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2019年 5月 81号 

 

 

 

神戸地区地区長 高橋 聡 神父 

 

ご復活祭おめでとうございます。わたしにとってこの一年は、今年度一年を務めると神戸地区長を降りる

ことになると思われる最後の年になります。 

 今年の教区の方針として、十月が福音宣教の特別月間と定められ、様々な取り組みが期待されております。 

 その後十一月終わりごろ教皇様の来日が予定されています。 

 一連の流れを見ていますと、前田枢機卿様が大阪教区に着任されてから間もなくして掲げられた、「きょ

うどう宣教司牧の完成」ということの一つの総まとめの年のような気がいたします。 

 ただ、関連行事や外的取り組みも大切ですが、わたしたちにとって本当に力となっていくのは、アベイヤ

司教様も触れられていますが、霊性ということ、すなわち、キリストとの出会

いを深めるということではないでしょうか。 

 このご復活の季節は特に、今、生きておられるキリストとの出会い、聖霊に

よって現存されるキリストと教会の交わりを喜びのうちに深めていく季節のよ

うに思われます。 

 この一年を神は、引き続き、恵みの年と定めて、大阪教区に臨まれているよ

うにも思います。私たちが、これに心を閉ざすことなく、前田枢機卿様の呼び

かけを使徒の呼びかけとして、心を開いて、神の恵みに生きるように努めたい

ものです。 

 私たちには、時間が無尽蔵にあるわけではなく、光陰矢の如し、人生はあっという間に過ぎ去っていきま

す。神の呼びかけに今、心を開いていかなければなりません。 

 「出向いていく教会」というパパ様の言葉を引いた、この福音宣教のための特別月間についてのアベイヤ

司教様の解説を聞いて、キリストの御姿を思い浮かべてみました。公生活中のキリストは、どこにでも出向

いて、福音を宣べ伝えられました。 

 キリストの霊に従って、キリストとともに、キリストが望まれるところに出向いて、宣教するためには、

聖霊の力が要りそうです。キリストもヨハネから洗礼を受け、荒れ野で四十日の試練を受けられたのちに、

さらなる力を得て、宣教に出発されました。 

 私たちはそれを四旬節で祝ったわけですが、今は喜びのうちに、やはり助けと恵みを願っていかなければ

ならないでしょう。 
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兵庫教会 脇田英二 

聖書には一般社会から見れば逆説が多く描かれていると考えます。最たるものが「金持ちが天の国に入る

のは難しい。らくだが針の穴を通る方が易しい。」（マタイ 19 章 23 節）だと思っています。 

私の霊名はアシジのフランシスコ、2007 年の 4 月に洗礼を授かりました。霊名をこのイタリアの貧者に

したら、と勧めてくださった人がいました。せっかく勧めてくれるならと何の深い考えもなく決めました。

しかし信者としての生活を続けていると、霊名の聖人に性格が似てくるような気がします。44 歳になって

キリストと出会い、生活は一変して現在 57 歳で独身ですが、貯金はありません。と言うかする気がありま

せん。厚生年金は拒否できないので自動的に入っていますが、働ける間は頑張って働いて、行けるところま

で行ったら土にかえりたいと考えています。すべてを決定されるのは主なのであるのだから、先行きを自分

で考えないよう努めています。 

私は毎週社会活動センターが行っている「夜回り」に参加しています。担当するのは主にメリケンコース

で、そこには「いらんいらんのおっちゃん」が居ます。彼は現在 86 歳。「いらんいらんのおっちゃん」とい

う名の由来は、1.私たちが持参するおにぎりやみそ汁を受け取つたことがな

い。2.生活保護など人が生きていく上での保障にまったく興味を示さない。

が挙げられます。しかし彼は何かあったらその時は相談するからと言ってい

ます。直近に会ったとき彼が言ったのは、食パンを 3 枚毛布の中に入れてい

たのだが、他のホームレスに盗られた。悪い奴がいるもんやな。とぼやいて

いました。生活保護を受けて屋根のある暮らしをすれば、パンを盗まれるこ

ともないだろうと思うのだが、彼は毎日食べ物を集める生き方を好みます。

人間がどのような対策をしても死ぬときは死ぬというのを訴えているように

感じられます。 

抜群の調整能力を持った濱崎先生から議長を引き継ぎました。皆様にご迷

惑をお掛けしないよう頑張りますので、よろしくお願いします。 

＜神戸地区へようこそ＞ 転入 

西ブロック Fr．林和則 （住之江＜みなと B＞より）  

Fr．ジェラール・グイノ（武庫之荘＜阪神尼崎 B＞より）（洲本担当） 

中ブロック Fr．グェン・クォク・トゥアン（かわち B 助任より）（鈴蘭台担当） 

Sr．グェン・ティ・トゥエト・スォン 

＊神戸中 B は Fr．ブレイズが兵庫・たかとり担当、Fr.神田裕が三田担当 

東ブロック Fr．ルスタラン・バルテレミ（日本語研修を終えて） 

Fr．中村健三 （広島教区・三篠より） 

＜お世話になりました＞ 転出 

西ブロック Abp．池長潤 （イェズス会ロヨラハウスへ） 

Fr．申繁時  （高松教区へ） 

中ブロック Fr．大久保武 （サバティカル） 

東ブロック Fr．高山親  （広島 祇園教会へ） 
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 カトリック新聞の第１面の右下に“わすれない”というコーナーがあることをご存知でしょうか？４月２

８日号は、神戸地区社会活動委員会や“ふっこうのかけ橋”また社会活動センターとも関りが継続している

「カリタス南相馬」からの現状を伝える記事が掲載されていました。カリタス南相馬の責任者は Sr.畠中ち

あきさん（聖心会）、以前神戸地区にもお出で頂いて福島、特に沿岸部の浜通りについてのお話しを伺いま

したが、この記事を書かれた副所長の南原摩利さんは南相馬での活動５年目を迎えた方です。変化する状況

の中、早期帰還した高齢者の思い等を綴られていましたが、戻った人々が抱える問題、戻れない人々が抱え

る問題など、それぞれが抱える複雑な問題は残されたままであることが伺えま

した。特に世間では戻ら（れ）ない人へのバッシングがかなりあり、イジメの

問題など深刻さを増しています。記事の中で、「戻る」か「戻らない」かのど

ちらかを選択することに目が向けられがちであるが、むしろ被災した住民が、

それぞれの場で幸せに暮らせるような支援がいると締めくくられていたこと

に共感しました。 

またもう一つ、同日付けの同新聞の記事から「希望の牧場・ふくしま」

を守り続けている吉沢正巳さんの講演会の記事がありました。当時、福

島第１原発から14kmの地点にある浪江町の和牛牧場で働いていた方で

すが、爆発後に出された緊急避難指示にも牛を置いて逃げることが出来

ず、食用にはできないため餓死させるか殺処分の道しか残されていなか

った牛たち 300 頭とこの 8 年を現地で過ごして来た人でした。牛飼い

として、自分には牛たちを処分することは出来ない「最悪なことの中にどんな意味があるか見つけたい」と

悩み抜き、今ようやく「絶望の中にこそ希望がある」という答えを見つけられたようです。 

もう一つ「南相馬こどものつばさ」というプロジェクトをご紹介したいと思います。このプロジェクトは

2011 年の原発爆発後に戸外での活動制限を受けた福島の子ども達の健康と成長を願い企画実行して来ま

した。県外での林間・臨海学校の企画を広く募集しており、今年も福岡教区が「博多にきんしゃい」でエン

トリーしています。 

 さて、さまざまな福島の今を書きましたが、最後に届いたばかりの「原町教会報」から幸田司教が書かれ

た文章を一部転載します。「風評を含めて、影響と痛みは今も続いています。地震と津波は過去の出来事に

なりつつあるかもしれませんが、原発事故の方は今も収束したとは言えません。・・・」 

 

東京オリンピックに向けて傷んだ沿岸部では急ピッチで工事が進み、安全宣言が出されていますが、除染

土を詰めたフレコンバッグの山はまだまだ仮置き場に積み上げられたままの状態で人々は暮らしています。

原発そのものの在り方を問うこともなく、不利益なことを水に流し、臭い物に蓋をして来た人間のエゴがま

だそこには存在しています。原発事故の収束こそが人々の願いであり、未来への希望の兆しだと思います。

支援の形はさまざまありますが、今年も下記の予定で従来どおりの“ふっこうのかけ橋”を開催することに

なりました。 

とりもなおさず福島と神戸の子ども達の笑顔の交流をめざして。 

 

2019.05.11 

ふっこうのかけ橋実行委員会 
ふくしま通信－第２０号－ 

期間：2019 年 8 月 1 日（木）～5 日（月） 

場所：カトリック垂水教会 愛徳姉妹会カナ・ナザレの家 が候補に上がっています。 

詳細は後日、各小教区にお知らせ致しますので、ご協力宜しくお願い致します。 
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日時：2019 年 4 月 7 日（日）１４：００～１６：２０    於 北須磨教会 

１ 出席の確認：高橋聡地区長、アルフレッド地区担当司祭、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、 

ふっこうのかけ橋、その他関係者 

 

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 

＊いろいろなテーマに柔軟に応える。それが神の呼びかけに応える事になる。 

 

② 教区評議会・神戸地区司祭集会報告 

○「10 月の福音宣教のための特別月間をどのように過ごせばよいか」 

＊「自らの信仰を語り合いながら、分かち合っていただくことが最も大切なことだと思います」 

配布資料アベイヤ補佐司教の提言「10 月の福音宣教のための特別月間を有意義に生きるために何が

必要か？」を参照の上、各ブロック、小教区で分かち合った内容、提案等を高橋神父様へ 5 月中ぐ

らいにメールで伝え、集約し教区の宣教司牧評議会へ報告する。 

○聖堂内コンサートの制限について 

＊「教会は神を礼拝するための神聖な場所であり、そこを汚すことは許されない。信者の教会に対す

る認識が甘くなっているのではないか。しかし教会での音楽を否定しているのではない。宣教として

の大切な手段である。」神戸地区は教会でのコンサートが多い。教区より後日通達がある予定。 

≪禁止例≫信仰に反する歌。内陣に入ること。前売り券の販売等。 

○神戸地区宣教司牧評議会規約見直し 

高橋神父＜小教区規約の見直しに合わせ地区評議会規約についても見直しが必要と考えている。＞ 

 

③ 教区宣教司牧評議会報告（濱崎）時報 1 月号参照 

＊再宣教 150 周年を記念し、新たなる再宣教へ 

＊「きょうどう宣教司牧の完成」「各評議会（主宰者・諮問機関・参考投票権）の明確化」「きょうど

う宣教司牧における修道者と信徒による奉仕者について」（時報 1 月号） 

    ＊6 月 16 日、再宣教 150 周年閉年ミサ（カテドラル） 

 

３ 議題 

A 審議事項 

④ 2018 年度決算についての承認。 

⑤ 神戸地区宣教司牧評議会役員の担当小教区輪番について 

現在のローテーションで行くと、2020 年度,2021 年度には担当が重複する小教区が出てしまう。

重複しない輪番制を作成する必要がある。 

⑥ 平和祈願ミサ・旬間行事について 

大阪教区より高橋神父に資料が送られてくるので、それを各小教区に送付。各小教区では何をするか

決定し、兵庫教会にメール連絡をする。期限については後日連絡あり。 
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2019 年度 4 月 神戸地区宣教司牧評議会議事録 
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⑦ 2019 年度新養成委員について  

養成チーム(運営委員):指導司祭 Fｒ.アルフレッド 信徒 7 名を承認。 

上記メンバーを含め各教会 2 名を選任し 5 月末までに養成委員会に報告する。 

⑧ インターナショナルデー(旧大阪教区国際協力の日) 

10 月 20 日(日)カテドラルで行う。教区から神戸地区への派遣要請がある。 

B 提案事項 

① パウロ書院のサポートについて 

Sr.井村より「來住神父の講演」の企画という提案がありましたが、今年は行事が多いので、来年早

めに神父にアプローチしてはとアドバイス。 

② ふっこうのかけ橋について 

＊今年も継続の方針 

＊いつまで継続するのかについて 

プロジェクトメンバーの意向としては、形を変えて続けていきたいので、各小教区からの助言を 

お願いしたい。最終的にはメンバーの意向と他の動向をふまえて評議会が決定する。 

③ 教皇来日時（11 月下旬の予定）の神戸地区の対応 

＊ツアーは企画しない。パブリックビューイングを企画してはとの声もでる。 

  

  C 報告事項 

  評議会レジメ通り 

① ブロック活動 配布資料「中ブロック教会」「西ブロック連絡協議会の報告」「東ブロック会議事録」

を参照 

② セントポール支援講演会 ポスター他配布 

③ 認知症ケア 

④ 神戸地区司祭異動＜既報＞ 

 

４ 委員会報告 

(ｱ) 養成委員会（氏家）配布資料「2019 年 3 月神戸地区養成委員会議事録」参照 

(ｲ) 社会活動委員会（岩佐）１２/７チャリティーコンサート（中央教会） 

(ｳ) 広報委員会（田邊）配布資料「神戸地区広報委員会報告」参照 

(ｴ) 青年委員会（広部） 

 

５ その他 

(ｱ) エキュメニカル（角田）配布資料「エキュメニカル活動について」参照 

(ｲ) 一粒会（山口）配布資料「一粒会委員会報告（５０回）」参照 

＊今年は司祭叙階の予定者がいない。 

＊淳心会から１名とクラレチアン会から１名の２名助祭が誕生した。 

 

＜今後の予定＞ 

  広報委員会  5 月 11 日（土） 10：00～   住吉教会 

養成委員会    6 月 2 日（日） 14：00～  中央教会 

  社会活動委員会   6 月 9 日（日） 14：00～  六甲教会 

  宣教司牧評議会   ７月 ７日（日） 14：00～  住吉教会 
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開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

三田教会 毎週火曜 14:30 聖母の園児童図書館 幼児どなたでも 信徒
信徒館
春/夏/冬の学時はお休み

079-562-4404 毎週金曜 10:00 みことばの分かち合い どなたでも Fr.神田 信徒館

第４木曜 10:00 聖書による子育て どなたでも 信徒 信徒宅

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

六甲教会 第２・４日曜（※１) 11:15 キリスト教入門
入門志願者のみ
(紹介者同席可）

Fr.増井 第３会議室

078-851-2846 毎週日曜（※2) 11:00 中高生会 中高生 リーダー 中高生会室

第１・３水曜（※3) 10:00 福音のよろこびを生きる どなたでも こいずみゆり 第５会議室

第３木曜 19:00 聖書による信仰入門 どなたでも 吉村信夫 信徒会館

第２・４金曜 10:30 聖書と典礼を読む会 どなたでも 藤原泰 第４会議室

第２・４金曜 14:00 「福音の喜び」 どなたでも Fr.アルフレド 第４会議室

第３金曜 19:00 カトリック教会のカテキズム どなたでも Fr.アルフレド 第３会議室

第２・４土曜 17:30 みことばを味わう どなたでも Sr.藤岡 第５会議室

第1～4土曜（※2) 14:30 教会学校 小学生 リーダー 信徒会館

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

住吉教会 毎週金曜 10:15 信仰の集い どなたでも Fr.エマニュエル 第２会議室

078-851-2756 第４土曜 15:00 Come and see どなたでも Fr.エマニュエル 第２会議室

第１・３土曜 14:00 教会学校 対象小1～6年 信徒 会議室、ホールなど

第５日曜 11:00 信仰の分かち合い どなたでも 信徒 第２会議室

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

神戸中央教会 第２・４土曜 11:00 信仰を養うー聖書とともに どなたでも Fr.エマニュエル 集会室

078-221-4682 第１・３木曜 14:00 ともにこの道をー聖書味読 どなたでも 信徒 集会室

第３金曜 19:00 テゼの祈り どなたでも 信徒 小聖堂

第２土曜 13:00 一緒に祈り分かち合いませんか どなたでも 信徒 小聖堂

毎週日曜 10:30 教会学校 幼児～小6年 リーダー キッズルーム

第２土曜 13:30 祈りのつどい どなたでも 聖パウロ女子修道会 セント・ポール神戸

2019年度 神戸地区 カトリック 信仰講座
　私たちの人生を豊かにするために、悲しみを喜びに変えるために、キリストを知ることが大切です。
　キリストに出会える講座がたくさん開設されております。信徒の方も未信者の方も下記の信仰講座へお出かけください。
　きっと素敵な人生が開けると思います。詳細は各教会へお問合せください。

※１ 5月12日より開始。　※２ 学校の長期休暇中はありません。　※３ 4月3日より開始しております。

場所・天候などにより、休講になる場合があります。事前にご確認ください。※中村神父様の講座は後期より開始予定です。
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開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

北須磨教会 第２・４日曜 ミサ後 共に歩む旅 どなたでも 信徒

078-791-3788 第１・３火曜 10:00 マルコ福音書を読む どなたでも Br.呉 西区信徒宅

第１・２火曜 11:00 信仰講座 どなたでも Fr.高橋

第２火曜 13:00 入門講座 どなたでも Fr.高橋

毎週金曜 14:30 主日の聖書を読む会 どなたでも 信徒

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

洲本教会 毎週水曜 19:00 聖書と典礼 Fr.グイノ

0799-24-5144 毎週金曜 14:00 聖書と典礼 Fr.グイノ

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

明石教会 毎週日曜 8:30 入門講座 どなたでも 信徒 集会室

078-911-6330 毎週日曜 ミサ後 共に歩む旅 どなたでも 信徒 会議室

毎週火曜 10:00 聖書を読む会 どなたでも 信徒 会議室

毎週木曜 14:00 祈りの集い どなたでも 信徒 ３Ｆ小部屋

毎週木曜 10:00 聖書通読会 どなたでも 信徒 会議室

第２･４土曜 13:30 Let’s learn English どなたでも 信徒 信徒館

毎週土曜 15:30 信仰講座 どなたでも Fr.高橋 信徒館

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

垂水教会 第２・４月曜 14:00 聖書勉強 求道者 Sr.マリア・ヘスス 信徒会館

078-707-4434 毎週水曜 10:00 聖書勉強 どなたでも Sr.井本 愛徳姉妹会(舞子)

毎週金曜 10:30 聖書勉強 どなたでも Sr.井本 愛徳姉妹会(舞子)

毎週金曜 13:30 主日の福音を読む会 一般信徒 Sr.石戸・福本 信徒会館

第1・３土曜 15:00 聖書の話 土曜学校の保護者 Fr.林 信徒会館

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

兵庫教会 第１・３・５ Fr.ブレーズ

078-575-5294 第２・４ ※1

毎週火曜 18:00 聖書講座 どなたでも Fr.ブレーズ
信徒館
※たかとり/兵庫、合同

毎週土曜 16:00 キリスト教を知る キリスト教に興味のある方 Fr.ブレーズ
兵庫教会/信徒館
※たかとり/兵庫、合同

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

鈴蘭台教会 第1・３火曜
10時
ミサ後

聖書講座（5月21日開始） どなたでも Fr.トゥアン 信徒館

078-593-0025 第1・３土曜 16:00 キリスト教を知る どなたでも Fr.トゥアン 信徒館

開催教会 曜日 開始時刻 講　座　名 対象 指導者 場所

たかとり教会 毎週火曜 18:00 聖書講座 どなたでも Fr.ブレーズ
兵庫教会/信徒館
※たかとり/兵庫、合同

078-731-8300 毎週土曜 16:00 キリスト教を知る キリスト教に興味のある方 Fr.ブレーズ
兵庫教会/信徒館
※たかとり/兵庫、合同

※1　本年度の信仰講座の指導者については直接お問い合わせください。

信徒館毎週木曜 10:00 聖書を楽しむ会 どなたでも

7
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澤田伊公子（垂水教会） 

２０１９年２月１７日（日）ミサ後、永原郁子先生を垂水教会にお迎えして、先生の活動についてお話を

うかがいました。 

永原先生は、1993 年にマナ助産院を開業、２０００年に「いのち語り隊」

をスタートされ、２０１８年 9 月に一般社団法人「小さないのちのドア」を

設立されました。様々な事情を抱え、追い詰められた妊婦・母親・子供たちを

救うために、スタッフ２名と共に２４時間体制で、毎日の深刻な相談に対応し

ておられます。そのような中にあっても、先生は連日のように講演会に赴き、

「母性豊かに育てたい」を信条に「いのちの大切さ」を伝えておられます。 

日本における「優勢保護法（１９４８年）」公布から、１９９６年の「母体

保護法」に至る流れ。特に、戦後の「産児制限」は中絶を認めるという解釈に

基づいている厚労省の実態。そして、中絶・（虐待死）遺棄・妊産婦の自死な

ど、先生が示してくださる数字に愕然としながら、身近に起きている現実に無

関心ではいられない、と強く思いました。 

「こうのとりのゆりかご」で有名になった熊本の例、ドイツの視察のことなど、有益なお話も伺えました。 

永原先生は、クリスチャンとして聖書のみことばを支えとし、常に祈り、マザーテレサを尊敬しておられ、

神からいただいた命を守るための活動を続けておられます。さらに、マタニティホームの建設も計画してお

られます。大変お忙しい先生のご健康のほうが気がかりです。けれども、「心と体に傷を受けた」方々のた

めに奔走されている永原先生に敬意を表するとともに、私ができることをみつけて協力したいと思いました。 

※永原郁子先生：マナ助産院院長 ・ 小さないのちのドア代表 ・ いのち語り隊代表 

兵庫いのちを大切にする会役員 

  

 

 

 

◆◆ 中ブロック（三田教会）の活動より ◆◆ 

 

１．３月１日（金）にエキュメニュカルの一環とした世界祈祷日「祈祷会」が、日本基督教団摂津三田教会

で行われ、三田教会より１０名の信徒が参加し他教会の皆さんとの交流を深めました。 

２．３月２４日（日）四旬節の黙想会を神田神父の指導で行いました。 

３．４月２１日（日）の復活祭のミサ中に１名の幼児洗礼式がありました。 

４．５月１２日（日）初聖体式 

５．6 月２３日（日）ミサ後、小教区信徒総会 

 

 

 

■三田教会 
☎ 079-562-4404 

Fax:079-562-9404 

■たかとり教会 
☎ 078-731-8300 

Fax:同上 

■鈴蘭台教会 
☎ 078-593-0025 

Fax:078-593-2727 

■兵庫教会 
☎ 078-575-5294 

Fax:同上 

 

講演会【今、いのちを守るために】（AIC-Japan主催）に参加して 

中ブロック
 

http://tarumi-church.sakura.ne.jp/%e4%bb%8a%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a1%e3%82%92%e5%ae%88%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab/
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２０１９年度３月度中ブロック４教会協議会議事録 

 

日 時：２０１９年３月２４日（日）１４：００～ 

場 所：鈴蘭台教会 

出席者：大久保神父 

脇田・中島（兵庫）、トゥン・橋本（たかとり）、濱崎・金田（鈴蘭台）、仲・脇田（三田） 

 

【報告・確認事項】 

① 4 教会の司牧体制について 

トゥアン神父＝鈴蘭台、ブレーズ神父（モデラートル）、Sr.スォン＝たかとり・兵庫、三田＝神田神父 

② 会計監査[2018年度決算(4月)]について 

・ 三田⇔たかとり、兵庫⇔鈴蘭台 

③ 中ブロック合同堅信式について 

日時：2019 年 6 月 9日（日）10時～  於：鈴蘭台教会  

司式：前田大司教出席予定・ブレーズ神父（モデラートル） 

 

【協議事項】 

① 司祭・司牧者の異動にともなう歓送迎会について、中ブロックとしてはしない。 

② 年間の各教会行事予定について 

 ・2019 年 4月～12月までの 4教会の予定表作成し行事予定を共有。（別紙参照） 

  ・バザー日程：兵庫 10/20、鈴蘭台（今年は中止いたします）、三田 10/13 で決定 

③ 中ブロック活動費の使用・会計担当者について 

 ・会計担当者は鈴蘭台教会。活動費予算のうち、合同堅信式記念品購入費等としての使用を承認。 

 

【その他】 

  ・31 年度の 4教会の議長、副議長の人事は鈴蘭台、三田は変更なし。兵庫 3/31・たかとり 4/7選出予定 

・4 月からの平日ミサ・講座・分かち合いについて 

  → 鈴蘭台のミサ時間 5/5から 9：30 が 9；00 に変更。他の教会は今年度変更なし。 

  → たかとり・兵庫合同ミサ 第 4日曜日から第 5日曜日に変更。 

  → 5 月以降に新体制が決まるまで未定 

・平和旬間期間 8/6(火)～8/15(木) 

→ 小教区毎の旬間行事実施内容を次回検討する。 

 

【大久保神父より】 

・主日のミサ担当について、5月以降月 1回程度司祭のローテーションがあります。  

・各小教区評議会議事録を他の 3 教会の司祭に送り内容を共有してほしい。 

【終わりの祈り】  

 

次回６月２４日(日)14時〜 場所は鈴蘭台教会（主催は兵庫教会） 
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１．日 時：2019年 2月 24日(日)14：00～15：00、住吉教会 
２．議 題 
 （１）各小教区評議会議長団役員改選について 
    神戸中央：現行どおり継続(非改選期)   六甲：新 中村議長、副議長 選任中  
    住吉：新 野口議長、酒井副議長、佐伯副議長、南浮副議長、坂本副議長 
 （２）2019年度東ブロック合同堅信式準備進捗状況 
      東ブロック合同堅信式ミサ：2019年 6月 23日(日)10：00、神戸中央教会 
    2月 10日準備会開催。準備会：4/28(日)、5/26(日)14：00 、神戸中央教会 
    リハーサル（案）6/15(土)又は 6/16(日)、神戸中央教会 
（３）2019年度東ブロック、各小教区平和旬間行事、平和祈願ミサについて 

     神戸地区評議会議長から「今年度はブロック、小教区で開催」提案、承認。 
     東ブロック会での提案：ブロック開催(案)、8月 10日(土)六甲教会 
     18：00 平和旬間行事 19：00 六甲教会ミサに出席。 
     提案内容を各小教区評議会で検討の上、各議長・副議長が相互連絡し、東ブロック平和旬

間行事実行委員会（又は準備会）を立ち上げる。 
（４）情報交換 

①各教会 四旬節中の行事予定    十字架の道行、聖週間（共通） 
神戸中央：3月 23日(土)四旬節黙想会、ゆるしの秘跡（エマニュエル神父） 
住吉：3月 31日(日）四旬節黙想会、ゆるしの秘跡（エマニュエル神父） 
中央・住吉：3月 30日(土)～31日(日)小学生の黙想会（サムエルナイト） 

       会場：住吉教会。神戸地区へも参加呼びかけを実施。火を使い、瞑想 
②各教会 復活の主日ミサ（4/21）以後の行事予定 

4月 21日(日)復活の主日ミサ、（六甲）高山親神父送別会（住吉）初聖体 
4月 28日(日)復活節第 2主日ミサ、（六甲・中央）初聖体祝福式 

                           （住吉）小教区総会（新役員挨拶）、小教区評議会 
5月 18日(土）六甲教会春の黙想会（指導司祭 中村健三神父） 

       ※次回：2019年 9月 22日(日)14時～ 神戸中央教会 
≪教会だより≫ ****************************************************************** 

 ■六甲教会        ≪お庭へのご案内≫ 
 
 

早春の訪れと共にウメ、モモ、モクレン、サクラ、アーモンド、フジ

等が次々に開花し季節の移り変わりを告げてくれます。百花繚乱、この

季節には訪問者や道行く人達に楽しんで頂いています。六甲教会の敷地   

内には、聖書の中に登場する植物も選ばれており、５０種類余の高低木

が植栽されています。夏には、藤棚のシャドーカバーとトケイソウのグリーンのカーテンはゆっく

り涼をとることができ、登山帰りの方が休憩をされる姿があります。聖堂に向かう両サイドの花壇

は、季節の草花を絶やすことなく一年を通して可憐な花を咲かています。花壇の周りでは幼い子供

達が戯れ、お年寄りはしばし花談義に花を咲かせ、インスタグラマーやご近所の方々がお散歩に立

ち寄られる光景も見受けられます。入り口ではマリア様（オランダ・アントワープ市民から贈られ

た阪神・淡路大震災鎮魂のレプリカ）がお出迎えいたします。 (貴島せい子/施設管理部 園芸係） 
 

■住吉/神戸中央教会   《サムエルナイト》  3月 30日（土）～31日（日）於：住𠮷教会 

 

 今年も主の呼びかけに目を覚まして応えたサムエルに習い、神戸中央、住

吉、たかとり教会の 20人の子どもたちが住吉教会に集まりました。緊張も

束の間、すぐに打解けて一緒に遊び、それぞれが工夫して絵を描き、コップ

ローソクを作りました。おいしいカレーの夕食

でお腹を満たしたあとは、黙想の時間。手作り

のローソクを囲んでエマニュエル神父さまと一緒に座りました。静寂

の聖堂で揺れるローソクの炎。神妙な面持ちで炎に目をやる子どもた

ちの姿は、まさに神さまの声を聴こうとしているサムエルでした。翌

日の主日ミサでは子どもたちが朗読や先唱、奉納などのお役を立派に

務めさせていただきました。お世話下さった住吉教会の皆様ありがと

うございました。         （岡 康子/神戸中央教会） 

■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 

Fax 078-851-9023 

東ブロック
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西ブロック 4 教会連絡会 

 
日 時 ： 2019 年 3 月 24 日(日) 14:00～ 
場 所 ： 北須磨教会 
出席者 ： 高橋神父、4 小教区議長・副議長 

 

明石教会 TEL911-6330・FAX913-6900  

6 月  2 日（日） 大掃除 

6 月 9 日（日）14:00  西ブロック 4 教会連絡会（北須磨） 

6 月 23 日（日） 明石評議会 

8 月  6 日～１５日  平和旬間行事 

8 月 11 日（日） 慰霊祭 

 

垂水教会 TEL 707-4434・FAX 203-1355

５月 12 日（日） 垂水評議会 

６月  2 日（日）ミサ後 信者総会 

6 月 9 日（日）14:00  西ブロック 4 教会連絡会（北須磨） 

※平日の朝ミサは火曜日から土曜日の７時になりました。 

 

洲本教会 TEL 0799-24-5144 FAX 23-3664 

6 月 9 日（日）14:00  西ブロック 4 教会連絡会（北須磨） 

 

北須磨教会 TEL 791-3788・FAX 794-6919 

5 月 12 日（日） 北須磨評議会 

6 月 9 日（日）14:00  西ブロック 4 教会連絡会 

7 月 14 日（日） 北須磨評議会 

7 月２８日（日）  きたすまカフェ 

 

■明石教会 
☎ 078-911-6330 

Fax:078-913-6900 

■垂水教会 
☎ 078-707-4434 

Fax:078-203-1355 

■北須磨教会 
☎ 078-791-3788 

Fax:078-794-6919 

■洲本教会 
☎ 0799-24-5144 

Fax:0799-23-3664 

 

西ブロック
 

議題 
①高橋神父より 
・人事異動の報告 

 
②4 月以降のミサ時間・ローテーションについて 
・林神父、中川神父、高橋神父で垂水、北須磨、
明石を担当する。 

・グイノ神父は洲本担当。 
 
③相互監査の日程について 
 ・4 月 14 日（都合が悪い場合は相談する） 
  北須磨→明石 
  明石→洲本 
  洲本→垂水 
  垂水→北須磨 

④通夜司式者新規養成研修について 
 ・2 月 24 日（日）洲本教会で実施 
 ・参加者 8 名（リフレッシュ 3 名、新規 5 名） 
 
⑤各小教区の広報誌巻頭言のローテーションに

ついて 
 ・グイノ神父もローテーションに入ってもらう 
 
⑥各教会行事 
 ・次号つながりで報告 
 
⑦次回ブロック連絡会予定 

 6 月 9 日（日） 
  於：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 

 

 

 

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行きます。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。 

 

 

 

【お詫び】 

つながり 80号 P12「テレマンコンサート」の記事に誤りがあり

ました。 

※入場料 2000 円(誤り)→2200 円(正) 

※ヷァイオリニスト U.文ディーズ（誤）→U.ブンディーズ(正) 

ここに訂正しお詫びいたします。 

■兵庫 生と死を考える会 
☆日時: 6月 23日（日） 14：00～15：30 

・月例会：最期まで自分らしくー高齢者ケアの現場よりー 

山口 宰（社会福祉法人光朔会オリンピア常務理事・神戸国際大学経済学部准教授） 

☆日時: 7月 27日（土） 10：00～16：30 

・研修会：ケアを受けながらケアする人の人間力を高める  

髙木慶子（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） 

☆日時: 7月 28日（日） 14：00～16：30 

・研修会：寄り添い人の人間力を高めるために 

柏木哲夫（淀川キリスト教病院名誉ホスピス長・相談役） 

■六甲教会 春の黙想会 テーマ：「喜びをを持って生きる」 

日時:5 月 18 日(土) 10時 30 分〜15 時 (ミサ 14時 15 分〜)  

於：六甲教会主聖堂   指導：中村健三神父 

参加費:無料  事前申込み:不要 

昼食持参。お茶は準備致します。 

詳細は後日発行のポスター、チラシをご参照ください。 

■祈りと音楽の集い 

日時：2019 年 7月 7 日(日)14 時開演 13 時半開場 

於：六甲教会主聖堂 入場無料 
オルガン演奏：椎名雄一郎（活水女子大学音楽学部教授、東京芸術大

学講師、日本基督教団吉祥寺教会オルガニスト） 

【曲目】 J.S.バッハ 前奏曲とフーガ ハ短調 BWV546 

J.S.バッハ 「最愛のイエスよ、われらここに集まりて」 BWV731 

F.メンデルスゾーン オルガンソナタ第 6番より 

J.ブラームス 「装いせよ、おお愛する魂よ」作品 122-7 など 

◆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。参加された方

は、「また次回も」の感想を残すくらい感銘を受けられま

す。「聖書の違い、言葉や国籍の違いを乗り越えて、教会

は一つを」、実現しています。 

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：「聖書の力」 

日時：６月４日（火）１４：００～１５：３０ 

講師：山本俊正 （関西学院大学商学部教授） 

・「アジアで出会った聖書の言葉と宣教の歴史」詳細は４月

発行のＮＬ No.９３を参照ください。 

◆オカリナで賛美を！ 

６月３０日（日）14:30～16:00 

 ・昨年帰天した松岡直子氏（当時 KBH 事務局次長）が企画し

ていたコンサートです。参加費等の詳細は、既に配布済のチ

ラシや NL No.93 を参照ください。 

◆第 2 回 「聖書学術員養成講座」 

 ・4 月より、第２回目となる「聖書学術員養成講座」が始まって

います。現在の日本語訳聖書が成立した経緯などが学べま

す。実際に KBH 聖書学術員にならなくても有意義な勉強に

なります、是非参加ください。詳細は、送付済のチラシを参照

ください。 

◆◆写本聖書の集い     

・毎月第 3 火曜、14 時～ 聖書写本と、写本個所の聖書のお

話しを聞く集いが、開催されています。 

【編集後記】 
元号が変わったこともあり、昨年までとは違う気分で

新年度を迎えました。今期より２年間つながりの発行

は西ブロックの担当となります。発行にあたってはたく

さんの方の努力と奉仕があり、その姿には感謝の念が

堪えません。このつながりが皆様のお役にたつよう心

から祈っております。今後とも皆様のご協力よろしくお

願いします。 （T） 
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