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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 ７ 年 ２ 月 号   

 

 

 

４日（土）11:00 ハラスメント対策委員会 ＜教区会館＞ 

５日（日）10:30 神戸聖ミカエル教会 ＜大聖堂＞ 

６日（月）10:00 神戸バイブルハウス常務理事会 ＜神戸＞ 

     ７日（火）12:00 高山右近列福式 ＜大阪＞ 

          18:00 八代学院理事会             ＜神戸＞ 

     ９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（日）10:30  神戸聖ミカエル教会 ＜大聖堂＞ 

１５日（水）10:30 八千代修女 逝去記念式        ＜大聖堂＞ 

１６日（木）15:30 伝道区長会議              ＜教区会館＞ 

１９日（日）10:30 神戸聖ミカエル教会           ＜大聖堂＞ 

２０日（月）16:00 外キ協                 ＜大阪＞ 

２１日 (火）～２３日（木） 主教会             ＜教区会館＞ 

２３日（木）15:00 常置委員会               ＜教区会館＞ 

２６日 (日) 10:30 神戸聖ミカエル教会            ＜大聖堂＞ 

      13:30 神学生後援会幹事会             ＜教区会館＞ 

  

 

 

 ４日（土）11:00 ハラスメント対策委員会  ＜教区会館＞ 

９日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式    ＜大聖堂＞ 

１５日（水）13:00 社会部会                ＜岡山＞ 

１６日（木）15:30 伝道区区長会              ＜教区会館＞ 

２３日（木）15:00 常置委員会               ＜教区会館＞ 

２６日（日）13:30 神学生後援会幹事会 ＜教区会館＞ 

 

  １  

日 時：2017年 1月 1３日(金)18：00～20：00   

Ⅰ、報告事項（2017年度の各部の方針） 

 １、総務部：教会規則の変更をサポートする。 

２、 広報部：継続神のおとずれを発行する 

３、 厚生部：健康診断の推進 

４、 宣教部：中高生大会を 8 月 15 日～18 日 

南光自然観察（兵庫県佐用町）で開催す

る。（大会本部：姫路顕栄教会） 

青年交流会も実施すべく検討中 

５、社会部 

①性的少数者の人権にかかわる啓発活動 

教役者を対象としたハラスメント研修 

 

②教役者を対象としたハラスメント研修 

③防災学習会（聖職＆信徒を対象） 

6、財務部 

現在 教役者各教役者・教会に依存している地方

税を教区事務所で一括して納税出来るか否かを検

討する。 

Ⅱ、決議事項 

１、各部の報告を承認する。 

２、遠藤洋介聖職候補生を宣教部員に、難波美

智子姉を社会部員にそれぞれ加える事を承

認する。 

次回 4月２１日（金）18：00 
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日時：2017年１月 19日（木）15:00～17:00 

Ⅰ．報告事項 

１．教区事務所業務報告 

２．第 1回事務所会議報告 

３．宣教委員会報告 

４．ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ予算申請 

５．財務部報告 

６. 主教報告 

Ⅱ 決議事項 

１．諸報告を承認した。 

２. ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ予算申請を承認した。 

  当活動の今後の進め方について三教区協働協議

会の検討課題とする。 

３.第８４(定期)教区会議事録署名人を小南・大東

(康)両常置委員とする。 

次回は 2月 23日（木）15：00 

 

   
 

1 ２０１６年度末教区統計表 

 未提出の教会は、急ぎ送付願います。 

メールに添付してお送り願います。 

提出期限は１月３１日です。。  

２．２０１７年度教会委員・信徒代議員の当選届 

未提出の教会は、至急、教区事務所までお送りく

ださい。 

3．２０１６年度 収穫感謝献金報告 

先月報告以後 若干の追加献金があり最終的に下

記金額となりました。 

  １２月末日現在献金額 １,４２８，１７０円でし

た。これに教区自給基金果実資金より約５７万円

補填して，２００万円を徳山聖マリヤ教会にお送

りいたしました。 

4．２０１７年度 神戸教区諸役員表 

 1月１３日付の教区書委員表をお送りいたします。 

5、神学生後援会2017年度新規会員募集 

 ＊教区神学生の支援をお願いいたします。 

 後援年会費 １口 1,000円×３口以上 

お送りいたしました申し込み用紙にご記入の上, 

各教会の神学生後援会世話人の方にお申し込み下

さい。 

６、聖職按手式・中村主教退職感謝礼拝 

   ３月２５日（土）午前10時30分～ 

   神戸聖ミカエル大聖堂 

  ＊式後地下ホールでお祝い・感謝の集いを行い

ます。 

７、第８６回臨時教区会 

   ３月４日（土）午前１１時～午後５時 

   神戸聖ミカエル大聖堂 

  ＊まもなく教区会書記より代議員に招集状をお

送りいたします。 

８、中村主教退職募金のお願い 

  ３月末をもって定年退職されます中村主教さま 

へ感謝の思いを込めて募金をお願いいたします。

各教会で取りまとめて頂き３月１７日までに教

区へ送金をお願いいたします。 

  日本聖公会神戸教区 中村主教退職感謝献金 

振替口座 01100-9-17568  

９、広瀬基督教会建築献金のお願い 

老朽化した広瀬基督教会の再建のため礼拝堂建

築献金をお願いいたします。  

 目標：４２３万円 

 期間：2017年１月１日～１２月末まで 

日本聖公会神戸教区 広瀬基督教会建築献金 

振替口座 01100-9-17568  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月教区関係教役者逝去者記念聖餐式  

 日時  ２月９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 :瀬山公一司祭  

✠２月の逝去教役者✠ 

3日 

5日 

5日 

5日 

6日 

 7日 

11日 

12日 

12日 

13日 

16日 

17日 

20日 

23日 

不明日 

司 祭  ハリー ウッドワード 

司 祭 バ－クレイ バックストン 

司 祭 ヤコブ  牧野與三郎 

主 教 モ－セ  村尾 昇一 

司 祭      竹内 宗六 

宣教師  ホノリア ウォージントン 

司  祭 ヨハネ  中道 政市 

伝道師      小南 アサ 

伝道師      高木 ぬひ 

宣教師 ﾌﾛ-ﾚﾝｽ  ファギル 

司 祭 ジョ－ジﾞ ブライドル 

司 祭 ジョ－ジﾞ ポ－ル 

司 祭 ヨセフ  田中 愛次 

伝道師      西村 ひろ 

宣教師 アリス   パ－カ－  

(1947 年) 

(1946 年) 

(1943 年) 

(1965 年) 

(1947 年) 

(1944 年) 

(1968 年) 

(1962 年) 

(1992 年) 

(1945 年) 

(1945 年) 

(1929 年) 

(1995 年) 

(1939 年) 

(1953 年) 
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