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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 ５ 年 ９ 月 号   

 
 

 

 １日（火）    夏休み 

３日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式 ＜大聖堂＞ 

 ６日（日）10:30 神戸聖ミカエル教会 ＜大聖堂＞ 

 ７日（月）10:00 ＫＢＨ理事会              ＜神戸＞ 

 ９日（水）15:00 牧羊幼稚園 ＜明石＞ 

１１日（金）11:00  松蔭中高校関係評価会 ＜松蔭＞ 

１３日（日）10:30 富岡キリスト教会 ＜阿南市＞ 

        １６日 (水) 16:00  常置委員会               ＜教区会館＞ 

１８日（金）17:00 松蔭女子学院常務理事会 ＜松蔭＞ 

１９日（土）11:00 ハラスメント対策委員会         ＜教区会館＞ 

14:00 正義と平和委員会 講演会    ＜大聖堂＞ 

２０日（日）10:30 徳山聖マリア教会            ＜徳山＞ 

２２日（火）10:30 杉野司祭聖結婚式     ＜大聖堂＞ 

２４日（木）11:00 松蔭女子学院大学卒業式         ＜松蔭＞ 

      18:00 管区年金委員会             ＜管区事務所＞ 

２６日 (土) 17:00  教区唱詠夕の礼拝               ＜大聖堂＞ 

２７日 (日) 10:30 神戸聖ミカエル教会巡錫          ＜大聖堂＞ 

      16:00 外キ協30年記念礼拝           ＜大阪＞                           

２９日（火）～１０月１日（木）日本聖公会人権セミナー   ＜広島復活教会＞ 

 

 

 

３日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式 ＜大聖堂＞ 

１１日（金）18:00 教区事務所会議 ＜教区会館＞ 

１６日（水）16:00 常置委員会 ＜教区会館＞ 

１９日（土）11:00 ハラスメント対策委員会         ＜教区会館＞ 

14:00 管区・正義と平和委員会 講演会     ＜大聖堂＞       

２９日（火）10:00  社会部会  ＜広島復活教会＞ 

      13:00～１０月１日（木）日本聖公会人権セミナー ＜広島復活教会＞ 

 

 第3回教区事務所会議報告（抜粋）  

日時：2015年７月24日(金)18:00～20:00 

場所：教区会館会議室 

１、 報告事項 

１） 教区事務所業務報告 

２） 財務部報告  3)宣教部報告   4)広報部報告 

5) 社会部報告  6)厚生部報告 

２、 決議事項 

１） 各部報告承認 

２） 2014年度決算余剰金\2,827,115を教区積立金

\1,000,000と次年度繰越金\1,827,115とする。 

３） 財務部作成の2016年度一般会計予算案を承認する。 

＊次回は９月11日（金）18:00～ 

 広島平和礼拝2015報告  

初日の 8月５日は午前９時半からの「碑巡り」で

始まりました。昼食後、大屋美代子さん・山下未来

さん・中村主教のお話を聞き、参加者がグループに

分かれ、わかちあいの時を持ちました。 

その後平和公園へ移動。午後 5時半からカトリッ

クのみなさんと一緒に原爆供養塔前で祈りの集いを

持ち、「平和行進」で広島の街中の人々に平和のア

ピールを行いました。行進の後、午後７時からカト
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リック世界平和記念聖堂で「平和のための祈りの集

い」に参加して、１日目を終了しました。 

翌 6日は、朝 8時から復活教会で「広島原爆逝去

者記念聖餐式」を、中村教区主教の司式、武藤謙一

九州教区主教の説教、日本聖公会の全主教及び大韓

聖公会パウロ金根祥議長主教の臨席のもとで行われ、

原爆で犠牲になった方々のため、また私達が平和の

使者となれますように祷りました。信施金約

130,000 円は｢在韓被爆者渡日治療広島委員会｣に献

げられた。(広島復活教会メール週報 8月 9日号よ

り抜粋) 

 第52回中高生大会報告  

8月1１日(火)～1４日(金)、岡山県の啓明学院前

島キャンプで開催された。大会会長は神戸聖ヨハネ

教会の藤井漱之介君、テーマは「宝さがし」。講師

の敬和学園の野間光顕先生は『命』という宝につい

て熱く説かれました。大自然の中、恒例の肝試しを

はじめ さまざまなプログラムを通じて、集まった

若者すべてが一つになることが出来ました。 

今年は、横浜教区からも参加者が与えられ、中高

生・キャンプサーバー・教役者をあわせて約170名

の出席者でした。 

次回は、徳島聖テモテ教会の松崎二千奈さんが会

長となり、来年に向けて準備を始めています。 

 

＊信徒向け黙想会ご案内＊ 

目的：ゆったりとした時間で想の初歩から学べま

す。 

講師：イエズス会 塩谷恵策神父 

日程：2015年１０月１３日（火）～２０日（火） 

会場：イエズス会聖ヨハネ修道院（広島安佐南） 

募集人数：３名 

世話役：広島復活教会 小林尚明 司祭 

 教区事務所から  

１．2015年度堅信50年該当者の報告   

1965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(木)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）が変わります。 

例年９月に社会保険料（厚生年金保険料）が改訂さ

れます。改定版の「教役者給与・保険料・所得税一

覧」と「各教会別拠出金月額表」を別途お送りしま

す。９月度からの給与と拠出金額の変更をご確認く

ださい。 

３、健康保険「限度額適用認定書」 

 手術等で高額な医療費（おおむね月額5万円以上）が

予測されるとき、あらかじめ「限度額認定書」を取得

されることをお勧めします。＜詳細は 兵庫県社会保険

協会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hyougo-shahokyo.or.jp/ 

をご覧下さい。＞ 

     戦後７０年 平和祈念講演会 

     いま、平和が危ない！ 

講師：池住 義憲さん 

日時：2015年９月19日(土) 午後２時～ 

場所：神戸聖ミカエル大聖堂地下ホール  

主催：日本聖公会 正義と平和委員会   

 

     日本聖公会人権セミナー 

 ﾃｰﾏ；ヒロシマと人権～「主の平和」 

の実現のために～ 

日時：2015年９月29日(火)～10月１日（木） 

場所：広島復活教会 

主催：管区人権問題担当者 

神戸教区人権セミナー実行委員会   

 

９月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 日時：９月３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  マルコ   藤  井  尚人  

✠ 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) 

パイプオルガン奉献２周年記念コンサート 

  （収益の一部をネパール大震災に捧げます） 

 

日 時：１０月３１日（土）午後３時開演 

場 所：神戸聖ミカエル大聖堂 

ﾁｹｯﾄ料：1,000円(前売り) 1,500円（当日券） 

演 奏 

パイプオルガン 井原 由紀（教区招聘ｵﾙｶﾞﾆｽﾄ） 

ソプラノ       喜 多 ゆ り（教区聖歌隊指導者） 


