
 

1 

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 ６ 年 １０ 月 号   

 

 

 

１日（土）13:00 宣教委員会  ＜教区会館＞      

２日（日）10:30 高松聖ヤコブ教会巡錫 ＜高松＞ 

５日（水）10:30 ナザレ修女会会友会            ＜大聖堂＞ 

６日（木） 9:40 ミカエル保育園礼拝             ＜神戸＞ 

10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式     ＜大聖堂＞ 

16:00 外キ協議会                ＜大阪＞ 

９日（日）10:30 富岡キリスト教会巡錫           ＜富岡＞ 

１１日（火）18:00 聖ミカエル国際学校理事会 ＜神戸＞ 

１２日（水）９:30 松蔭おかもと保育園礼拝 ＜神戸＞ 

      15:00 常置委員会                ＜教区会館＞ 

    １３日（木）14:00 伝道区長会                ＜教区会館＞ 

１５日（土）15:00 山陰伝道区修養会             ＜鳥取＞ 

１６日（日）10:30 鳥取聖ルカ教会 ＜鳥取＞ 

２１日（金）17:00 松蔭女子学院常務理事会           ＜神戸＞ 

２２日（土）11:00 神学生後援会               ＜教区会館＞ 

２３日（日）10:30 姫路顕栄教会巡錫             ＜姫路＞      

３０日（日）10:30 福山諸聖徒教会巡錫            ＜福山＞ 

３１日（月）19:00 ＭｔＳ 理事会                ＜神戸＞ 

 
 

 

１日（土）11:00 資産運用委員会 ＜教区会館＞ 

     13:00 宣教委員会                ＜教区会館＞ 

６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（土）11:00 財政委員会                ＜岡山＞ 

     12:00 140年誌編集会議 ＜教区会館＞ 

１２日（水）15:00 常置委員会                ＜教区会館＞ 

１３日（木）14:00  伝道区長会議 ＜教区会館＞ 

２２日（土）11:00 神学生後援会                ＜教区会館＞ 

 

 

 

 事務所会議報告(抜粋)   

日時：2016年 9月 9日(金)18:00～21:30 

場所：教区会館会議室 

決議事項 

１．宣教部・社会部・広報部・総務部・厚生部の各

部の活動報告及び主事報告を承認する。 

２．財務部報告 2017 年一般会計予算案・特別会計

予算案・拠出金配分案・牧会資金援助金・ 

 

 

 

2015 年決算報告・2015 年余剰金処分案を承認

する。 

３．神のおとずれ 12 月号（ｸﾘｽﾏｽ用ｶﾗｰ）は、昨年

と同様に関係学校・幼稚園・保育園等、未信徒

への配布を意識した内容とする。 

４．2016 年の収穫感謝献金の奉献先を徳山聖マリ

ヤ教会とする。但し、収穫感謝献金に自給基金

残高を足しても希望額 300 万円に届かない場合

は可能な範囲内で奉献する。尚、申請は 1 年単

位とし、来年度分は 2017年に別途募集する。 

 

教 区 主 教 動 静 

教  区  等 行 事 
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 常置委員会報告(抜粋)   

日時：2016年 9月 14日（水）15：00～17：00 

場所：教区会館会議室 

決議事項 

１. 教区事務所一般報告・主事報告・事務所会議

報告を承認した。また、財務部から提出され

た財務関連議案を教区会に提出することを承

認した。 

２.祭壇南北窓のステンドグラスの設置は主教報告

の通り実施する事が適当である旨答申した。 

３.主教顕彰・オルガン奉献ﾌﾟﾚｰﾄを製作する事を 

承認した。 

４.U-26全国大会へ参加する費用の半額を補助す

ることを承認した。 

５.福山諸聖徒教会からから提出された基本財産変 

更(牧師館の解体)を承認した。 

 

 ＊ 次回常置委員会 10月12日(水)15:00～ 

 

 

 宣教１４０周年記念ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｺﾝｻｰﾄ  

♪天使からの贈り物♪ 

１１月１９日（土）開演 15：00～ 

場所：神戸聖ミカエル大聖堂 

演奏：松原 晴美（桃山学院大学ｵﾙｶﾞﾆｽﾄ）  

聖歌伴奏：伊藤 純子(神戸聖ミカエル大聖堂ｵﾙｶﾞﾆｽﾄ) 

入場無料：自由席 /先着２５０名 

曲目：Ｊ.Ｓバッハ/前奏曲とフーガ 変ホ長調「聖アン」 

Ｊ.ラングレー/神への感謝の祈りの歌「Te Deum」 

Ｅ.ジグー/ノエルによるラプソディ 他 

 教区事務所から   

① 今年度の教区自給基金果実（収穫感謝献金） 

は徳山聖マリヤ教会に捧げる事になりました。

礼拝堂増築・会館教職舎新築に要する費用総額

4400万円のうち今年度は300万円の補助を申請

されています。まもなく 献金の案内をお送り

いたしますので礼拝でお捧げ頂いた後 各教会

で集約していただき１１月２３日の教区会まで

にお捧げ願います。 

 

② 2016年度堅信50年該当者の報告 

「2016年度堅信50年該当者」の報告の期限は10月 

15日(土)です。宜しくお願いいたします。 

尚、該当者がいない場合もその旨をご連絡願い

ます。 

 

☆神戸教区宣教140周年記念礼拝☆ 

神戸教区宣教140周年記念礼拝は9月22日(木)神戸

聖ミカエル大聖堂で開催され神戸教区内外から

500人をはるかに超える大勢の人々で溢れました。

礼拝は井原さんのパイプオルガンで始まり 聖ミ

カエル国際学校・松蔭中高・大聖堂の聖歌隊も参

加して聖堂内は賛美と感謝の歌声で満ち溢れまし

た。中村主教の宣教140年記念説教の頃には聖堂

内に入りきれない人々が地下ホールの中継画像を

通じて礼拝に参加しました。そして最後に内海佳

子さんのマリンバ演奏とマキ＆リリーよるミニコ

ンサートでと記念撮影であっという間に２時間半

が過ぎていました。礼拝終了後は青年たちが早朝

から準備した焼きそばと保育園の先生方のカレー

ライス。熊本ボランティア報告・大天使ミカエル

の羽も加わって大いに盛り上がりました。 

 

＊記念品「ﾐｽ･ﾘｰ書簡本」は後ほど神戸教区全信

徒・家庭に１冊づつ教会を通じてお届けいたし

ます。 

＊記念礼拝の始まる前に聖堂内スクリーンに映し

出しました各教会の宣教報告は 後日 冊子に

してみなさんにお届けいたします。 

10 月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

日時  10 月 6 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  原田  佳城司祭  
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✠ １０月の逝去教役者 ✠ 

宣教師 ｷｬｻﾘﾝ M. シェパ－ド 

伝道師 ヨハンナ 三浦すみ枝 

伝道師      南岡 七重 

司 祭 ミカエル 津田 昌男 

司 祭      牛島惣太郎 

司 祭 ノア K. チョウ 

司 祭 ヨハネ  坂下 内匠  

執 事 オ－エン 國弘 文吾  

宣教師 ヒルダ S. ジャクソン 

主 教 ミカエル 八代 斌助 

司 祭      永野武二郎 

司 祭 パウロ  河合 良隆 

執 事 アントニオ  嶋田 克己 

司 祭 ハロルド マクシェリー 

主 教 ペテロ  松井米太郎 

主 教サミュエル ヘ－ズレット 

伝道師      三浦 光子 

司 祭 ｵ-ｶﾞｽﾁﾝ  岡上 典夫 

司 祭 ペテロ  横田 久明 

宣教師 レオノア E. リ－ 

司 祭      藤本 与喜 

司 祭 ルカ   加藤 泰秀 

司 祭 バルナバ 長門一二三 
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