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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 ３ 月 号   

 

 

 

1日(火) 松蔭高等学校卒業式           <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創立者記念礼拝 <大聖堂> 

6日(日) 大洲聖公会巡錫          <大洲> 

 7日(月) 宗務行政協議会        <県公館> 

 9日(水) 大斎始日礼拝・大斎懺悔式   <大聖堂> 

10日(木) 伝道区長会議        <教区会館>             

11日(金) 松蔭女子学院常務理事会       <神戸> 

12日(土) 聖ミカエル保育園卒園式     <大聖堂> 

宣教協議会実行委員会     <教区会館> 

13日(日) 神戸聖ミカエル教会       <大聖堂> 

14日(月) ちとせ幼稚園卒園式       <神戸> 

外国人登録法協議会       <大阪>       

15日(火) 西神戸YMCA幼稚園卒園式      <神戸> 

高松聖ヤコブ幼稚園理事会     <高松> 

16日(水) 高松聖ヤコブ幼稚園卒園式    <高松> 

17日(木) 常置委員会            <教区会館> 

19日(土) 神戸松蔭女子学院大学卒業式   <神戸> 

20日(日) 神戸聖ミカエル教会       <大聖堂> 

22日(火) ＹＭＣＡ評議委員会         <神戸> 

25日(金) 松蔭女子学院定例理事会        <神戸> 

27日(日) 神戸聖ミカエル教会       <大聖堂> 

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> 

4日(金) 世界祈祷日          <大聖堂> 

5日(土) 聖公会神学院卒業礼拝      <東京> 

10日(木) 伝道区長会議        <教区会館> 

12日(土) 宣教協議会実行委員会     <教区会館> 

16日(水) ウイリアムス神学館修業礼拝    <京都> 

17日(木) 常置委員会           <教区会館> 

21日(月) 聖職候補生養成委員会       <姫路> 

26日(土) 第1回財政委員会        <教区会館> 

 

 第３回常置委員会報告（抜粋） 

日時：2011年 2月 16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 

①2010年度神戸教区会計の会計監査を 2月 19日

(土)に受ける。 

②2010年度神戸教区統計抜粋表を作成した。 

２．第１回教区宣教協議会実行委員会報告 

 ①日程 7月 18日（月・祝）9:00～17:00 

②参加者 各教会 2名程度 幅広い年代層の参加

が望まれる。 

③内容 今後、各教会でそれぞれ宣教協議会が開

催できるようなワークショップを行う。 

④長期的展望 2014 年 中間報告、2016 年 評価。

教区 140年の節目としたい。 

３．主教報告 

 ①佐藤眞一司祭 3月中旪に大洲から広島市内へ転

居される。 

②松尾常雄司祭 4月 3日(日)に呉信愛教会で送別

礼拝が行われ、ブラジルに帰国される。 

③池澤隆輝聖職候補生 3月 16日(水) ウイリア

ムス神学館を卒業する。 

④浪花朋久兄（神戸聖ミカエル教会信徒） 教区

神学生を志願している。ウイリアムス神学校の

入学を許可され、教区神学生推薦書が当該教会

より提出されている。 

⑤東京教区主教按手・着座式 香蘭女学校講堂で

行われ、教区主教と教区代表として小南司祭が

参加した。 

⑥主教会 2月 22日(火)～24日(木)大阪川口教会  

⑦聖ミカエル幼稚園創立 40年記念礼拝 3月 26日

(土)に行われる。 

⑧婦人会大会 4月 29日(金)～30日(土) 高知で

行われる。講師 晴佐久昌英神父（カトリック

高輪教会） 

⑨大韓聖公会管区・ソウル教区事務所スタッフ来

神 18名 5月 2日(月)～5日(木)まで神戸滞

在。奈良・京都等訪問  
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⑩教区宣教協議会に先立ち、教区各部長・委員長

会議を行いたい。 

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 2011年 1月分報告 

③第１回教区宣教協議会実行委員会報告 

２．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。 

司祭 ヨハネ角瀬克己  

2011年３月３１日付 高知聖パウロ教会管理牧 

師の任を解く。 

司祭 ヨシュア長田吉史  

2011年３月３１日付 松山聖アンデレ教会管理

牧師の任を解く。 

司祭 オーガスチン與賀田光嗣  

2011年３月３１日付 高知聖パウロ教会副牧師

の任を解く。 

2011年４月１日付  高知聖パウロ教会牧師に

任命する。 

2011年４月１日付  松山聖アンデレ教会管理

牧師に任命する。 

聖職候補生 リチャード池澤隆輝 

2011年４月１日付  神戸聖ミカエル教会勤務 

を命じる。 

３．セバスチャン浪花朋久兄が 2011年 4月 1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。 

４．教区各部長・委員長会議を 4月９日（土）11時

より行う。 

５．大韓聖公会訪問団の受け入れ担当者を、小南司

祭、上原司祭、中原司祭とする 

６．ウイリアムス神学館卒業式に教区代表として上

原司祭・大東康人兄が出席する。 

７．次回 3月 17日（木）18時～   

               

 ニュージーランド大地震状況速報   

2 月 22 日(火)に発生したニュージーランド大地震の

災害状況について、管区事務所 八幡眞也渉外主事か

らメールによる状況報告とお祈りのお願いがありまし

た。各教会牧師にはメールを転送しましたが、以下に

その抜粋をお知らせします。 

ニュージーランド聖公会クライストチャーチ大聖

堂をはじめ多くの建物が破壊された。 

大聖堂の主任牧師によると、大聖堂事務所の職員

が勤務中だったが、幸い全員無事避難した。但し訪

問者が鐘楼の中に居たようで、その人達の安否は確

認出来ていない。多くの人達が瓦礫の下に埋もれて

いるかもしれないので、現時点で重要な事は、建物

が崩壊した事ではなく、人々の安否である。早急に

その事が判明することを祈っている。近隣の人たち

と協力しながら負傷した人、家族を失った人々の世

話を最重要項目として救援活動を展開してゆきたい。 

クライストチャーチの街の人口は約 40 万人で、ニ

ュージーランド第２の都市。大聖堂の他に、300 メー

トルほど離れた広場に位置する聖ヨハネ聖公会は、

大きな被害を受けてほぼ全壊した。その他、教会に

限らず多くの建物が被害を受けている。 

詳細は、英文ですが米国聖公会のホームページ 

http://www.episcopalchurch.orgをご覧下さい。 

 

     代祷をお願いします          
＊ ニュージーランド大地震のため 

 犠牲者・被災者・救援活動者をおぼえて 

＊ 聖公会神学院2010年度卒業礼拝 

日時：2011年３月５日(土) 午後2時 

式場：聖公会神学院諸聖徒礼拝堂 

＊ ウイリアムス神学館2010年度修業礼拝 

日時：2011年３月１６日(水) 午前11時 

式場：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

＊ 大阪教区第105（臨時）教区会 

日時：2011年３月20日(日) 午後2時～3時30分 

場所：大阪教区主教座聖堂（川口基督教会）会館 

＊ 東京教区第115（定期）教区会 

日時：2011年３月21日(月･休) 午前9時～午後5時 

場所：聖アンデレ主教座聖堂・聖アンデレホール    

 

 教区事務所から  
 
1．受聖餐者総会の資料(２部) 

受聖餐者総会が終わりましたら、教区事務所にお

送りください。 

2．2010年度神戸教区統計抜粋表 

同封しました。誤り等がありましたら教区事務所まで

ご連絡ください。 

3．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。 
 

３月教区関係教役者逝去者記念聖餐式 
 日時：３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：八代  智司祭  

✠３月の逝去教役者✠ 

 ３日 

 ６日 

11 日      

12 日 

13 日 

16 日 

17 日 

17 日     

21 日 

22 日 

22 日 

23 日 

25 日 

27 日 

27 日 

29 日 

30 日 

31 日 

司 祭  フレッド・ケテルウエル 

宣教師    アリス・ロバ－ツ  

宣教師  アンジェラ・オグレスビ－ 

主 教       ヤコブ 八代  崇   

伝道師           明山 せつ 

宣教師  エリザベツ・ナッシュ      

司 祭   エリック・アレン      

宣教師 フロ－レンス・ガ－デナ－ 

主 教  ヒュウ・J・フォス 

司 祭 オリバ－・H・ナイト 

伝道師     ナオミ 広瀬なおみ 

伝道師     ハンナ  田中ハナ子 

伝道師  エリザベツ 億川 三重 

伝道師          中尾ミサヲ 

司 祭 ウオルター・ウエストン 

司 祭   ステパノ 袴田 観一 

司 祭     ヨハネ 粟飯原亀一 

伝道師     マリア 阿部  浄 

(1952 年) 

(1956 年) 

(1986 年) 

(1997 年) 

(1972 年) 

(1947 年) 

(1990 年) 

(1970 年) 

(1932 年) 

(1969 年) 

(1999 年) 

(1983 年) 

(1970 年) 

(1976 年) 

(1940 年) 

(1953 年) 

(1938 年) 

(1963 年) 

http://www.episcopalchurch.org/

