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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 １２ 月 号   

 

 

 

1日(水) 神戸地域教役者黙想会   <聖ペテロ教会> 

2日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 <大聖堂> 

4日(土) 神戸ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊｳｽ・クリスマス礼拝  <神戸>        

5日(日) 米子聖ニコラス教会・境復活教会巡錫       

<米子> 

6日(月) 外国人登録法協議会           <大阪> 

8日(水) 松蔭女子学院キャンドルサービス 

        八代学院理事会              <神戸> 

 9日(木) 神戸松蔭女子学院忘年会         <神戸> 

10日(金) 神戸松蔭女子学院大学クリスマス礼拝   

11日(土) 聖ミカエル保育園クリスマス礼拝 <神戸> 

12日(日) 神戸聖ミカエル教会       <大聖堂> 

     ＭtＳクリスマスキャロル        <神戸> 

14日(火) 聖ミカエル国際学校理事会    <神戸> 

15日(水) 聖ミカエル国際学校クリスマス礼拝 <神戸> 

17日(金) 松蔭中高クリスマス礼拝        <神戸> 

         神戸市民クリスマス       <大聖堂> 

19日(日) 神戸聖ミカエル教会       <大聖堂> 

21日(火) 常置委員会          <教区会館> 

24日(金) 神戸聖ミカエル教会クリスマスイヴ礼拝 

25日(土) 神戸聖ミカエル教会降誕日礼拝・巡錫 

26日(日) 神戸聖ミカエル教会       <大聖堂> 

31日(金) 神戸聖ミカエル教会深夜礼拝  <大聖堂> 

  ・・・・・２０１１年・・・・・・ 

1月13日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 

                   <大聖堂> 
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 第13回常置委員会報告（抜粋） 

日時：2010年 11月 17日(水)18:30～20:30 

場所：教区会館会議室 

Ⅰ．報告事項 
１．教区事務所業務報告 

①耐震工事献金会計  10/25 竹中工務店 2 次追加工事

費￥157,500の支払いをした。   

２．第 5回宣教検討委員会報告 

 ①神戸教区宣教協議会について 

 ②神戸教区宣教委員会について 

３．主教報告 

①與賀田光嗣司祭・阿部紫乃姉聖婚式 10 月 16 日

（土）午前 11時より聖ミカエル大聖堂で挙行した。 

②八代斌助主教逝去４０年記念式 10 月 23 日（土）

クラウンプラザホテルで行われ、約 250名が参加。 

③主教会 10 月 19 日(火)～21 日(木) ナザレ修女会

本院で開かれた。 

協議事項 

1. み言葉の礼拝の一部改正 

2.  日本聖公会祈祷書、法憲法規の英語訳 

3.  世界聖公会平和会議（来年８月沖縄で開催） 

4.  聖公会神学院の現状 

5.  教区制 

 ④管区審判廷審判（11月８日・京都）について 

⑤管区宣教協議会実行委員会より、宣教協議会教会連

絡担当者選出の要請文を受け取った。 

⑥長田吉史司祭を、ミャンマー聖公会ミチナー教区で

開催される、管区伝道大会に出席させる。期間は 12

月１日より約１週間。これにかかわる費用を教役者

研修等資金より捻出したい。 

 ⑦「陪餐方法」・「パンの配給と洗礼者の陪餐につい

て」を教区内教会に配布した。 

 ⑧来年度、神戸教区宣教協議会を開催したい。 7 月

11 日(月･海の日)10 時～17 時。出席者は、教役者と

各教会より２人程度。企画立案に関しては、教区会

で定められる予定の教区宣教委員と有識者を若干名

加え実行員会を組織したい。来春１月 22 日(土)には

第１回実行員会を開催したい。。 

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 10 月分・１～10 月

累計計算書報告 
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③第 5回宣教検討委員会報告 

２．リチャード池澤隆輝兄が、11 月 17 日付で教区神学

生に認可される事が適当である旨答申した。 

３．教区人事について下記のように任命されることが適

当である旨答申した。 

主教 アンデレ中村 豊  

   2011 年３月３１日付 呉信愛教会管理牧師の任を

解く。 

  司祭 ヨシュア長田 吉史  

2011 年４月１日付   呉信愛教会牧師に任命する。 

４．神戸教区宣教委員会設置のため、同委員会規則案を

教区会に議案として提出する。 

５．管区から依頼されている宣教協議会教会連絡担当者

は、教区宣教委員会委員長をあてる。 

第78教区会後 第1回常置委員会報告（抜粋） 

日 時：2010年11月23日(火) 17:00～17:20 

場 所：聖ミカエル教会事務所 

Ⅰ．報告事項 

１．日本聖公会神戸教区第７８(定期)教区会で選出され

た常置委員は次のとおり。 

 聖職常置委員 司祭 芳我 秀一、司祭 上原 信幸、

司祭 小南  晃 

（補欠 司祭 小林 尚明 司祭 八代 智） 

 信徒常置委員 松田 嘉彦、宮永 好章、大東 康人 

（補欠 橋口 満、 東 弘彦） 

２．第 1回事務所会議（持ち回り）報告 

  九州教区との協働 フィリピンワークキャンプへの招

待があり、教区内の参加希望者に参加費（社会人９万

円、学生 7万円）の半額を補助したい。    

Ⅱ．決議事項 

１．常置委員の役割分担について互選の結果、次のとお

り決定した。 

  委員長 司祭 芳我秀一、 書記 司祭 上原信幸 

２．事務所会議報告 半額補助を承認する。 

３．次回 12月 21日(火)18時より 

 

 第７８定期教区会報告  

11月23日(火)午前8時の開会聖餐式をもって開会した。 

点呼の結果、教役者議員21名中18名、信徒代議員37名中

33名の出席を確認し、教区会の成立が宣言された。番外

議員推薦、信徒代議員歓迎などの後、今年逝去された元教

役者議員・信徒代議員を覚えて黙祷が献げられた。 

開会演説後、諸報告・議事が進められ、報告と提出さ

れた10議案はすべて承認、可決された。日程より少し遅

れ、午後3時45分から、常置委員選挙が実施された。選挙

直後、今年堅信50年を迎えられた34名の方々を代表して

日下右二兄(ｲﾝﾏﾇｴﾙ)と野本忠江姉(松山)に記念品が中村

主教から贈呈され、お二人から謝辞が述べられた。選挙

後も議案審議が行われ、午後5時に議事は終了した。 

選挙の結果および議場での任命は次の通り 
 
 常置委員   

（長）司祭 芳我秀一、司祭 上原信幸（書記）、司祭 小南 晃、 

松田嘉彦、宮永好章、      
 
 伝道区長   

神 戸: 司祭 原田佳城、 山 陰: 司祭 平野一郎 

瀬戸内: 司祭 伊神 努、 徳  島: 司祭 瀬山公一 

広 島: 司祭 小林尚明、 西四国: 司祭 角瀬克己 

 中高生担当  司祭 長田吉史 
 青年担当   司祭 林 和広 
開会礼拝の信施金50,276円は、収穫感謝献金に献げられた。

一同で主の祈りをささげ、中村主教の祝祷をもって、午後

5時10分閉会した。 

 教区事務所から  

 

１．収穫感謝献金の中間報告 

献金額は、11月24日現在 1,684,676円です。献金の追

加がある教会はご送金下さい。ご協力ありがとうござ

います。 

２．教区納付金、神のおとずれ誌代の納付はお早目に 

 教区会計の決算は、１２月末です。納付金や誌代のご

送金は月末にならないよう、お早目にお願いします。 

３．２０１０末統計報告書  

1月末までに、必ず2部(１部コピ－可)教区へ届けて下

さい。新しいパソコン書式については教区事務所にお

問い合わせください。 

４．２０１１年度神戸教区行事予定表 

作製にとりかかります。各伝道区･各委員会の行事予定

が決まり次第、お知らせください。 

５．２０１１年度主教巡錫 

ご希望の教会は、お早めにお申し出ください。 

６．教区事務所の年末年始休業日 

 12月２７日(月)から2011年１月４日(火)まで休みます。 

 仕事始めは、５日(水)です。 

 

     代祷をお願いします      
＊北海道教区聖職按手式  

日時：2009年１２月２１日(火)10:30 

式場：北海道教区主教座聖堂（札幌キリスト教会） 

司祭に变任される ヨハネ 池田 亨 執事 

執事に变任される パウロ 内海信武 聖職候補生 

 

12 月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 12 月２日 (木 )神戸聖ミカエル大聖堂  

   司式  中村   豊  主教   

説教  河村  博之  司祭   

 ２日 

 ２日 

 ５日 

 ５日 

10 日 

10 日 

14 日 

14 日 

14 日 

14 日 

16 日     

19 日 

20 日 

21 日 

29 日 

30 日 

31日 

主 教 チャニング・ウイリアムズ 

司 祭 ヨハネ  長嵜  泉 

伝道師       森  慶三  

司 祭 テモテ   岩井 祐彦 

司 祭 パウロ   島田  信 

伝道師 パウロ   大石虎太郎  

伝道師       武田 頼夫      

宣教師 イブリン・プレストン      

司 祭       水野  功 

司 祭 ペテロ   貫  主税 

司 祭       尾形 虎三 

宣教師 マリ－・ ホ－ムズ 

宣教師 ハナ D.  スコット 

司 祭 ペテロ  加藤九十九 

司 祭 マルコ  伊墻 八束 

伝道師 オードリー・ヘンテ 

司 祭 マルコ  杉野  貢 

(1910 年) 

(1983 年) 

(1916 年) 

(1971 年) 

(1988 年) 

(1927 年) 

 ？ 

(1967 年) 

(1926 年) 

(1944 年) 

(1945 年) 

(1956 年) 

(1953 年) 

(1998 年) 

(1978 年) 

(1970 年) 

(2008 年) 


