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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 ２ 年 ９ 月 号   

 

 

 

 1日(土) オルガン選定委員会     <教区会館> 

     聖婚式 説教          <大聖堂> 

2日(日) 岡山聖オーガスチン教会       <岡山> 

3日(月) 神戸バイブルハウス理事会    <神戸> 

    YMCA聖話研究          <神戸> 

4日(火)～5日(水) 兵庫県宗教連盟研修会  <伊勢>        

 6日(木) 聖ミカエル保育園礼拝 

教区関係教役者逝去者記念聖餐式 <大聖堂> 

 7日(金) 西神戸YMCA幼稚園        <神戸> 

         年金委員会           <東京> 

8日(土) 教区宣教委員会          

        ハラスメント対策委員       <教区会館> 

9日(日) 浜田基督教会巡錫               <浜田>      

11日(火) ちとせ幼稚園          <神戸> 

11日(火)～12日(水) 全国教誨師会総会     <神戸> 

12日(水) 常議員会             <東京> 

14日(金) 松蔭中高校評価会        <松蔭> 

14日(金)～16日(日) 管区宣教協議会    <浜名湖> 

17日(月) 松蔭女子学院創立120年礼拝説教<松蔭大> 

18日(火) ちとせ幼稚園          <神戸>           

19日(水) 広島平和礼拝反省会        <広島> 

20日(木) 聖ヤコブ幼稚園建築委員会    <高松> 

21日(金) 西神戸YMCA幼稚園        <神戸> 

         MtS東アジア協議会、MtS懇親会  <神戸> 

22日(土) 執事按手式            <大聖堂> 

     神学生後援会         <教区会館> 

23日(日) MtS聖アンデレ礼拝堂 堅信式    <神戸> 

25日(火) ちとせ幼稚園          <神戸> 

26日(水) 常置委員会           <教区会館> 

28日(金) 聖ミカエル国際学校礼拝    <大聖堂> 

松蔭中高校体育祭           <松陰> 

29日(土) 聖ミカエル日聖餐式        <大聖堂> 

30日(日) 神戸聖ミカエル教会巡錫      <大聖堂> 

     神戸伝道区財務担当者会        <ﾐｶｴﾙ> 

  
1日(土) オルガン選定委員会     <教区会館> 

4日(火)～ 5日(水) 兵庫県宗教連盟研修会 <奈良> 

6日(木) 教区関係教役者逝去者記念聖餐式 <大聖堂> 

 8日(土) 教区宣教委員会          

         ハラスメント対策委員    <教区会館> 

14日(金)～16日(日) 管区宣教協議会    <浜名湖> 

15日(土) 資産運用委員会        <教区会館> 

16日(日)～17日(月) 神戸伝道区中高生会   <ﾐｶｴﾙ> 

17日(月) 松蔭女子学院創立120年礼拝   <松蔭大> 

21日(金) 教区事務所会議        <教区会館> 

22日(土) 執事按手式            <大聖堂> 

     神学生後援会         <教区会館> 

26日(水) 常置委員会           <教区会館> 

30日(日) 神戸伝道区財務担当者会        <ﾐｶｴﾙ> 

 

 2011年度信徒神学塾夏期ｽｸｰﾘﾝｸﾞ報告   

7月21日(土)午前11時～午後3時、神戸聖ミカエル大聖堂

地下ホールを会場に行われた。午前の講義は、「アジール

（避難所）としての神殿」と題して勝村弘也教授(神戸松蔭

女子学院大学)が行われた。「聖なる逃げ場所」としての教

会の役割について、旧約聖書の立場から話された。江戸時

代の寺・温泉・遊郭などは、日常から切り離された場所で

あり、世の権威や常識を持ち込んではならない領域であっ

た。中世キリスト教世界のアジールは教会。キリスト教会

は、社会からの避難所、この世の権威からの防波堤になる

べき役割がある。教会の社会的使命について教示された。 

午後は、「鹿が泣く～聖パトリックの胸当て～」と題し

て信岡章人司祭が話された。「私の人生が絶望的な状況の

時に、キリストの遍在に気づかせてくれたのが聖パトリッ

クの著作だった」と、聖職者としてのこれまでの歩みを振

り返りながら、聖パトリックが危機の時、神が彼を鹿の姿

に変えて救われた伝説を語られ、「どのような孤独の淵に

あっても、キリスト者には『イエスさま！』と呼びかける

ことのできる神がいる。」と神さまの見守りと助けへの確

信を述べられた。 

今回の受講者は約50名。スタッフは10名。 

 

 広島平和礼拝2012報告   

今年のプログラムは、8月 5日(日)が主日のため、主日

礼拝の後、復活教会が準備してくださった、ハヤシライスの

昼食をもって始まった。午後１時から、「お話会」として、

安部早苗さん（復活教会信徒・主婦）の被爆体験、池澤隆輝

聖職候補生、米田智範さん(神戸国際大学)、岩井愛美さん

(広島市立大学・復活教会信徒)がそれぞれの立場や経験から

 

教 区 主 教 動 静 

教  区  等 行 事 

✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠ 



 

2 

「平和の主張」を話した。参加者は、それらの話について、

数グループに分かれて「分かち合い」の時を持った。その後、

軽食をいただき、平和公園へ移動し、原爆供養塔の前で、カ

トリック教会の人たちと合流して、「祈りのつどい」を行っ

た。前田万葉司教から平和の祈りが、中村豊主教から平和の

メッセージがあり、歌いながら平和記念聖堂まで平和行進し

た。午後 7 時からの平和記念聖堂での「平和祈願ミサ」には、

聖公会から約 70人の出席者があった。 

翌 6日(月)は、午前 8時から復活教会で原爆犠牲者追悼聖

餐式が、中村主教の司式、五十嵐正司九州教区主教の説教で

行われ、原爆で犠牲になった人たちと平和の実現のために祈

りを捧げた。出席者は約 70人であった。 

礼拝後、平和公園内の記念碑巡り・原爆資料館見学、逓信

病院・大本営跡地めぐりが復活教会信徒とピースボランティ

アのガイドで行われ、希望者はそれぞれに参加した。 

 

 第49回神戸教区中高生大会報告  

8月14日(火)～17日(金)、広島市似島臨海少年自然の家で

第49回中高生大会が開催された。今回の大会長は広島復活

教会の小林和真くんで、中高生約40人、キャンプ･サーバ

ー、教役者30人など約70人が集まった。 

今大会のテーマは『えがお』で、朝夕の礼拝・聖餐式を

はじめ、中村主教の礼拝説教、講話による学び、学年別デ

ィスカッションやキャンプファイヤー、班別スタンツなど

参加者は信仰と交わり、親睦を深めながら、3泊4日の楽し

い共同生活を過ごした。天候に恵まれ、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。 

今回も昨年と同じく、大震災被災地の東北教区から2名

の中高生と引率者1名を招待し、他教区の中高生との交わ

りを深めることができた。 

来年の大会長には、姫路顕栄教会の芳我直美さんが決定

し、すでに次回大会に向けて歩みだしている。  

 

収穫感謝献金の申請 

自給基金果実(収穫感謝献金)による補助を希望する 

教会は、９月２０日（木）までに申請してください。 

 

     代祷をお願いします      
＊神戸教区聖職按手式  

執事に叙任される 

ポール・マイケル・トルハースト 聖職候補生 

日時：2012年９月22日(土)秋期聖職按手節 

午前10時30分 

式場：神戸教区聖ミカエル大聖堂 

 

＊中部教区聖職按手式  

執事に叙任される 

フランシス 江夏一彰 聖職候補生 

日時：2012年９月22日(土)秋期聖職按手節 

午前10時30分 

式場：中部教区軽井沢ショー記念礼拝堂 

 召命黙想会報告  

8月21日（火）～23日（木）、宝塚・黙想の家で、講師

に岡野保信司祭(横浜教区)を迎え、2年ぶりに行われた。

参加者は、トルハースト聖職候補生、池澤聖職候補生、杉

野神学生、浪花神学生、歳實神学生と芳我司祭およびMtS

からジョンバーグ司祭とオリビエ司祭の計8名であった。 

今回の参加者は、神学生が中心となった。MtS関係から3名

の参加があったの初めてである。 

 

 教区事務所から   

１．2012年度堅信50年該当者の報告 

1962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、10月15日(月)までにご報告ください。 

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。

近日中に、訂正版の「教役者給与・保険料・所得税一覧」

と「各教会別拠出金月額表」をお送りします。教会会計に

もお渡しください。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ください。 

特に、納付金をご送金くださるときには、ご確認をお願い

します。 

３．教役者共済の治療費の申請 

 毎月1日から月末までに医療機関から発行された領収書

を添付して、翌月の15日までに、教区事務所の厚生部

長に請求してください。期日厳守をお願いします。 

 

９月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 日時：９月６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   パウロ上  原  信  幸  

✠ 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) 


