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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  〒 651-0061 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 １１ 月 号   

 

 

 

2日(火) ちとせ幼稚園収穫感謝礼拝    <神戸> 

3日(水) 神戸聖ミカエル教会バザー    <大聖堂>  

4日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 <大聖堂> 

5日(金) 聖ミカエル保育園収穫感謝礼拝   <神戸>      

7日(日) 呉信愛教会巡錫           <呉> 

10日(水) 聖ミカエル国際学校営繕委員会   <神戸> 

13日(土) 鳴門聖パウロ教会巡錫      <鳴門> 

14日(日) 徳島聖テモテ教会巡錫      <徳島> 

15日(月) YMCA将来委員会         <神戸> 

17日(水) 常置委員会           <教区会館> 

19日(金) 松蔭女子学院常務理事会     <神戸> 

21日(日) 下関聖ﾌﾗﾝｼｽ･ｻﾞﾋﾞｴﾙ教会巡錫   <下関> 

23日(火) 神戸教区第78定期教区会    <大聖堂> 

25日(木) 神戸松蔭女子学院大学ツリー点灯式 <神戸> 

28日(日) 松山聖アンデレ教会巡錫     <松山> 

29日(月) MtS理事会           <神戸> 

 

  
4日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 <大聖堂> 

17日(水) 常置委員会          <教区会館> 

23日(火) 神戸教区第78定期教区会      <大聖堂> 

 

 

 第13回常置委員会報告（抜粋） 

日 時：2010年 10月 13日(水) 18:30～20:00 

場 所：教区会館会議室 

Ⅰ報告事項 

１．事務所報告 

①耐震工事献金会計 

9/28 改修工事施工業者（A&D・竹中・大豊木工）の

支払いを完了。今後、12 月末・3 月末に各教会へ第

２回・第３回の献金の送金を依頼する。 

② 9/30  管区事務所から TRUST  INCOME 2009 

（USPG）\675,525の送金通知が来た。 

③教区事務所用パソコン本体の寄贈をうけ、モニター、

キーボードを新調した。 

④教区事務所 現コピ－機の再リ－スをしたい。 

 期間 2011/1/12～2012/1/11 １年。 

２．教区事務所会議報告 

①「2010年度収穫感謝献金の奉献先」を岡山聖オー 

ガスチン教会と浜田基督教会とする。 

②「神戸教区旅費及び宿泊手当に関する内規」を改訂 

する。 

③自給基金果実の運用について、収入源が利息のみと 

なっており、「収穫感謝献金」について触れられて 

いないので、文言の改訂を総務部で行う。 

３．聖職候補生養成委員会報告 

①ウイリアムス神学館の体験入学について、牧師の推

薦のあるものについて補助を行う。 

②教区神学生の実習先について 

４．伝道区長会報告 

５．主教報告 

①神戸昇天教会創立 100年記念式典が、9月 23日

(木)に約 200名の参加を得て盛大に行われた。 

②大聖堂耐震改修工事完了感謝礼拝が、10月 11日

(月)に行われた。約 350名の参加。式典には工事関

係者並びに関係学校・施設の代表者も出席。小貫岩

夫兄・内海佳子姉によるアトラクションも好評であ

った。昼食は神戸伝道区内の教会・関係園などが提

供。教区内から多数物産展への協力があった。収益

は改修工事献金として捧げられた。 

③東アジア聖公会主教会が、10月 6日(水)から 11日

(月)まで香港で開催され、植松主教と共に出席した。

聖公会誓約に対する各国聖公会の受け止め方につい

て意見交換を行った。 

④與賀田司祭と阿部紫乃姉の聖婚式が 10月 16日(土)

聖ミカエル大聖堂で行われる。 

⑤八代斌助主教逝去 40年記念式が、10月 23日(土)

福祉法人「光朔会」主催により、クラウンプラザホ

テルで開催される。 

 

教 区 主 教 動 静 

教 区 等 行 事 
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Ⅱ 決議事項 

１．以下の諸報告を承認する。 

①教区事務所業務報告 

②教区一般会計収支計算書 2010 年９月分・１～９

月累計計算書報告。納付金状況  

③第 6回事務所会議報告 

④第 2回伝道区長会報告 

⑤第 2回聖職候補生養成委員会報告 

２．大聖堂礼拝用マイク等を購入する。 

３．次回常置委員会 11月 17日（水）18:00 

 

代祷をお願いします 

 各教区の教区会のため  
 

 ＊11月２０日（土） 
  東京 教区  第114 (定期)教区会 
 ＊11月２２日（月）～２３日(火) 
  北海道教区  第 69 (定期)教区会 
  東北 教区  第 90 (定期)教区会 
    横浜 教区  第 70 (定期)教区会 
  九州 教区  第103 (定期)教区会   
  沖縄 教区  第 52 (定期)教区会 
 ＊11月２３日（火)        
  北関東教区  第 77 (定期)教区会 
  中部 教区  第 82 (定期)教区会 
  京都 教区  第105 (定期)教区会 
  大阪 教区  第104 (定期)教区会   

      

ウイリアムス神学館体験入学  

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。神戸教区から、浪 

花朊久兄(ミカエル)、西川待靖悟朗兄(ミカエル）、 

松下侑生兄(高知)の３名が参加しました。 

 

人権活動を支える主日のため 
(降臨節第１主日) 

すべての人権活動のための働きを覚えて祈りましょう 
 １１月２８日(日)の信施金をお献げください。 
各教会の信施金は、管区事務所へご送金ください。 

 

 教区事務所からのお知らせ   

①「神のおとずれ」誌代 

2010年度誌代の支払いは、11月末までにお願いい

たします。 

② 第78定期教区会報告・議案集 

近日、送付いたします。報告・議案の内容をよく

ご覧いただき、教区会の議事運営にご協力をお願

いします｡質問は、教区会までに、文書にて教区

会書記までお送りください。 

③ 大聖堂耐震改修工事完了感謝式典・工事献金  

 改修工事完了感謝礼拝が、10月11日(月)聖ミカエ

ル大聖堂で行われ、内外からの大勢の参列者と共に

祝福と感謝の祈りがささげられた。式後、祝賀会が

楽しく行われ、教区内諸教会による物産展もにぎや

かに催された。当日の収入はすべて改修工事献金に

献げられた。ご協力ご奉仕を有難うございました。 

 礼拝信施  206,780円  祝い金    250,000円 

 工事献金 106,000円  物産展献金  248,997円 

  合計 811,777円 

なお、12月末・3月末に各教会へ第２回・第３回の献

金の送金を依頼しますので、よろしくお願いします。 

 

収穫感謝献金のお願い 
 

本年度は「浜田基督教会」と「岡山聖オーガスチン
教会」の改修工事のために用いられます。祈りのう
ちにお献げください。 

１１月２１日(日)までに教会でお献げくださり、
教会ごとにまとめて教区会でお献げください。 

 

④ 神戸教区神学生後援会会報 第 16号 

 10 月末に発行されました。。池澤隆輝神学生と

杉野達也神学生の投稿があり、生活や活動の内容

が記されています。幹事会の報告も記載されてい

ます。引き続き、後援会へのご協力と後援会会員

の勧誘をお願いします。 

⑤2011 年度 聖公会カレンダー 

 例年通りの価格にて注文を受け付け中。申込みは

下記へお早めにお願いします。教区会にて代金と

引換にお渡しします。 

730-0014 広島市中区上幟町10-11 広島復活教会内 

        ベロニカ会 

    電話 082-227-1553 Fax 082-227-0818 

 

11 月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 日時  11 月４日（木）午前１０時半  
 場所  神戸聖ミカエル大聖堂  
 司式  中村  豊主教  説教  上原信幸司祭  

✠ 11月の逝去教役者 ✠ 
  １日 

  ３日 

  ４日 

  ８日 

  ９日 

１３日 

１７日 

１７日 

１８日 

１９日     

２０日 

２２日 

２８日 

３０日 

 

司  祭 レイモンド・クリストファ－ 

司  祭 パウロ    山本 早太 

司  祭        山辺 久吉 

宣教師 ヴァイオレット・ハイド 

司  祭 アンデレ  児玉  正 

司  祭 モーセ   木俣 茂世  

伝道師  ルデア    内田 歌子 

司  祭 ウイリアム・ハンコック   

伝道師  チッポラ   末好 信子 

司  祭 ヨハネ    側垣 正己 

司  祭 パウロ    秋田 哲三 

伝道師        塩原 以満 

宣教師  ジャネット・マッキ－ 

宣教師  エイミ C． ボサンケット 

逝去日不明教役者  56名 

(1971 年) 

(1988 年) 

(1944 年) 

(1932 年) 

(1996 年) 

(1992 年) 

(1993 年) 

(1926 年) 

(1986 年) 

(1996 年) 

(1978 年) 

(1991 年) 

(1962 年) 

(1950 年) 

   


