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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 ３ 年 １２ 月 号   

 

 

 

１日（日）10:30 米子聖ニコラス教会巡錫・境復活教会巡錫     ＜米子＞ 

２日（月）10:00 神戸バイブルハウス理事会   ＜神戸＞ 

４日（水）10:30 教区制委員会 ＜教区会館＞ 

     15:30  八代学院理事会 ＜国際大＞ 

     17:30  宗教連盟懇親会 ＜神戸＞ 

５日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式 ＜大聖堂＞ 

     14:00  伝道区長会議 ＜教区会館＞     

６日（金）～７日(土) 管区財政担当者会 ＜東京＞ 

８日（日）10:30 松山聖アンデレ教会巡錫 ＜松山＞ 

１０日（火）10:00 高松聖ヤコブ幼稚園建築協議会 ＜高松＞ 

      18:00 聖ミカエル国際学校理事会 ＜神戸＞ 

１１日（水）17:00 聖ミカエル国際学校クリスマス ＜大聖堂＞ 

１３日（金）    神戸松蔭女子学院大学クリスマス ＜松蔭大＞ 

１４日（土）10:00 聖ミカエル保育園クリスマス ＜大聖堂＞ 

      12:00 神戸ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊｳｽ・ランチョンクリスマス ＜神戸＞ 

１５日（日）10:30 呉信愛教会巡錫 ＜呉＞ 

１９日（木）17:00 常置委員会 ＜教区会館＞ 

２０日（金）19:00  マリナーズセンター・クリスマスキャロル ＜神戸＞ 

２１日（土）16:00 パイプオルガン奉献記念クリスマス・コンサート ＜大聖堂＞ 

２２日（日）10:30 神戸聖ミカエル教会  ＜大聖堂＞ 

２４日（火）18:30 神戸聖ミカエル教会クリスマスイブ礼拝   ＜大聖堂＞  

２５日（水）10:30 神戸聖ミカエル教会降誕日礼拝・巡錫  ＜大聖堂＞        

２６日（木）10:30 聖ステパノ日聖餐式  ＜大聖堂＞ 

２７日（金）10:30 聖ヨハネ日聖餐式  ＜大聖堂＞ 

２８日（土）10:30 聖なる幼子の日聖餐式  ＜大聖堂＞ 

２９日（日）10:30 神戸聖ミカエル教会  ＜大聖堂＞ 

３０日（月）10:30 聖アンデレ日聖餐式  ＜大聖堂＞ 

          

６６  
 

５日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式 ＜大聖堂＞ 

14:00 伝道区長会議 ＜教区会館＞    

６日（金）10:30 神戸伝道区婦人会降臨節黙想会 ＜大聖堂＞ 

     18:00 八代学院教職員クリスマス礼拝 ＜大聖堂＞ 

６日（金）～７日(土) 管区財政担当者会 ＜東京＞ 

１９日（木）17:00 常置委員会 ＜教区会館＞ 

２０日（金）19:00  マリナーズセンター・クリスマスキャロル ＜神戸＞ 

２１日（土）16:00 パイプオルガン奉献記念クリスマス・コンサート ＜大聖堂＞

 

教 区 主 教 動 静 
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 第1回常置委員会報告（抜粋） 

日 時：2013年 11月 23日（土）17:00～17:20 
場 所：神戸聖ミカエル大聖堂地階会議室 
出席者：主教 中村 豊、司祭 芳我秀一、司祭 八代 

智、司祭 小林尚明、松田嘉彦、橋口 満、
大東康人     

Ⅰ．報告事項 
日本聖公会神戸教区第 81（定期）教区会で選出さ
れた常置委員は次の通り。 
 聖職 司祭 芳我秀一、司祭 八代智、司祭 小林

尚明 
      （補欠 司祭 原田佳城、司祭 角瀬克己）  
 信徒 松田嘉彦、橋口 満、大東康人、 
      （補欠 大東正人、土井禮子） 
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
通り決定した。 

  委員長 司祭 芳我秀一、書記 司祭 八代 智  
２．次回は、12月 19日（木）17:00          

 第81定期教区会報告  

11月23日(土)午前8時から神戸聖ミカエル大聖堂
で開催された。教役者議員24名中22名、信徒代議員
37名中34名が出席した。 
教区主教の開会演説後、諸報告が順調に進められ

た。昼食休憩中、招聘ｵｰｶﾞﾆｽﾄの井原由紀姉による
パイプオルガンの演奏が行われた。午後1時から議
案審議と採決が行われた後、常置委員および総会代
議員の選挙が行われた。選挙後、今年堅信50年を迎
えられた32名の方々を代表して水藤 創兄(下関)に
記念品が中村主教から贈呈され、同兄が謝辞を述べ
た。諸報告と提出された全議案はすべて承認、可決
された。 
選挙の結果および議場での主教による任命は次の通り。 

 
 常置委員   
聖職：司祭  芳我秀一、司祭 八代 智、司祭 小林尚明  
信徒：松田嘉彦、橋口 満、大東康人      

 
 総会代議員  
聖職：司祭  芳我秀一、司祭  上原信幸  
信徒：宮永好章、大東康人 

 
 伝道区長   
神 戸: 司祭 原田佳城    山 陰:  司祭  瀬山会治 
瀬戸内: 司祭  角瀬克己   徳  島:  司祭  瀬山公一 
広 島： 司祭 竹内 宗、 西四国: 司祭  柳本博人 

 
 中高生ﾁｬﾌﾟﾚﾝ   司祭 長田吉史  

補佐：聖職候補生  浪花朋久 
 
 青年交流会ﾁｬﾌﾟﾚﾝ   聖職候補生  杉野達也 
 
開会礼拝の信施金６５,１０７円は、フィリッピン災害救

援のために献げられた。一同で主の祈り、中村主教の祝

祷をもって、午後4時閉会した。 

 

 教区事務所から   

 
１．神学生冬季実習予定 
浪花朋久聖職候補生 徳島伝道区12/14(土)～29(日) 

指導司祭：瀬山公一司祭 
歳實勲神学生 姫路顕栄教会教会12/14(土)～21(土) 

      鳥取聖ルカ教会 12/22(日)～29(日) 
指導司祭：芳我秀一司祭 

遠藤洋介神学生 米子聖ﾆｺﾗｽ教会12/14(土)～29(日)            
指導司祭：瀬山会治司祭 

２．教区納付金、神のおとずれ誌代の納付は早目に 
 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。 

３．２０１３年末統計報告書  
締め切りは、1月末日です。出来るだけ、メール
に添付してお送りくだい。なお、郵送の場合は、
２部お送り下さい。 

４．２０１３年度神戸教区行事予定表 
作成にとりかかります。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。 

５．２０１３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(金)から2013年１月５日(日)まで､事
務・会計・宿泊などの業務一切を休みます。仕事
始めは、１月６日(月)です。 

 

     代祷をお願いします      
＊大阪教区聖職按手式  

日時：2013年１２月２日(月)10:30 

式場：大阪教区 聖贖主教会 

司祭に叙任される クリストファー 奥村 貴充 執事    

 

＊京都教区聖職按手式  

日時：2013年１２月１３日(金)10:30 

式場：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

執事に叙任される エレナ 古本 みさ 聖職候補生 

司祭に叙任される ヨハネ 荒木 太一 執事          

 

12 月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 12 月５日 (木 )神戸聖ミカエル大聖堂  

   司式  中村   豊  主教   

説教  與賀田光嗣  司祭   

 ２日 

 ２日 

 ５日 

 ５日 

14 日 

10 日 

10 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 

伝道師       武田 頼夫 

司 祭 パウロ   島田  信 

伝道師 パウロ   大石虎太郎       

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) 

(1932年) 

(1987年) 

(1927年) 

(1967年) 

(1926年) 

(1944年) 

(1945年) 

(1956年) 

(1953年) 

(1998年) 

(1978年) 

(1970年) 

(2008年) 

 


