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2019 年 12 月 83 号 

神戸地区地区長 高橋 聡 神父 

 今年も、はや、私たちはクリスマスを迎える季節に入ろうとしています。2019 年のク

リスマス。神のみ言葉が、一人の人間となってこの世に来られて、もうそれくらいの時間

が経ったのですね。 

 今回教皇様が来日されて、どんなメッセージを私たちに語

ってくださったのでしょうか（この原稿を書いている時点で

はまだ、お越しになる前ですので、何もわかりませんが、こ

れが発行されたときは、すでに明らかになっている筈です）。 

そのメッセージと、これから祝われる、イエス・キリストの

お姿とはどのようなつながりが感じられるでしょうか。 

 今年一年、大阪教区は、再宣教 150 周年の閉年ミサを祝

い、マリアさまの汚れなき御心に大阪教区をおささげし、福

音宣教特別月間に取り組み、そして、私たちの牧者であり、

同時に宣教者として来日されたパパ様をお迎えしました。 

 これだけ列挙しますと、準備はととのえられた、というようにも思われます。 

 あとは、私たち一人一人の決心を神様は待って下さっているのかもしれません。 

 それを励ますためにも、今年も、主イエス・キリスト様が、私たちの中に、私たちのた

めに、お生まれになるのではないでしょうか（この私たちのためとは、私たちが出会い、

かかわる全ての人も含まれています）。こうして、クリスマスは、私たちと、私たちがかか

わる人々に神さまの愛が示される時になっていくのでしょう。 

 私たちが出会う人々を受け入れ、私たちがキリストを信じるも

のであることを告げ、その人々の心に語り掛けていくことができ

るように、神さまにお願いしながら、待降節を過ごしたいものだ

と思います。 
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 フランスでは 24 日の夕暮れになると、家の一番の年配者は夜空を見て一番星を見つけると直ぐに家族を集め、

部屋の暖炉に火をつけ、朝まで燃え続けるように大きな薪をくべ続けます。子供た

ちは暖炉の近くのクリスマスツリーの下にプレゼントをもらうために自分の靴や

大きな靴下をおきます。イエスは 25 日の深夜にお生まれになったので、ご降誕の

深夜ミサの時間を待ちながら、家族そろって聖歌を歌い、祖父母の面白い物語を聞

きながら、心の準備をします。母親はこの頃には既にミサ後のお祝いのパーティー

（夜通しの豪華な）の準備を終えています。 

ミサの時間が近づくと人々は家の外に出て、手にローソクや提

灯を持ち、周りの人々を幼いイエスの誕生を一緒に祝うように

誘いながら、家から家へ楽しいクリスマス・キャロルを歌い、

踊りながら行列になって教会へと急ぎます。教会に入るとみん

な静かになり、沈黙を守り、馬小屋の前でひざまずいて神に感

謝の祈りを捧げ、自分の席に座ります。午前 0 時になるとミサ

祭儀が始まります。ミサ後、各自急いで家に戻ります。大人たちは

豪華なクリスマス・パーティーに参加するため、子供たちはクリス

マスプレゼントをもらうためです。パーティーのメニューは牡蠣、

伊勢エビ、三種類（黒、白、赤）のソーセージ、白身の魚、七面鳥、

サラダ、様々のチーズ、飲み物はシャンパン、白と赤のワイン、コ

ーヒー、リキュールなど、とても豪華な品々が食卓いっぱいに並びます。そしてフランスではパーティーの終り

に一年の出来事を思い出して、12 個の違ったケーキを食べる習慣があります。勿論、このパーティーには自分た

ちの家族や親戚だけでなく、友だちや貧しい人を誘います。    グイノ・ジェラール神父 

 

 

  ベトナム中南部ダックノン省出身の Sr.スオンに、クリスマスを迎える子どもたちの様子を話していただきまし

た。 

 住人のほとんどがカトリックの村では、クリスマスが近づくと家庭、地域、教会で、それぞれ馬小屋を作りは

じめます。子どもたちは声をかけあって、朝 5 時のミサに行き、神父からワラを 1 本ずつもらいます。皆のワラ

を集めて馬小屋を作ります。子どものささげものです。 

 ミサでイエス様に出会い日曜学校のリーダーもしっかり信仰を伝え

ます。クリスマスの2〜3ヶ月前から、役割りを決めて毎週夕方2時間、

聖劇や聖歌の練習をします。クリスマスの意味を練習の内に身につけて

信仰を深めていきます。教会のために自分をささげることを学びます。 

クリスマスの夜には、ミサの前に練習してきた聖劇 、聖歌がささげら

れます。各家庭ではごちそうが用意されて、子どもたちはそれを楽しみ

にしています。 

インタビュー＊文  速水（たかとり教会)  

故国のクリスマス 
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“ふくしま通信” － 第 22 号 —        2019 年 12 月 1 日 

                     ふっこうのかけ橋実行委員会 

 木枯らし 1 号がやって来ました。 

あの熱かった夏がウソのようで、突然季節が変わったように感じられます。神戸地区としての大き

な協力によって、夏休みを利用して行われた“ふっこうのかけ橋 2013”も終了から早や 3 ヶ月

が経ちました。お蔭さまで福島から来られた親子さん達は、たくさんの楽しい思い出を、福島で待

つ家族への「お土産」としてカバンに詰め込んで帰られました。昨年から始まったこのプロジェク

トを通して、福島の抱える今と私たちの在り方をこれからも問い続けていきたいと思います。幸い

にも地区広報誌の「つながり」編集部から、毎号、このことのために 1 ページを頂きました。神戸

が受けたように、長い支援の継続を目指して、福島からの「生」の声をお届けしたいと思います。 

 

 上の文章は 2013 年 12 月 1 日に初めて「ふ

くしま通信」としてプロジェクトの取り組みを

紹介・報告するために書かれた第 1 号の書き出

しです。 

 東日本大震災から丸８年、2012 年に小教区

の教会学校リーダーや有志で起ち上げられた

“ふっこうのかけ橋”プロジェクトも今年の夏、

無事 8 回目を終了しました。今は夏の喧噪から

実りの秋を通過し、来年度の取り組みに向けて

の話し合いが始まっています。 

 神戸から出来る福島支援として神戸地区主

催のもとに始まった保養目的のプロジェクト

を広く小教区の皆さんにお伝えしようと広報

紙”つながり”の紙面にページを頂き、紹介や

報告を続けて来ましたが、先般、文字での呼び

かけや報告には限界があるのではないかとの

ご意見を頂きました。活字ばなれのせいかとも

思いましたが、理由はそうではなく、小教区の

方々の“ふっこう”の認知度がそう高くはない

と思えること。また毎回同じ人が関わっている

ことから、支援者に広がりが見えないことなど

が挙げられ、文章による紹介や報告だけに留ま

っているからではないかといったご指摘でし

た。 

 毎回、紙面に報告させて頂いていることや実

行委員からの小教区へのアナウンス、また実行

委員が出ていない小教区へは窓口担当をお願

いしてアナウンスに努めてきたつもりでした

が、至らなかったようです。 

 支援の方法もいろいろあり、このプログラム

だけに限ったわけではありませんが、私たちに

出来る方法がこの保養プログラムでした。 

 2011 年以降、次々に起こる災害や事件、ま

た最近ではオリンピックに向けての世界選手

権やラグビーワールドカップ、天皇の即位に伴

う数々の行事、香港の民主化運動など、報道が

過熱し目まぐるしく変化する社会状況の中で

は、福島で起こったことも過去のこととされが

ちですが、福島の問題は終わった訳ではありま

せん。 

 現状は排出され続ける冷却水や民家の軒先

に現場保管されている除染土の行き先等、何も

決まってはおらず、人々はそのような環境の中

で暮らさざるを得ない状態が続いています。 

 今回のキャンプに参加したある小学生が昼

食時にポツリと呟いた一言をリーダーがキャ

ッチしていました。彼は年齢に見合わず、バジ

ルソースのスパゲッティが大好きで、おじいち

ゃんに教わってバジルを育てていると話して

いました。そこまでは、なかなか幼いのに大人

の味覚を持っているんだなぁと感心するくら

いで終わるのですが、そのあとの一言にリーダ

ーは驚いたと話してくれました。「でも、バジ

ルは外には出さないで、家の中で育てているん

だ」と。これは一体何を意味しているのでしょ

うか。このことは福島に暮らし続ける人々だけ

の地域的な問題で

はなく、私たち一人

ひとりの問題であ

り、その生き方の転

換を迫られる問題

でもあるのではな

いでしょうか？ 

 共に暮らす家を大切に（ラウダート・シ）す

るためにも、また負の財産を未来の人達に残さ

ないためにも、こども達の成長を見守りながら

寄り添うことが出来るように努めたいと願っ

ています。 

 そう言えば、神戸マラソンが開催された日曜

日、一人の青年が母親と共に神戸中央教会のミ

サに参加していました。ミサ後、彼は 2012

年の“ふっこうに”に参加していた少年で、こ

の春から関西の大学に通うことになったとに

こやかに話し、父親が神戸マラソンに参加する

ので応援のために来神したとのことでした。応

援の合間を縫って挨拶に立ち寄られ、爽やかな

笑顔を残して応援の場に戻って行きました。 
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 三田教会 平和旬間行事  

８月１１日（日）、９時３０分から平和祈願ミサが神田裕神父司式で捧げられ約９０人余りの信

徒が参加した。説教の中で、「今日は平和について考える日」であると言われ、ミサ後の講演会の

テーマである「平和について」につなげる話として戦争責任などがあった。講演会では、「平和は

作り上げるもの、生きている私たちが心と態度をもってつくりあげるものです。」と語られました。

今年は小教区毎の開催のため地区開催よりも多くの５０人余りの参加があり平和について考える

良い機会となった。 

 

 たかとり教会 平和旬間行事  

 たかとり教会では 8 月 4 日(日)ミサ前の 30 分間、信徒橋本康彦氏のたかとり教会の歴史につい

ての話がありました。たかとり教会には多文化を受け入れ、共生してきた歴史があります。平和旬

間にあたり、「共に生きる」とはどういうことかを改めて見直す機会としてその歴史を振り返りま

した。その後、ブレーズ神父さま司式の平和祈願ミサが行われ「平和とは互いに受け入れること、

ともに歩むことです。皆それぞれが置かれた立場で平和を伝えることができますように。」と祈り

ました。時として違いは争いを生みますが、たかとり教会では違いを豊かさに変えて共に歩んでき

ています。これからも開かれた教会を目指して、多文化共生の歩みを皆で大切に共有していきたい

と思いました。 

 

 鈴蘭台教会 平和旬間行事  

8 月 11 日（日）、トゥアン神父の司式で平和旬間祈願ミサを行った（10：20～10：50、約

80 名参加）。ミサ後、トゥアン神父による平和についての講話があった。祖国ベトナムの戦争を振

り返るとともに、世界各地を訪問した経験から、現在の日本が安心・安全な国であること、またそ

うあり続けるためには平和であることが大切だと強調された。講話後、「第 52 回世界平和の日教

皇メッツセージ」をもって、キリスト者としてどのように臨むかの振り返りをした。 

 

 兵庫教会 平和旬間行事  

｢兵庫教会では、８月１１日(日)に平和旬間のミサを、エマニュエル神父に依頼致しました。お説

教の内容は、主であるイエス様が、一番喜ばれるのは、｢平和である。｣こと、また、｢その日の福

音に例えられて、主であるイエスが、いつ訪ねられても大丈夫なように、互いを愛し、平和である

ように、準備をしておきなさい。」と言うことでした。 

 

 六甲教会 平和旬間（8 月 10 日(土)実施）  

 今年から、従来は地区ごとに行っていた平和旬間の行事を

各小教区単位で行うこととなりました。プロジェクトチーム

が発足し、意見交換を重ね、「祈りの集い」を企画しました。 

 比較的信徒数の多い六甲教会なので、なかなか一堂に会し

祈る機会がありません。今回の集いは本当に貴重な機会にな

ったと感じています。８０名あまりの方が参加し、静かな祈
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りのひと時を持つことができました。 

 集いでは、ヨハネパウロ 2 世の平和アピールが一節ずつ朗読され、それに答える聖歌を歌い、そ

の後言葉を思い起こしながら静かに祈る時間を持ちました。また、それぞれの心の中で芽生えた祈

りを書いていただき、集いの後行われたミサの中で神様にお捧げしました。（松平 麻也） 

 

 神戸中央教会 平和旬間行事  

 8 月 10 日土曜の夜、ポポン神父指導のもと、『平和になる』をテーマに、みことばを聞いて黙

想し、平和を実現できなかったことへの赦しを願い、祈った。『日常において、自分がおかした人

との平和に対する罪について考え、くいあらため、主イエスに導かれて平和をもたらす者になるこ

とを、覚悟をもって心から望むように』と神父は話された。そして沈黙のうちに静かに黙想した。

翌日はあらたな気持ちで人との平和を思いながらミサにあずかることができた。この気持を忘れな

いように努力していきたいと思った。 

 また、11 日のミサ中には、1945 年 6 月 5 日の空襲で亡くなった旧中山手教会主任司祭のフ

ァージュ神父、カテキスタの古屋夫妻のことなどをスライドで振り返り、ともに祈りを捧げた。 

（伊藤悦子） 

 

 洲本教会 平和旬間行事  

 

 

 

 

 

 

 平和旬間の一環として、信徒が平和への祈りを書いた折り鶴や折り鳩 を奉納して祈願をしまし

た。ミサ後、戦争を体験された信徒（七尾克さん）の貴重なお話を聞き、戦争の悲惨さを分かち合

いました。 

 

 垂水教会 平和旬間行事  

 

 

 

 

 

 

 

DVD「つるにのって」を鑑賞後、中学生から高齢者まで様々な年齢層の信徒達が少人数のグル

ープに分かれて、それぞれの経験や立場から考える平和について分かち合いました。林神父の最後

のお話の中では、今まで話したことがなかったというある信徒さんの悲惨な戦争体験のお話もご本

人の了解を得て紹介され、和やかな中にも、教会の一員として一人一人が改めて平和を意識してい

く決意を新たにする一日となりました。 
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日時：2019 年 10 月 6 日（日）１４：００～１６：0０    於 たかとり教会 
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）、 
        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、一粒会、ふっこうのかけ橋代表、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 
    ＊10 月の「福音宣教のための特別月間」については小教区それぞれに実施する。 
    ＊規約改正を期限の取り決めはないが 2020 年 4 月を目途に行いたいと思う。 
    ＊ふっこうのかけ橋について、各人が心に思っていることを述べてほしい 
３．議題 
 Ａ 審議事項 
   ① ふっこうのかけ橋今後の運営の件 
    高橋神父より  
    ＊10 年間はやる。その後見直し、最終的には評議会で決める。 
    ＊福島の放射能については、学者間でその危険性に意見の違いがある。 
    ＊各小教区での多くの人の理解が大切である 
     意見：決定を下すにはボランティア活動の実態（子供たちの喜ぶ姿など）現場を知ったうえで、 
        決定すべきという意見がありました。 
    ＊各小教区より関わった人の意見を聴取。 
    ＊神父と橋本リーダーとが話し合い、その結果については次回のテーマとする。 
    ＊「ふっこうのかけ橋プロジェクト 2010 収支決算報告者」およびカトリック新聞のプロジェクト 
     の資料の提出がありました。（別紙参照） 
   ② 神戸地区宣教司牧評議会規約改正の件 
    ＊大阪教区の方針には沿うが、神戸地区の実情に合わせたものにする。 
    ＊議長団 4 名（神父、議長、副議長 2 名）で話し合い 1 月に原案を提出する。 
    ＊役員輪番制についての改善案が出されたが、まず規約改正を優先しその後の検討とする。 
    ＊規約の内容は「神戸地区宣教司牧評議会規約」（別紙）参照。 
 Ｂ 報告事項 
   ① 10 月の「福音宣教のための特別月間」での取り組みについて 
    ＊各小教区の取り組み報告 
      中央  ： 信者中心に分かち合い 
      住吉  ： 教区からの資料を配布。各人で実施 
      垂水  ： ミサ前の祈り、10/20ＤＶＤ鑑賞後分かち合い 
      たかとり： ミサ前の祈り 
      六甲  ： 教区の資料をベースに 
      明石  ： ミサ前にロザリオ一連 
      三田  ： 教区の資料配布、ミサ前の祈り 
      鈴蘭台 ： ミサ前にロザリオ、教区の祈り 
      北須磨 ： ミサ前の祈り、教区の小冊子配布 
      兵庫  ： 教区の資料活用 
      洲本  ： ミサ前の祈り、アベイヤ神父のメッセージを活用 
   ② １０月２０日のインターナショナルデー 
    ＊洲本教会を除く１０小教区派遣者の氏名を別紙に記入 
   ③ セントポール神戸閉鎖の件（Sr.井村の挨拶） 
    ＊12 月 27 日に閉鎖 
    ＊63 年間皆様に支えられ感謝 
    ＊今後も小教区からご注文があれば東京本部よりワンボックス・ミッションのような形でご要望に 
     お応えできます。 
   ④ 予算申請の件 
    ＊12 月 10 日（火）までに会計（六甲教会）に提出 
    ＊1 月の評議会で報告 
   ⑤ ブロック活動報告 
【東ブロック】 
  （9/22 東ブロック会議…神戸中央教会） 
    ＊平和旬間行事について 
    ＊教皇ミサの参加申し込みについて 
    ＊10 月福音宣教特別月間の取り組みについて 
    ＊バザー日程とバザーの趣旨について 

2019 年度 10 月 神戸地区宣教司牧評議会議事録 
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    ＊その他の行事・黙想会・クリスマスミサについて 
    ＊非常時の備えについて 
    ＊パウロ書院の閉鎖にともなう対応について 
【中ブロック】 各教会の平和旬間行事について 
    ＊三田教会 ：8 月 11 日 9 時 30 分に開催 平和祈願ミサ、ミサ後平和について 1 時間の講話、 
           参加者 50 名   
    ＊鈴蘭台教会：8 月 11 日 9 時に開催 平和祈願ミサ、ベトナム戦争の話で参加者 80 名 
    ＊兵庫教会 ：8 月 11 日 11 時に開催 平和祈願ミサ、説教を濃ゆく長く話してもらった。 
    ＊たかとり教会：8 月 4 日 9 時に開催 45 分震災後の救援基地、Tcc，教会との関係講演、 
           参加者 100 名、その後平和祈願ミサ 
【西ブロック】（西ブロック会議は地区評議会の後で開催する事とした） 
           資料「西ブロック活動予定」参照 
    ＊垂水教会 ：11 月 3 日舞子墓園墓参 12 月 4 日 Xmas キャロリング JR 駅前 
    ＊明石教会 ：11 月 2 日石ヶ谷墓園墓参 
    ＊北須磨教会：11 月 17 日サンパウロ大阪宣教センターによる書籍販売 
    ＊洲本教会 ：10 月 13 日アベイヤ司教様の訪問 11 月 3 日墓参 
４．委員会報告 
  ① 社会活動委員会 
    ＊10 月 20 日インターナショナルデー   
      ミサ 11 時 大阪カテドラル聖マリア大聖堂 交流会 12:30～16:30 
    ＊12 月 7 日（土）13 時クリスマスチャリティーコンサート 神戸中央教会 
    ＊2020 年 2 月 3 日 静修会 明石教会 指導司祭：松浦謙神父 
    ＊船員司牧 10 月 10 日にマリナーズセンターを訪問する予定。 
  ② 広報委員会   
 ＊次号つながり 83 号：2019 年 12 月 1 日（日）発行の予定 
     原稿締切日：11 月 16 日（土）締切厳守 
     印刷日  ：11 月 30 日（土）住吉教会にて 印刷部数 1500 部 
     詳細は資料「神戸地区広報委員会報告」参照  
  ③ 青年委員会 
    ＊9 月 29 日（日）神戸中央教会にてプロテスタントの信者も交えて、総勢 40 名でバーベキュー 
     大会を行った。委員長の広部さんが結婚、海外出張のため来年度の委員長は交代する。 
５．その他 
  ① エキュメニカル 
    ＊日本聖書協会主催聖書セミナー 10 月 3 日、10 日、17 日、24 日の木曜日１３：３０～ 
      講師 関西学院大樋口進教授 受講料 500 円／回 
    ＊日本聖書協会主催聖書セミナー 2020 年 1 月 30 日から 2 月 20 日まで毎週木曜日 
      講師 同志社大学石川立教授 詳細は NL や 12 月のチラシ参照 
    ＊KBH「キリスト教の世界」セミナー 本年度のテーマは「聖書の力—この書で」 
      11 月 5 日（火）14 時から べテル教会 山崎智子牧師が講師 
      12 月 3 日（火）KBH 理事長の中村豊主教が講師 
      600 円（但し友の会会員は 500 円）詳細はニュースレター№97 に 
    ＊10 月 26 日（土）14:00～15:30 シスター高木の講演会 
      詳細は NL№９６並びに送付済みのチラシを参照。 
    ＊11 月 16 日（土）「ふれあいバザー」を計画。午前 11 時から 2 時まで。 
    ＊12 月 7 日（土）慣例の Xmas ランチョンがあります。詳細はチラシ参照 
    ＊12 月号で名刺広告を募集しています。詳細はチラシを参照。 
    ＊2020 年 1 月 11 日（土）～２０日（月）の 10 日間で「イエスキリストの足跡を巡る聖地 
     イスラエルの 10 日間の旅」を計画。 配布チラシ及び 10 月 6 日発行のカトリック新聞を参照。 
    ＊写本聖書の集い：毎月第三火曜日に実施。 
  ② 一粒会  新委員 久宝実様（兵庫教会） 
 
＜今後の予定＞ 
  社会活動委員会 ： 11 月 3 日（日）１４：００～兵庫教会 
  一粒会     ： 10 月 19 日（土）１３：００～教区司教館ホール 103 号室 
  教区宣教司牧評議会 2020 年 1 月 19 日（日）１４：００～ 
  次回神戸地区宣教司牧評議会 2020 年 １月 5 日（日）１４：００～ 垂水教会 
  次々回  〃       4 月 5 日（日）１４：００～ 会場は次回までに確認 

   
以上 
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カトリック仁豊野ヴィラ 

施設長 濱口一則 

 

 大阪教区と大阪聖ヨゼフ会が協働して尼崎

市の園田教会の東隣にサービス付き高齢者向

け住宅「ドムスガラシア」を建設中です。１階

にはガラシア病院のクリニック、デイサービス

センター、訪問看護、ヘルパー事業所を開設し

ます。２〜５階に居室 73 室（賃貸住宅）が用

意されています。ミサやお祈りが当たり前にで

きる運営を目指しております。詳細については

年明けに小教区宛に郵送するパンフレットを

ご覧ください。神戸地区の皆様にはドムスガラ

シアへのボランティア、信徒専門職（医療、福

祉）の方々へのご協力を仰ぎたいと願っており

ます。 

＜小教区だけではなく男女修道会の超高齢化は深刻＞ 

 信徒の方々の高齢化と介護の問題は深刻さをましておりますが、同様に司祭修道者の「超」高齢

化現象は深刻です。2000 年に開設した仁豊野ヴィラは大阪教区と他の９つの修道会、宣教会と共

同で高齢要介護司祭のケアをするためにできました。しかし、ここに参加できなかった多くの修道

会、宣教会では長年福音宣教のために生涯をかけて尽くして来られた先輩たちをどのように最後ま

でケアするかという現実の問題に苦悩しています。また、信徒の方々のためのカトリック系施設が

ありませんでした。 

 日本の平均高齢化率は 28.0％ですが、修道会の多くはこれを大きく上回る 80％以上が殆どで、

中には全員が 75 歳以上の会もあります。介護する若い会員も減少を続け、主たる事業を今後も運

営できるか非常に深刻な状況です。晩年になって泣く泣く修道院を離れて、特養入所を受入れたと

しても数年前から要介護３にならないと申込さえできません。申込ができても入所できるまでに何

年かかるかわからない状況です。もし、老人ホームに入れたところで公的な施設でのミサやお祈り

等は「宗教行為」とみなされ歓迎されません。ご聖体をお持ちしたとしてもカーテンを引いて小さ

な声でお祈りするしかない情けない状況です。生涯を神様のために捧げて来られた修道者の最後が

これではとても悲しい状況です。 

＜修道会宣教会の経済的問題＞ 

修道会はこれまで得た収入によって医療、福祉、教育、司牧活動を行ってきましたが、急激に増加

する会員の介護費用をどう工面するか悩んでいます。清貧を貫いてきた修道会の多くは国民年金し

かありません。外国人宣教師は司牧を引退すると同時に司祭として手当もなくなり、修道院は収入

が激減するのに介護費用は増大します。この方々を救済するためには「奉献生活者高齢化救済基金」

を立ち上げ助けるしか方法はないと考えております。 

 

 

◆◆ 中ブロック（三田教会）の活動より ◆◆ 

 1．11 月３日（日）14 時からカトリック三田墓地墓参を行う。 

 2．11 月 10 日（日） 七五三のお祝いミサ中で 10 人の子どもが祝福を受けました。 

 3．12 月 1 日（日）14 時から三田クリスマスの集い 

    （於：三田駅前キッピーモール 6 階多目的ホール） 

 12 月  ８日（日）待降節黙想会（指導司祭：赤窄富夫神父） 

 12 月 22 日（日）教会学校クリスマス会  11：00～ 

■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 

 

司祭、修道者、信徒の方々のための 

サービス付き高齢者向け住宅「ドムス ガラシア」 

2020 年 9 月開設 

中ブロック
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 12 月 24 日（火）主の降誕（夜半ミサ）19：00～ 

 12 月 25 日（水）主の降誕（日中ミサ）9：30～ 

       1 月  1 日（水）神の母聖マリア（新年ミサ）11：00～ 

       1 月  5 日（日）ミサ中「成人の祝福」（予定） ミサ後、新年あいさつ会 

 

２０１９年９月度神戸中ブロック協議会議事録（要約） 

               日時：９月 22 日（日）15：00～ 

               場所：カトリック鈴蘭台教会（主催：たかとり教会） 

【報告・確認事項】 

１．各小教区別平和旬間行事についての報告 

２．たかとり教会の日曜学校キャンプ：参加者 18 名 

【協議事項】 

１．2019 年 4 月から 8 月までの中ブロック会計収支報告  

２．中間監査 4 教会とも 10 月 20 日に決定。時間は後日各教会で連絡し合う。 

３．神戸地区宣教司牧評議会の一粒会代表（中ブロック選出）兵庫教会久宝氏に決定 

４．セントポール書院閉鎖→神戸地区宣教司牧評議会で話し合う 

 ５．2020 年度たかとり教会と兵庫教会のミサの時間の変更 

  ＊2020 年復活祭後 兵庫：9：00 たかとり教会：11：00 に決定（3 年間） 

【その他】 

福音宣教特別月間：各小教区で祈りを決める。 

【神父より】  

各小教区評議会の前に準備員会を行うことは必要です。 

たかとり教会と兵庫教会の合同ミサが増える可能性がある。 

終わりの祈り：Fr．ブレーズより 

 

☆☆ 中ブロック教会バザー ☆☆ 

 

２０１９年三田教会のふれあいバザー 
 

台風１９号が関西に接近してから一夜があけた１０月１３日（日）に、信徒・福祉団体・地域のな
どの皆さんとの交わりを目的として三田教会秋の恒例イベント「ふれあいバザー」を行うことが出来
た。肌寒い曇り空のもと、時々小雨に見舞われましたが、たこ焼き・焼きそば・カレー・イカ焼き・
おいなり・喫茶コーナ・ブラジルソーセージなどの食べ物売場には行列が出来る所や早くに完売する
所がありにぎわいました。また、リサイクルショップでは、掘り出し物を探し回る人が見うけられた。
午後からは、豪華景品？？があたるお楽しみ抽選会があり、神田神父が抽選箱からあたりの番号を引
くと会場から一喜一憂の声、あたった人は豪華景品の中から欲しいものを次々にゲットして楽しい一
日を過ごしました。 
 
兵庫教会のバザー 
 

今年のバザーは雨予報でしたが、当日は良い天気に恵まれ絶好のバザー日和でした。バザー開催に
あたっては、2 か月前より準備委員会を立ち上げ会議重ね、暑い中数週にわたり草むしりを行なった
り、買い出し、仕込み、値付け、会場設営、駐輪整理、つり銭の準備、他には平日に草むしりのゴミ
を出して頂いたりと色々な方のご協力を頂く事で無事開催する事ができました。売上金はカリタスジ
ャパンを通して「災害救援募金」として送金を行いました。兵庫教会の皆様本当にご苦労様でした。
ただ、こんな事を書いておきながら、準備中も含めバザーの目的である「災害救援募金」のためと思
ってご奉仕していただろうかと思うと「否」です。毎年恒例という言葉に追われ、バザーを無事に終
わらす事だけを考えていたと思います。結果的に目的は果たせてはいるのですが、本来の目的を忘れ
ご奉仕していた事に意味があったのだろうかと自問自答しております。第 1 回バザーを開催した先
人達は、どんな思いだったのだろうかと思いを馳せ、次のバザーの糧にしていきたいと思います。 
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東ブロック会議 議事録（要約） 

・日 時：2019年 9月 22日（日）14:00～15:15                 

・場 所：神戸中央教会  

・出席者：アルフレッド神父、エマニュエル神父、各教会議長・副議長 

・議 事： 

各教会の実施行事および今後の予定について、以下の情報意見交換を行った。 

 （１）平和旬間行事について 

 （２）教皇ミサの参加申込みについて 

 （３）10月福音宣教特別月間の取り組みについて 

 （４）バザー日程とバザーの主旨について 

 （５）その他今後の行事・黙想会について 

    （住吉）10/20（日）「セニョール デ ミラグロス」でみこしをかつぐ バイリンガルミ

サ（ラモス神父） 等 

    （六甲）10/12（土）「秋の黙想会」指導：酒井補佐司教。 

（＊注：台風 19号の影響で中止） 

    （中央）「待降節黙想会」は 12 月の毎水曜日の夜、3 回連続で「黙想と祈りのつどい」を

指導ポポン神父で行う。 

 （６）クリスマス・ミサについて 

    （六甲）12/24ミサは、17:00、19:00、21:00の３回行う。17時は子供ミサ。「聖劇」は行

っていない。 

    （住吉）12/21（土）に教会学校（未信者がほとんど）でクリスマス会をして、プリント

を配っている。 

    （中央）12/24ミサ前に教会学校が「聖劇」を行う。19:00からバイリンガルミサを行う。

参加者は教会堂をあふれるほど多数。 

☆次回：2020年 2月 16日（日）14：00から、六甲教会 

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

≪地区養成委員会・六甲教会共催≫        

右近巡礼 

詫 洋一（六甲教会） 

5月 25日（土）の右近巡礼ツアーは和歌山屋形町教会で

アルフレド神父のミサに与ったのち堺の町へ戻り、南宗寺

（写真）など右近ゆかりの名所をたどりました。屋形町教

会では地元の信者の方々から冷たいお茶のサービスを受

け、また偶然にも千里ニュータウン教会のご一行とも一緒

になりました。堺は南蛮渡来の文化が上陸したところ。千

利休、与謝野晶子の生家などゆかりの地でもあります。真

夏日とも言える初夏にしては暑い一日でしたが、バス満員

の一行は元気に巡り歩きました。 

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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西ブロック協議会 報告（要約） 

次回西ブロック協議会 

７月７日行われる神戸地区宣教司牧評議会後今後の西ブロック協議会の持ち方について

検討する予定。 

議題 

１．アベイヤ司教さま訪問の件 

５月２６日垂水教会を訪問された様子を

伺った。今後、訪問予定教会の参考とさ

せて頂いた。 

２．８月平和旬間について 

各教会８月初旬から計画。詳細はつなが

り参照 

３．その他 

・各教会の評議委員、運営委員についてシ

ェアしあった。 

・垂水教会 耐震工事、明石教会 エアコ

ン買い替え、洲本教会 信徒会館屋根修

理 

等々を検討している。 

・行事の見直し、明石教会、北須磨教会で

は今年、バザーを中止。 

 

 

 開催日時：2019 年 6 月 9 日  14 時より 

 場所：北須磨教会  出席者：４小教区 議長・副議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■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 

 

⻄ ブ ロ ッ ク
 

北須磨教会 TEL791-3788・FAX794-6919 
１２月１５日(日) 黙想会 
１２月 24 日(火) 主の降誕(夜半ミサ) 18:30 
１２月 25 日(水) 主の降誕(日中ミサ) 10:00 
 1 月  1 日(水) 神の母聖マリア     10:00 
 1 月１２日(日) 北須磨評議会 

垂水教会 TEL707-4434・FAX203-1355 
１２月 ９日(月) 無原罪の聖マリア   10:00 
１２月１４日(土) プリコ垂水クリスマスコンサート 
１２月２４日(火) 祈りと歌の集い        19:30 
           主の降誕(夜半ミサ)  20:00 
１２月２５日(水) 主の降誕(日中ミサ)    10:00 
        こどもミサ         14:00 
 １月 １日(水) 神の母               10:00 
 １月１２日(日) 新成人の祝い 
 １月２６日(日) ミニバザー 
 ２月２６日(水) 灰の水曜日 

明石教会 TEL911-6330・FAX913-6900 
１２月 ８日(日) 黙想会 
１２月２４日(火) 主の降誕(夜半ミサ)  19:00 
１２月２５日(水) 主の降誕(日中ミサ)     9:30 
 １月 1 日(水) 神の母聖マリア     10:00 
 １月 2 日(木) ミサ               10:00 

洲本教会 TEL0799-24-5144・FAX23-3664 
１２月  1 日(日) 12 月度評議会 
           島内キリスト教合同クリスマス会 
             会場：福良キリスト教会  14:30 
１２月１５日(日) 待降節黙想会・ゆるしの秘跡 
             講師 ： グイノ神父 
１２月２４日(火) 主の降誕(夜半ミサ) 
               キャンドルサービス      19:00 
          クリスマスパーティー     21:00 
１２月２５日(水) 主の降誕(日中ミサ)           10:00 
 １月 １日(水) 神の母聖マリア（元旦ミサ） 
 １月１２日(日) キリスト教者一致祈祷会(エキュメニカル) 
 2 月 2 日(日) 信教の自由を守る日(エキュメニカル) 

 

 

10 月の宣教特別月間 

明石教会では 10 月の主日ミサ前に信徒

全員でロザリオ一連を唱え、一人一人が

喜びをもって福音宣教の奉仕者となれる

ようにマリア様の取次ぎを願いました。 
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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 

■ＫＢＨ「キリスト教の世界」セミナー  

 今年度の主題は「聖書の力」で、講師の方に「聖書の一

書」を選んでいただき、語っていただきます。 

１２月３日（火）14:00～15:30 は神戸バイブル・ハウ

スの理事長で日本聖公会主教の中村豊師が「願いは聞き届

けられるか」で講演されます。1 月以降については１２月

発行のＮＬ No.９７を参照ください。 

 

■第 9５回「聖書セミナー」 

講師は同志社大学神学部教授で、日本聖書協会共同訳聖書

の翻訳作業にも参画された石川立師。テーマは「詩編を読

みかえす」。期日は２０２０年１月３０日、同 2 月 6 日、

13 日、20 日の各木曜日 13:30 から 15:30。詳細は 12

月発行の No.９７を参照ください。 

 

■写本聖書の集い 

 聖書写本と、写本個所の聖書のお話しを聞く集いが、毎

月第３火曜日の１４時から開催されています。 

 

■「クリスマスランチョン」 

1２月７日（土）11 時から KBH 友の会主催の「クリス

マスランチョン」があります。参加費は予約 1,000 円、

当日 1.200 円です。 

 

 

☆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。 

 
◎神戸市民クリスマス テーマ：「うたう、クリスマス」 

 12 月 13 日（金）日本基督教団 神戸教会を会場として、第 61 回の神戸市民クリスマスを開催します。今年は、こ

どもたちと共にクリスマスを祝うことを大切にして、キャロリングを止め、会場教会で、聖ニコラス天使園の皆さんの聖

劇を見て。子供たちと一緒に歌うクリスマスを計画しました。 

日時：２０１９年１２月１３日（金）１７：３０～１９：００ 入場無料 

■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 

 

■クリスマス音楽の集い  

12 月 22 日(日) 開場 13:30 開演 14:00 

場所：六甲教会主聖堂   入場無料 

出  演：バロック・ヴァイオリン 大津睦  

    ヴィオラ・ダ・ガンバ 内藤謙一 

    フルート 森脇一有美 及び他の方 

演奏曲：J.S バッハ、シャルパンティエの作品より、その他 

※詳細はチラシ六甲 HP、つながり HP 

 

■祈りと音楽の集い 

2020 年 2 月 23 日開演 14:00 

オルガニスト佐々木悠氏を迎えて 

※詳細はチラシ六甲 HP、つながり HP 

 

■クリスマス チャリティーコンサート 

12 月 7 日（土）開場 12:30  開演 13:00 

神戸中央教会主聖堂  入場無料 

※支援カンパにご協力下さい。車での来場禁止。 

 障害者用駐車は事前連絡要。 

■兵庫 生と死を考える会 

2020 年 1 月 20 日（日）14:00～15:30 

            メモリアルサービス 

講師：髙木慶子 

音楽：堀 早苗・堀 彩 

会場：カトリック六甲教会 

参加費：一般７００円 会員５００円 

 

2020 年 2 月 9 日（日）13:00 ～16:30 講演会 

講師：加藤一二三 ・ 髙木慶子 

会場：カトリック夙川教会 

参加費：前売  一般１５００円 会員１０００円 

    当日  一般１７００円 会員１２００円 

 

■第 25 回 越年・越冬 “神戸冬の家”にご協力を！ 

期間：12 月 28 日（金）～2020 年 1 月 5 日（日） 

開催場所：東遊園地 南端（旧 噴水公園） 

カトリック当番日：2020 年 1 月 1 日(水)、5 日（日） 

集合時間：10 時（調理は 11 時～） 

問合せ：カトリック社会活動神戸センター 

          ☎０７８－２７１－３２４８ 

【編集後記】 
 今年は、大阪教区の再宣教150周年である。 

教皇が日本を訪問することによってその意義がよ

り高まっているに違いない。教皇がおっしゃる通り

偽善ではなく、真の平和があるように祈りたい。83

号も皆さんの助け合いによって充実になり感謝の

気持ちでいっぱいだが、教皇のミサの参観記があっ

たら、錦上に花を添うことになれたのではと思わず

にはいられない(C)。 

ホームページ http://catholic-kobe.org/ 
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