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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 １ 年 ２ 月 号   

 

 

 

1日(火) YMCA聖話研修会                 <神戸> 

2日(水) 聖ミカエル国際学校建築部会    <神戸> 

3日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 <大聖堂>             

4日(金) 聖ミカエル国際学校交歓会    <神戸> 

5日(土) セク・ハラ対策委員会      <教区会館> 

6日(日) 神戸聖ミカエル教会        <大聖堂> 

10日(木) 主教按手式レセプション         <東京> 

11日(金) 東京教区主教按手式             <東京>    

13日(日) 徳山聖マリア教会巡錫      <周南市> 

15日(火) 聖公会年金委員会            <東京> 

16日(水) 常置委員会          <教区会館> 

18日(金) 松蔭女子学院常務理事会        <神戸> 

20日(日) 神戸聖ミカエル教会        <大聖堂> 

     神学生後援会幹事会     <教区会館> 

21日(月) 松蔭高等学校卒業感謝礼拝      <神戸> 

22日(火)～24日(木) 主教会        <大阪> 

27日(日) 垂水伝道所                  <神戸> 

28日(月) ＭｔＳ理事会          <神戸> 

            

3日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 <大聖堂> 

5日(土) セク・ハラ対策委員会      <教区会館>   

16日(水) 常置委員会          <教区会館> 

20日(日) 神学生後援会幹事会     <教区会館> 

  

 

 第３回常置委員会報告（抜粋） 

 

日 時：2011年 1月 19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 

２．事務所会議報告 

①中高生大会準備へのスタッフ派遣について、交通費等

を中高生大会資金より支出することを承認する。 

②今年度の CTC 担当について 青年交流会チャプレン

の林司祭が担当することを承認する。 

③2011 年度の神戸、九州、沖縄３教区協働プログラムと

して支援する「沖縄の旅」に、広島復活教会信徒 4 名と

小林司祭を派遣し、参加費等を教区宣教活動費より支

出する。交通費は管区補助。 

④松尾司祭夫妻帰国の交通費等を支出する 

⑤教役者子女学資補助事業奨学金支給計画を承認する 

⑥広島伝道区から申請のあった伝道区宣教活動費を承

認する 

３．主教報告 

①阪神淡路大震災記念礼拝 1 月 17 日 10 時半 教区

礼拝として行われた。 

②聖ミカエル教会教会委員会と、地下ホールのバリアフリ

ー化について協議した。 

③広島平和礼拝 2011の骨子が確定した。    

 

Ⅱ 決定事項 

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 12 月分・１～12 月

累計計算書報告。 

③教区事務所会議報告 

２．地下ホールの改修について、Ａ＆Ｄ設計に設計を依

頼する。 

３．財政委員会について下記のことを諮問する。 

 神戸教区各教会の中で、拠出金に耐えられない教会が 

でてきている。分担金・給与について、どのように考え 

ていくべきか抜本的に検討して欲しい。 

 ①制度改革について  2013 年中に骨子を作成して欲

しい。 

 ②2012年度について 

  １）各教会分担金原案の作成  ⅰ 教区費分担金  

ⅱ 給与分担金 

２）教区拠出金総額の検討 

４．2011 年度教区諸役員について、下記のとおり任命・委嘱

されることが適当である旨答申した 

管区宣教協議会・教区担当者 司祭上原信幸 

祈祷書改定増補作業に関わる教区モニター 荒井章三 

 

教 区 主 教 動 静 
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教区宣教協議会実行委員会 

委員長 司祭上原信幸、司祭小林尚明、司祭瀬山 

会治、土井禮子、弘井宗子、広瀬康恵、上野良雄、

多井 剛、國弘安俊、大東康人、中嶋武士、橋口満 

５．諸役員の任命の手順について  

聖職の委員長、信徒の委員長・委員の任命等について

は事前に打診する。 

６．次回 2月 16日（水）18時半～20時半 於教区会館 

 

 

     代祷をお願いします          
 
＊ 主教按手式・日本聖公会東京教区主教就任式 

 主教に聖別按手される 

   主教被選者 アンデレ 大畑 喜道 師 

日時：2011年２月１１日(金) 午前10時 

式場：香蘭女学校 

   東京都品川区旗の台6丁目22-21 

 

 教区事務所から  
 

1．お詫びと訂正 

事務所だより 2011年 1 月号「常置委員会報告」に

掲載した 2011年度教区諸役員人事に関わる答申の

うち、「教区宣教委員会」と「管区宣教協議会・

教区担当者」は、1月号の発行時点では、まだ答申

後の手続途上であり、本来は、掲載を見合わせる

べきでした。今後は人事が決定した後に掲載する

ようにいたします。 

また、「教区宣教協議会実行委員会」について

は、会議では継続審議になったにも関わらず、答

申済の表現になっていました。 

上記２点の誤表記で、ご迷惑をお掛けした関係

者の方々に、心よりお詫びし、訂正致します。                                          

          教務局長 芳我秀一 
 

同じく、「資産運用委員会」の欄では、委員長 

深田丈二とありましたが、委員の誤りです。お詫

びして、訂正します。  岡崎 正 
2．2010年度末教区統計表 

 未提出の教会は、至急お出し下さい。メールに添付し

て送信くださっても結構です。 

提出は１月末日までです。締切り厳守をお願いします。  

3．主教巡錫の希望日 

ご希望の教会は、早急に、期日をご連絡ください。 

4．行事予定 

各伝道区、各委員会、各団体などの行事予定が決

まりましたら、日時・場所・旅費・経費などを早 

い目に、教区事務所へご連絡ください。 

5．高速バス利用の旅費支給 

 本年１月から、教区関係の会議･集会などへの旅費

の支給は、高速バスの利用が可能な地域にはバス

運賃で算定することになりました。交通事情や日 

 

程などの都合でJR利用を希望する人は、事前に連

絡してください。 

6．2011年度教会委員・信徒代議員の当選届用紙、 

受聖餐者総会の資料(２部) 

未提出の教会は、至急、教区事務所までお送りく

ださい。 

7．2010年度 収穫感謝献金報告（最終） 

  1月４日現在献金額  １,８８５,１７６円 

 皆様のご協力を心から感謝します。 

 目標額に達しませんでしたが，不足分は自給基金

果実から支出し、昨年末に、岡山聖ｵｰｶﾞｽﾁﾝ教会へ

100万円、浜田基督教会へ140万円を送金しました。 

8．2011年度 神戸教区諸役員表 
 同封してお送りしました。役員についての公示、

任命書等は作成しません。 

9．「日本聖公会と日本福音ルーテル教会の協働に向

けた提案」 

 中村主教から教役者への文書を同封してお送りし

ました。今後の日本福音ルーテル教会との交わり･

協働にとって大切です。ご熟読ください。 

 

 

 

 

 

 

 

２月教区関係教役者逝去者記念聖餐式  

 日時  ２月３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：松尾常雄司祭  

✠２月の逝去教役者✠ 

5日 

5日 

5日 

6日 

11日 

12日 

12日 

13日 

16日 

17日 

20日 

23日 

不明日 

司 祭 バ－クレイ バックストン 

司 祭 ヤコブ  牧野與三郎 

司 祭 モ－セ  村尾 昇一 

司 祭      竹内 宗六 

司  祭 ヨハネ  中道 政市 

伝道師      小南 アサ 

伝道師      高木 ぬひ 

宣教師 ﾌﾛ-ﾚﾝｽ  ファギル 

司 祭 ジョ－ジﾞ ブライドル 

司 祭 ジョ－ジﾞ ポ－ル 

司 祭 ヨセフ  田中 愛次 

伝道師      西村 ひろ 

宣教師 アリス   パ－カ－  

(1946 年) 

(1943 年) 

(1965 年) 

(1947 年) 

(1968 年) 

(1962 年) 

(1992 年) 

(1945 年) 

(1945 年) 

(1929 年) 

(1995 年) 

(1939 年) 

(1953 年) 

 
 
 
 
 

聖公会生野センタ－のために  
２月２７日（日）の主日信施を献げましょう 
聖公会生野センタ－の働きを覚えてお祈りください。 

各教会の信施金は管区事務所へご送金ください 


