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 2日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 <大聖堂> 

         聖ミカエル保育園礼拝 

 3日(金) 主教座聖堂参事会           <教区会館> 

 5日(日) 広島復活教会巡錫         <広島> 

 9日(木) 神戸松蔭女子学院大学講話    <神戸> 

10日(金) 外国人登録法会議         <大阪> 

11日(土) 宣教検討委員会             <教区会館> 

12日(日) 浜田基督教会巡錫            <浜田> 

13日(月) 神戸バイブル・ハウス理事会   <神戸> 

14日(火) 聖公会神学院参与会           <東京> 

15日(水)～16日(木) ＭtＳ東アジア協議会  <横浜> 

17日(金) 常置委員会           <教区会館> 

19日(日) 神戸聖ミカエル教会          <大聖堂> 

21日(火) 聖ミカエル国際学校理事会     <神戸> 

23日(木) 神戸昇天教会礼拝堂聖別百年礼拝 <昇天> 

     ｾｸｼｬﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策委員会     <教区会館> 

24日(金) 松蔭女子学院常務理事会      <神戸>      

26日(日) 神戸聖ミカエル教会巡錫     <大聖堂> 

27日(月) ＭtＳ理事会           <神戸> 

10月11日(月) 大聖堂改修工事完了感謝礼拝<大聖堂>          
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 2009年度信徒神学塾夏期ｽｸｰﾘﾝｸﾞ 報告  

7月31日(土)午前11時～午後5時、神戸聖ミカエル教会を

会場に行われた。講義は、「キリスト者として『生』と

『死』を考える」講師：高木慶子修女、「言葉と文化から

見る新約聖書」講師：上原信幸司祭。 

高木修女からは、人として、必ず体験しなければならな

い必然的死、愛する人との別れと悲しみ、出会いと別れな 

ど。喪失体験と悲嘆についての具体的な例話を聞き、それ

らを乗り越える生き方と愛することの大切さを学んだ。 

 上原司祭からは、日本とは異なるイスラエルの気候風土、

風俗習慣、言葉と文化などから聖書を見ること、理解する

ことを、写真や資料を参考にして学び、広い視野と角度か

ら聖書を読むことの大切さを教えられた。 

今回の受講者は70名余で、過去最高であった。高木修

女の知名と人気によるのだろうか。スタッフは12名。 

 広島平和礼拝2010 報告  

    (広島復活教会週報 8月 8日号から抜粋)  

今年のプログラムもまた、8月 5日(木)午前 9時半からの

平和公園内の記念碑巡り・原爆資料館見学で始まった（参

加者約 40名）。今年新設された資料館から御幸橋へのコー

スは、ガイドを資料館のピースボランティアと復活教会信

徒が行い、21名の参加があった。 

復活教会での昼食には、カレーライスが提供され、約

120名が舌鼓をうった。 

午後 1時から『国立広島原爆死没者追悼平和祈念館朗

読会』のボランティアによる「被爆体験記の朗読会」が

行われた。最初の約 10分間、原爆被害の概要を紹介する

ビデオを鑑賞し、続いてボランティアによる体験記の朗

読があり、出席者も朗読に参加して、被爆を追体験し、

苦しみ、悲しみ、怒りが伝わってきた。その後、出席者

が９グループに分かれて分かち合いの時を持った。約 90

名の参加があり、各々の思いを分かち合った。その後、

軽食（おにぎり）を頂き、平和公園へ移動した。 

午後 5時からの｢祈りのつどい｣では、原爆供養塔の前

でカトリックの人たちと合同し、行進で歌う歌の練習を

した後、心をひとつにして原爆死没者への献水と追悼の

祈りが行われた。今年は日韓併合 100年の年にあたり、

隣接する「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」にも献水を行った。

聖公会側から、大西修大阪教区主教と関係学校から参加

された 5名の学生が奉仕した。 

「祈りのつどい」の司会は、神戸聖ヨハネ教会信徒の

永野拓也さん、最後に行われた詩の朗読は、垂水伝道所

の八代良寛さんが担当した。 

 カトリック平和記念聖堂への歌いながらの平和行進に

は、カトリックの人たちと共に、聖公会から約 150名が

参加した。 

 平和記念聖堂での「平和祈願ミサ」では、横浜教区の

渡部明央聖職候補生が第一朗読を、共同祈願（代祷）は

中部教区の上原季晋（としつぐ）さんが行った。今年のミ

サには、聖公会の聖職者の礼拝奉仕が許されず、残念な

がら、会衆席での出席が余儀なくされた。 
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平和礼拝への参加者は、他教区（東北、東京、横浜、

中部、京都、大阪、九州、沖縄教区）から 25名、また教

区内からの参加者、関係学校の生徒さん達（神戸国際大

学、同附属高校関係者 21 名、松蔭高等学校関係者 26 名、

プール学院高等学校関係者 10名）、幼稚園の先生達を含

めると約 160名の出席者であった。 

 翌 6日(金)は、午前 8時から復活教会で原爆犠牲者追

悼聖餐式が中村豊教区主教の司式・説教、大西修大阪教

区主教、三鍋裕横浜教区主教の補式のもとに行われ、原

爆で犠牲になった方々のため、また世界平和のために祈

りをささげた。出席者 121名。54,039 円の信施金は、例

年どおり「在韓被爆者渡日治療広島委員会」に献げた。 

 第47回神戸教区中高生大会 報告  

8月17日(火)～20日(金)、「国立淡路島青少年交流の

家」で第7回中高生大会が開催された。今回の大会長は垂

水伝道所の八代良寛くんで、中高生約50人、キャンプ･サ

ーバー、教役者を含めて約80人が集まった。 

今大会のテーマは『道』で、朝夕の礼拝・聖餐式をは

じめ、ゴスペルシンガーの文屋範奈さんによるトーク＆

ライブ、学年別ディスカッションや班別スタンツ、また

近くの阿万海水浴場での遊泳などを通して、参加者は信

仰・親交を深めながら、楽しい共同生活を過ごした。特

に大きな事故や問題もなく、感謝のうちに帰路についた。 

来年は、徳島インマヌエル教会の瀬山匠くん(高2)が大

会長を引き受け、すでに次回の大会に向けて歩みだして

いる。           (司祭 中原康貴 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教区事務所から   

① 2010年度堅信50年該当者の報告 

 1960年1月1日から12月31日までに信徒按手を受けた

信徒の名簿を教区事務所にご報告ください。 

報告用紙を同封しました。 

② 社会保険料（厚生年金保険料）の改訂 

９月度から社会保険料（厚生年金保険料）が改訂さ

れますので、訂正版「教役者給与・保険料・所得税

一覧」と「各教会別拠出金月額表」を配布しました。

関係の教会では、これにより９月度からの給与支給

明細と教区拠出金額の変更をご確認下さい。 

③ 大聖堂耐震改修工事献金の送金 

皆さまには大聖堂耐震改修工事のためにご協力をい

ただき感謝しています。応募献金の第１回分を９月

２５日(土)までにお送りくださるようお願いします。 

④ トマス入交源治司祭入院 

 8月21日(土)に脳梗塞のため、山川町のさくら診療所

に入院されました。容体は安定しています。ご加祷

をお願いします。面会等はしばらくご遠慮ください。 

⑤ 訃 報 

✝執事ペテロ林 國男師(東北教区･退職)は、7月

30日(金)逝去されました。享年80歳。葬儀は7月

31日(土)社会福祉法人新生会 誠の園ロザリウム

(チャペル)高崎市中室田町109にて行われました。 
✝西田宣子師(京都教区元伝道師、元教区教務所主

事)は、8月5日(木)逝去されました。享年83歳。 

8月6日(金)火葬にふされました。葬送告別式は後

日行われるとの連絡でした。 

✝司祭フランシス白井三繁師(東京教区・退職)は、

8月22日(日)逝去されました。享年84歳。ご遺体

は献体されたので、葬儀は遺骨返還後に執り行

われます。 

 

   ウイリアムス神学館体験入学の案内と援助  

恒例のウィリアムス神学館の体験入学が１０月２０ 

日(水)～２２日(金)に実施されます。各教会へは、 

すでに案内が届いていると思います。教区では、参 

加者への援助を用意しています。参加を希望する信 

徒がおられる教会の牧師は、援助申請及び推薦用紙 

にご記入の上、１０月６日(水)までに、聖職候補生 

養成委員長・芳我秀一司祭(姫路顕栄教会)にお申し 

込み下さい。 

 

     代祷をお願いします      
＊横浜教区聖職按手式  

執事に叙任される 
 ダビデ 渡部 明央 聖職候補生 

  ミカエル 大居 雅治 聖職候補生         
日時：2010年９月１８日(土)10:30 
式場：横浜教区 横浜聖アンデレ主教座聖堂 

９月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 日時：９月２日 (木 ) 午前 10 時 30 分  

 場所：神戸聖ミカエル大聖堂  

司式：主教  アンデレ中  村   豊   

説教：司祭  ｵｰｶﾞｽﾁﾝ 與賀田  光嗣  

✠ ９月の逝去教役者 ✠ 

  １日 

  ３日 

  ４日      

  ９日 

１０日 

１２日 

１３日 

１６日     

１７日 

２０日 

不明日 

伝道師      緒方 政枝 

伝道師      上西 八枝  

執  事 ラザロ  布施 好古 

伝道師        三宅 福恵 

司  祭 ステパノ  片山民治郎  

主  教 ヘンリー エビントン   

宣教師 ﾚﾃｨｼｱ・N・エドワ-ズ 

司  祭 W.H.ﾏﾚ-=ウオルトン     

司  祭 ｱﾌﾞﾗﾊﾑ 米村 勇雄 

伝道師      吉田 照子 

宣教師 ﾄﾞﾛｼ-・グレッグソン 

(1966 年) 

(1960 年) 

(1938 年) 

(1962 年) 

(1988 年) 

(1912 年) 

(1941 年) 

(1980 年) 

(1995 年) 

(2007 年) 

(1969 年) 

管区の委員に委嘱された神戸教区関係者 
礼拝委員        法憲法規委員 
〔長〕司祭 吉田雅人    司祭 上原信幸 
正義と平和委員会    青年委員会 
   司祭 小林尚明    司祭 林 和広 
年金委員会 
〔長〕主教 中村 豊 
年金維持資金管理委員会 
   主教 中村 豊 
女性に関する課題の担当者 
   吉谷かおる 
教役者維持教育資金・建築金融資金運営委員 
   司祭 小林尚明 
懲戒および審判廷規則検討特別委員会 
   吉谷かおる 

 


