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１日（金）10:30 諸聖徒日聖餐式             ＜大聖堂＞ 

２日（土）10:30 諸魂日聖餐式   ＜大聖堂＞ 

３日（日）10:30 広島復活教会巡錫 ＜広島＞ 

４日（月）10:30 大阪教区成立90年記念礼拝 ＜大阪＞ 

５日（火）17:30 松蔭女子学院理事会 ＜神戸＞ 

     19:00 ライ主教歓迎夕食会 ＜神戸＞ 

７日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式 ＜大聖堂＞ 

８日（金）10:30 八代学院創立50年記念礼拝 ＜附属高校＞ 

１０日（日）10:30 徳島聖テモテ教会・鳴門聖パウロ教会巡錫 ＜徳島＞ 

１１日（月）10:00 神戸バイブルハウス常任理事会 ＜神戸＞ 

１２日（火）17:00 常置委員会 ＜教区会館＞ 

１３日（水）18:00 聖ミカエル国際学校財務委員会 ＜神戸＞ 

１４日（木）18:00 管区年金委員会 ＜東京＞ 

１７日（日）10:30 下関聖フランシス・ザビエル教会巡錫 ＜下関＞ 

２３日（土） 8:00 神戸教区第81定期教区会 ＜大聖堂＞ 

２４日（日）10:30 神戸聖ミカエル教会  ＜大聖堂＞ 

２５日（月）11:00 松蔭中学高校評価会   ＜神戸＞   

２６日（火）17:00 管区常議委員会 ＜東京＞ 

３０日（土）10:30 使徒聖アンデレ日聖餐式 ＜大聖堂＞ 
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７日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式 ＜大聖堂＞ 

    １２日（火）17:00 常置委員会 ＜教区会館＞ 

２３日（土） 8:00 神戸教区第81定期教区会 ＜大聖堂＞

 

 第 11回常置委員会報告（抜粋） 

日時：2013年 9月 30日(月)17：00～１9：30 

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 2013 年７月分、8

月分・納付金状況報告。 

３）第 2回財政委員会報告。 

２．教区事務所財務部作成の財務部関係議案を教区

会に提出することを承認。 

３．教区事務所総務部作成の教区事務所規定改正 

（社会部新設）を教区会に提出することを承認する。 

４．退職教役者補助事業細則改正案を承認する。 

５．収穫感謝献金奉献先を岡山聖オーガスチン教会 

とし、期間を 2013年・2014年、募金目標額は各 

年度 300万円とすることを承認する。 

６．歴史編纂委員会作成の、歴史編纂委員会規則

（案）を承認し、教区会に提出する。 

７．岡山聖オーガスチン教会から要請の基本財産変

更（処分、取得）を承認し、教区会に提出する。 

８．日本聖公会神戸教区に日本聖公会鳥取聖ルカ教

会、日本聖公会松山聖アンデレ教会、日本聖公会 

 大洲聖公会を吸収合併することについて、9 月 4

日付けで所轄官庁（文化庁）の認証を受けた（9

月 17 日付けで合併認証書を受取）、2 週間以内

に神戸教区は合併登記を、３教会については 3 週

間以内に宗教法人としての解散登記を行う。 

９．故佳知晃子姉から 500 万円の感謝献金を受け取

り、納骨堂南北の窓にステンドグラスを設置する

ため約 150 万～200 万円を用いる。残金は、2016  
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年の、神戸教区宣教 140 年記念式典に際し、教区

史やミス・リー書簡などの発行及び式典費用（含

次期主教按手式）の一部に充当する。 

９．佳知晃子遺贈財産処分及び、処分財産使用目的

の件 

  兵庫県宝塚市宝梅 2丁目 2番地１の「ステイツ 

逆瀬川・宝梅のマンション」を 1,900万円で売却 

したが、所有権移転費用、仲介手数料、および主 

教館の所有権移転登記諸費用を支払った結果、 

残額は 17,658,001円であった。 

  慎重審議の結果、17,658,001円のうち、 

1,700 万円を佳知基金（教区施設維持基金）とし、 

658,001 円は、教区設備維持管理資金に充当する

ことを満場一致で可決した。 

 

 第 12回常置委員会報告（抜粋） 

日時：2013年 10月 15日(火)17：00～１9：30 

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 2013 年９月分及び 1

～９月累計報告・納付金状況報告。 

３）各委員会報告 

４）日本聖公会神戸教区に鳥取聖ルカ教会、松山聖 

アンデレ教会、大洲聖公会の吸収合併登記を 10 

月 1日付けで完了。鳥取聖ルカ教会、松山聖アン 

デレ教会、大洲聖公会は、宗教法人の解散登記を 

10月 4日付けで完了。10月 17日に教区は文化庁 

に合併届を提出し、３教会については所轄官庁で 

あるそれぞれの県庁に解散届を提出する。 

 

代祷をお願いします 

 ◎各教区の教区会のため  

 ＊11月２２日(金)～２３日(土･祝) 
  北海道教区  第 72 (定期)教区会 
  東北 教区  第 94 (定期)教区会 
    横浜 教区  第 73 (定期)教区会 
  九州 教区  第108 (定期)教区会   
  沖縄 教区  第 58 (定期)教区会 
 ＊11月２３日(土･祝)        
  北関東教区  第 80 (定期)教区会 
  東京 教区  第121 (定期)教区会 
  中部 教区  第 85 (定期)教区会 
  京都 教区  第108 (定期)教区会 
  大阪 教区  第110 (定期)教区会   
 ＊ 北海道教区聖職按手式  
  司祭に聖別叙任される 
   執事  サムエル 吉野 暁生 
  日時：11月４日(月) 午前10時30分 
  場所：北海道教区主教座聖堂 
 ＊ 大阪教区聖職按手式  

司祭に聖別叙任される 
   執事  クリストファー 奥村 貴充 
  日時：12月２日(月) 午前10時30分 
  場所：大阪教区聖贖主教会 

      

収穫感謝献金のお願い 

2013年・2014年の両年は、 
岡山聖オーガスチン教会のために 

600万円（2年間で）を目標に献げます。 

同教会は、バリアフリー化された牧師館・会館建築
費用4,000万円の内の補助として申請しています。 
皆様のご理解とご協力をお願いします。祈りの内に
お献げください。 
11月17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。 

人権活動を支える主日のため 
(11月最後の主日) 

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２４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  月次会計報告書の送付 

教区一般会計収支計算書・累計報告・納付金状

況報告などが事務の手違いで送られていなかっ

たことをお詫びします。今月からお送りします。 

②  「神のおとずれ」誌代 

購読料納入のお願いを同封しました。１１月末

までにお納めくださるようお願いします。 

 

11 月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 日時  11 月７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  芳我秀一司祭  

✠ 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 ﾚｲﾓﾝﾄﾞ・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) 

    


