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日 本 聖 公 会  神 戸 教 区 
DIOCESE OF KOBE  NIPPON SEI KO KAI 

  教 区 事 務 所  〒 650-0011 神戸市中央区下山手通5-11-1 

   TEL (078)351-5469  FAX (078)382-1095 E-mail：aao52850@syd.odn.ne.jp 

     郵便振替 01100-9-17568 日本聖公会神戸教区 

  主  教  館  〒 650-0061 神戸市中央区上筒井通1-1-20-701 
             TEL (078) 221-7515 FAX  (078) 221-7530 

事   務   所   だ   よ   り 

２ ０ １ ０ 年 １ 月 号   

 

御子のご降誕をお祝いし、新春のお慶びを申し上げます 
 

 

 

１日(金) 新年礼拝          <大聖堂>  

３日(日) 神戸聖ミカエル教会      <大聖堂> 

５日(火) 神戸松蔭女子学院大学新年礼拝 <神戸> 

６日(水) 顕現日礼拝         <大聖堂>  

７日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 

                  <大聖堂>      

 ８日(金) 教役者新年会         <神戸> 

１０日(日) 神戸聖ミカエル教会      <大聖堂>     

１３日(水) 国際学校建築委員会      <神戸> 

１４日(木) 聖公会年金検討委員会     <東京> 

１６日(土) 一致祈祷日説教    <神戸ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊｳｽ> 

１７日(日) 阪神大震災15周年祈念礼拝  <聖ヨハネ> 

１８日(月) 神戸バイブルハウス理事会   <神戸> 

２０日(水) 常置委員会        <教区会館> 

２２日(金) 松蔭女子学院常務理事会      <神戸> 

２４日(日) 神戸聖ミカエル教会      <大聖堂> 

２８日(木) 外登法キリスト教全国協議会  <大阪> 

２９日(金)   〃 

３０日(土) 神戸バイブルハウス講演会   <神戸> 

３１日(日) 倉敷伝道所          <倉敷> 

 

  
７日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式   

                   <大聖堂> 

８日(金) 教役者新年会           <神戸> 

 ９日(土) 広島伝道区会         <広島> 

１０日(日) 山陰伝道区合同礼拝･伝道区会  <松江> 

１１日(月) 神戸伝道区会           <明石> 

      瀬戸内伝道区会          <明石> 

徳島伝道区会           <徳島> 

１５日(金) 第1回宣教部会議      <教区会館> 

第1回教区事務所会議    <教区会館> 

１７日(日) 阪神大震災15周年祈念礼拝  <聖ヨハネ> 

１７日(日)・１８日(月) 各教区青年担当者の集い 

<管区事務所> 

２０日(水) 第3回常置委員会      <教区会館> 

２３日(土) 西四国伝道区会               <大洲> 

・・・・・・・・・・・・・ 

２月４日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式   

                   <大聖堂> 

 

 第２回常置委員会報告（抜粋） 

日 時：2009年 12月 15日(火)18:30～20:00 
場 所：教区会館会議室 
 決議事項 
１．諸報告を承認した。 
２．2010 年度教区諸役員について、下記の通り任

命･指名･委嘱されることが適当である旨答申した。 
教区事務所 

教務局長 司祭芳我秀一 

総務部長 司祭上原信幸  

部員 司祭原田佳城、東 弘彦 

宣教部長 司祭小林尚明  

部員 司祭瀬山会治、司祭林 和広、執事長田吉史 

   司祭瀬山公一 

財務部長 飯田恵二  

部員 大東正人、藤谷正一  

広報部長 司祭小南 晃  

部員 司祭藤井尚人、司祭瀬山公一、司祭中原康貴、 

執事坪井 智、多井 剛  

厚生部長 飯田恵二 

  部員 大東正人 

信徒役員 大東康人、宮永好章、吉谷かおる 

財政委員会  

委員長 橋口 満 （委員は伝道区より選出） 

聖職候補生養成委員会 

 委員長 司祭芳我秀一  

委員 司祭藤井尚人、上野良雄、土井禮子、宮永好章    

歴史編纂委員会 

 委員長 司祭上原信幸  

委員 主教中村 豊、司祭竹内 宗、執事與賀田光嗣 

神学塾運営委員会 塾長 主教中村 豊 

委員長 司祭藤井尚人  

委員 司祭八代 智、司祭竹内 宗、司祭林 和広、 

吉田 弘、原田里香子 

 

教 区 主 教 動 静 

教 区 等 行 事 
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会計監査委員 委員長 日下右二、委員 田中章喜 

チャプレン 教区婦人会 司祭芳我秀一 

中高生大会 司祭瀬山会治 

青年交流会 司祭林 和広 

伝道区長 

 神戸 司祭藤井尚人、 瀬戸内 司祭伊神 努、  

 広島 司祭小林尚明、 山陰  司祭平野一郎、 

 徳島 司祭瀬山公一、 西四国 司祭瀬山会治 

セクシャル・ハラスメント対策委員会 

 委員長 松田宣子 

委員 司祭角瀬克己、司祭伊神 努、難波美智子 

佐賀有道、土井禮子、東 弘彦、吉谷かおる 

主教座聖堂参事会  

参事長 司祭芳我秀一       

参事 司祭上原信幸、司祭藤井尚人、村上 薫 

原田里香子、大東正人 

神学生後援会 

 幹事長 野間悦三 

幹事 覚前康子、（他幹事は交渉中） 

資産運用委員会  

委員長 松田嘉彦 

委員 飯田恵二、性全正展、大東康人、宮永好章 

教区図書館運営委員会  

委員長 主教中村 豊、 

委員 上杉哲弥、溝田のり子  

《管区届出担当者》 

礼拝音楽担当  原田里香子 

人権担当    吉谷かおる  

正義と平和担当 司祭小林尚明 

青年担当    司祭林 和広 

 

２．教区人事について、次のように任命されること
が適当である旨答申した。 

  (別紙、12月 15日付公示をご参照ください。) 
 

 

     代祷をお願いします      
 
＊ 主教按手式・日本聖公会中部教区主教就任式 

 主教に聖別按手される 

   主教被選者 ペテロ 澁澤一郎 師 

日時：2010年2月11日(木) 午前10時 

式場：日本聖公会中部教区主教座聖堂 

   名古屋聖マタイ教会 

  

 教区事務所から  
 
1．主教巡錫の希望日 

ご希望の教会は、期日を早い目にご連絡ください。 

2．飯塚マリ子師(退職伝道師)菰野へ 

 12月21日(月)に下記へ入所されました。 

 〒510-1232 三重県三重郡菰野町宿野1433-67 

       白百合ハイツ505 

      電話 059-394-5800 

3．2009年度収穫感謝献金報告 

  12月22日現在献金額  １,９４１,０４０円 

 皆様のご協力に心から感謝します。 

 追加献金のあるところは、至急お送り下さい。 

4．2009年度末教区統計 

提出は１月末日までです。締切り厳守をお願いします。 

5．2010年度教役者給与等一覧、教会別月額表 

同封しました。ご確認と教会会計担当者へのご連

絡をお願いします。 

6．2010年度教会委員・信徒代議員の当選届用紙 

同封しました。決まり次第お送りください。 

7．受聖餐者総会の資料 

受聖餐者総会を開催された教会は、総会資料を 

２部お送り下さい。 

8．神のおとずれ次号発行予定 

 神のおとずれの次号は、1・2月号合併で1月下旪

以降に発行される予定です。 

9．訃 報 

 エイミ佐藤タカ姉(徳島インマヌエル教会信徒･元

信徒代議員)は12月21日(月)逝去されました。享

年95。21日午前6時 通夜の祈り、22日午前11時 

葬送告別式がいずれも徳島インマヌエル教会で行

われました。 

10．教区事務所冬期休業日 

12月28日(月)から１月４日(月)まで、宿泊利用も

含めて休業します。仕事始めは５日(火)からです。

緊急の連絡は岡崎宅まで（電話 078-371-0855、

携帯 090-8067-0827）。 
 
  
１月教区関係教役者逝去者記念聖餐式  

日時  １月７日 (木 ) 午前 10 時 30 分  

場所  神戸聖ミカエル大聖堂  

司式：中村  豊主教  説教：瀬山公一司祭  

✠1 月の逝去教役者✠ 

１日 

３日 

 ３日 

 ５日 

 ６日 

10日 

11日 

12 日 

12 日 

15 日 

15 日 

17 日 

19 日 

22 日 

25 日 

27 日 

27 日 

27 日 

司 祭 ウイリアム グレイ 

司 祭 パウロ   辻井  亨 

司 祭       横田 金熊    

司 祭 ステパノ  福島国五郎     

伝道師 ルデア   武田 八重 

司 祭 オーガスチン  林 普佐夫 

宣教師 ジェシー   ヴォ－ルズ 

司 祭 ヨハネ   信岡 修吉 

宣教師  ステラ   タブルデ－ 

司 祭 ヨハネ   寺本 房吉 

司 祭       中野 忠治 

司 祭 ヨハネ   八代欽之允 

司 祭 ペテロ   宇野秀太郎 

司 祭 オーガスチン  小林 貞治 

司 祭       大原 辰三 

執 事       秋田 温人 

司 祭       松田 真澄 

伝道師       今村  幸  

(1950 年) 

(1945 年) 

(1949 年) 

(1985 年) 

(1972 年) 

(2001 年) 

(1951年) 

(1942 年) 

(1979 年) 

(1960 年) 

(1949 年) 

(1946 年) 

(1944 年) 

(1960 年) 

(1947 年) 

(1944 年) 

(1961 年) 

(1978 年) 

 


