会の“カウントダウン”を覗

いて見て下さい。                         （川越 明美） 

 

■神戸中央教会                        
 

神戸中央教会の待降節黙想会は 12 月 22日土曜日に主聖堂を

会場に、九里彰神父（男子跣足カルメル修道会宇治修道院）の

指導で、二つの講話～黙想～ミサが行われた。講話テーマ「今

日ダビデの町に、救い主がお生まれになった。―神の子の誕生

とまことの幸いー」でカルメル会ゆかりの聖人たちの教えを参

照しながら、私たちの今の生き方を見直す必要が説かれた。黙 

想の間には「ゆるしの秘跡」も行われ、参加者は講話時約 80                  

名、ミサ 50 名だった。  

神戸中央教会の主聖堂はコンサートや講演会もよく開かれるが、祈りの空間としても素

晴らしい。この主聖堂で黙想会を開きたい。しかし日曜日は日本語ミサ、英語ミサと連続

するためミサ後の主聖堂での開催は難しい。そこで土曜日に行うことにした。その結果他

教会の方々も参加いただくことが可能となり、住吉教会、六甲教会、他からも参加者を迎

えともに祈ることができた。神に感謝！               （中野 清） 
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明石教会 TOPICS 

避難訓練・ＡＥＤ講習会 

2月３日（日）ミサ後避難訓練・ＡＥＤ講習会が行われま

した。 

１. 開会あいさつ（申神父） 

２. 協議事項 

1) 共同司牧費の分担ルール・細則案 
細則ではなくガイドラインを作成する。

その内容については次回再度検討する。 
 
2) １月以降のミサについて 

復活祭までは第２、５日曜日は前晩で

なく日曜日に主日ミサを行えるようロー

テーションを組む。 

洲本教会は毎週日曜日に主日ミサを行

えるようローテーションを組む。 
 
3) 通夜司式者新規養成研修 

洲本教会に希望者があり研修を行う。 
 

３. 確認事項 

1) 10月に行われた合同堅信式の振返り。 
2) 復活祭後西ブロックが神戸地区の広報担

当を担う。 
 

４. 終わりの祈り（高橋神父）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂水教会 TEL・FAX 707-4434 
２月17日(日) 講演会（AIC-Japan主催） 

２月28日(木) 炊き出し 

３月２日(土) 主日前晩ミサ 18:30 

３月６日(水) 灰の水曜日  10:00 

３月24日(日) ミサ後 ミニバザー 

３月31日(日) 四旬節黙想会 山内神父 

４月６日(土) 四旬節第5主日 前晩ミサ 

        18：30 中川神父 

2018年度第４回 西ブロック 4教会連絡会 
 

日 時 ： 2018年 12月 9日(日) 14:00～16:30 
場 所 ： 明石教会 
出席者 ： 高橋神父、申神父、4小教区代表者、書記 

西ブロック 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 
２月３日 エキュメニカル 14：00 

３月３日 ミサ後評議会 

３月６日 灰の水曜日   19：00 

３月31日 四旬節黙想会 

４月14日 枝（受難）の主日 

４月18日 聖木曜日    19：00 

４月19日 聖金曜日    19：00 

４月20日 復活徹夜祭   19：00 

４月21日 復活の主日 ミサ後パーティー 

 

明石教会 TEL 911-6330・FAX 913-6900 

３月17日 四旬節黙想会 中川神父 

４月18日 聖木曜日 

４月19日 聖金曜日 

４月20日 復活徹夜祭 

４月21日 復活の主日 

５月26日 バザー(予定) 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 
２月23日 前晩ミサ（18:30） 

３月６日 灰の水曜日（10:00） 

３月10日 北須磨評議会（ミサ後） 

４月７日 四旬節黙想会・役員引継ぎ 

４月14日 信徒総会（活動報告会） 

４月19日 聖金曜日（18:30） 

４月20日 復活徹夜祭（18:30） 

４月21日 復活の主日（10:00） 

４月27日 前晩ミサ（18:30） 

５月12日 北須磨評議会（新役員） 
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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、ご支援をお願い致します。 

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。 

 

■第 10回 テレマンチャリティコンサート  

「バロック楽器で聴くバッハ」  於：ｶﾄﾘｯｸ神戸中央教会 

日時：5月 11 (土) 15：00 ～  (14：30開場) 

ドイツで有名なヴァイオリニスト U.ブンディーズ出演 

入場料：2200円(当日 3000円) 学生 1500円 

詳細は配布済みチラシを参照下さい。 

■兵庫 生と死を考える会(いずれも日曜 14時  於：六甲教会) 

3月 17日 例会「遺族支援のために」  

講師：鍋島直樹(龍谷大学文学部教授)  

参加費：500円。定員：60名、先着順。 

4月 21日 月例会 「がん治療の先に見えたもの」 

講師：宮本直治 (がん患者グループゆずりは代表) 

藤本和子 (がん患者グループゆずりは副代表) 

参加費：一般 700円、会員 500円 

5月 19日 月例会 「日常の中で『希望』を探す」 

ーオリンピックの前年にあたりー 

講師：高木慶子(兵庫生と死を考える会会長/  

上智大学グリーフケア研究所特任所長) 

参加費：一般 700円、会員 500円 

連絡先：TEL/ FAX 078- 805-5306 

■祈りと音楽の集い 

7月 7日 オルガ二スト椎名雄一郎氏を迎えて 

10月 13日 六甲教会オルガニストとともに 

12月 22日 クリスマス音楽の集い 

2020年 2月 23日 オルガニスト佐々木悠氏を迎えて 
いずれも日曜 13時半開場 14時開演。入場無料/於：六甲教会主聖堂 

◆前田万葉枢機卿、酒井俊弘補佐司教と尋ねる 

「津和野・萩山口巡礼の旅」 

期日：5月 1日(水)～3日(金) 最終日、乙女峠まつり参加 

      詳細は NL、No.92及び配布済のチラシ参照。 

◆聖書セミナー    日時：4月 18/25日(木)13：30～ 

  一講義 500円。詳細は NLを参照下さい。 

◆第 9回 聖書リレー朗読会キックオフ 

期日：5月 16日(木) 13：30～ 

講師：有木義岳 師(神戸ルーテルアワー神学校 助教授、 

                ラジオ ルーテルアワーでもご活躍) 

◆第 9回 聖書リレー朗読会 

期日：7月 8日(月)～7月 18日(木) 日曜を除く 10日間 

 ・聖書 66巻を読み繋ぐ。基本 1時間で 4人ですが、5人でも

10人でもかまいません。お申込み下さい。 

詳細は NL93号(4月 10日発行)を参照下さい。 

◆KBH「キリスト教の世界」セミナー 

主題：「聖書の豊かさを味わう」 

日時：3月 5日（火）14：00～15：30 

講師：橘内明裕 牧師（御影ルーテル教会） 

サブタイトル：「旧約聖書のキリスト証言 

―なるほどそうだったのか」 

◆「Da Kumiの壺」展示会 

期日：3月 5日（火）〜9日(土) 

 ・聖公会の若き信徒の作品展示。海外セラミック関係のプロ 

フェッショナル部門で優勝。 

◆第 2回 「聖書学術員養成講座」 

 ・4月より開始。是非ご参加ください。詳細は配布済みチラシ 

をご参照下さい。 

◆◆写本 聖書の集い     

・毎月第 3火曜、14時～ 

【編集後記】本年初めての「つながり」をお届けしま

す。昨年は日本の教会にとって再宣教150年の節目の

年でした。篠山にて再宣教 150年をテーマに神戸地区

大会が開催されたのを思い出します。さて、今年は教

皇フランシスコの日本訪問の年です。1981年の教皇ヨ

ハネ・パウロ 2世の訪問以来、待ち焦がれていた訪日

の実現です。これが日本の教会に対しても、日本社会

に対しても実りあるものとなるよう祈ります。(H.T.) 
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