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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 兼 FAX(078) 221-7515  

事   務   所   だ   よ   り 

２ ０ １ ７ 年 １１ 月 号   

 

 

 

２日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式         ＜大聖堂＞ 

３日（金）10:00 神戸聖ミカエル教会バザー         ＜聖ミカエル教会＞ 

５日 (日) 10:30  神戸聖ミカエル教会巡回           ＜聖ミカエル教会＞ 

８日(水)～１０日（金）海員宣教研修             ＜神戸ＭtＳ＞ 

９日（木）15:00 常置委員会   ＜教区会館＞ 

１１日（土）16:00 ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｺﾝｻｰﾄ ＜大聖堂＞ 

１２日（日）10:30 徳島聖テモテ教会巡回           ＜徳島＞  

１５日（水）15:00 伝道区長会議               ＜教区会館＞ 

１７日 (金)～１８日（土）管区礼拝音楽担当者研修会 ＜大聖堂＞ 

１９日（日）10:30 姫路顕栄教会巡回             ＜姫路＞ 

２３日（木） 8:00 第(８７)定期教区会             ＜大聖堂＞ 

  17:00 第1回常置委員会               ＜大聖堂＞ 

２５日（土）17:00 唱詠夕の礼拝 ＜大聖堂＞ 

２６日（日）10:30 呉信愛教会巡回 ＜呉＞       

２９日（水）18:00 東北教区主教按手式歓迎会         ＜仙台＞ 

３０日（木）13:00 東北教区主教按手式            ＜仙台基督教会＞ 
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 第 1５回常置委員会報告（抜粋） 

日時：2017年 10月 3日(火)16：00～18：00 

決議事項 

１．以下の諸報告を承認する 

１）教区事務所一般報告 

２）2018年一般会計予算案を教区会議案とする 

３）主教就任準備委員会報告 

４）宣教委員会報告 

５）資産運用委員会報告 

６）明石聖マリア・ﾏｸﾞダレン教会と福山諸聖徒 

教会の基本財産変更（利用）の件を教区会議 

案とする。 

 第 1６回常置委員会報告（抜粋） 

日時：2017年 10月 18日(木)17：00～19：00 

決議事項 

１．以下の諸報告を承認する 

１）神学塾運営委員会報告 

２）宣教 140年史編纂委員会報告 
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３）一般会計（2017年）途中経過報告 

４）神戸フェローシップからの献金を広瀬基督教

会建築募金に繰り入れる 

５）財務部で教区基金の運用リスクに備える 

✠東北教区主教に按手される 

 ヨハネ吉田雅人司祭のため 

 
日時：２０１７年１１月３０日 １３：００～ 
場所：日本聖公会東北教区主教座聖堂 

（仙台基督教会） 
 司式：首座主教 植 松 誠  師父 
説教：横浜教区主教 三鍋 裕 師父 
 
主にある神戸教区に属する全ての信徒・聖職の皆

さまの代祷をお願いいたします。 

 

代祷をお願いします 

 ◎ 各教区の教区会のため  

 ＊11月22日（水）～２３日（木・祝）    
  横浜 教区  第 78 (定期) 教区会 
  九州 教区  第112 (定期) 教区会   
  沖縄 教区  第 66 (定期) 教区会 
 ＊11月２3日(木･祝)        

北海道教区  第 76 (定期) 教区会 
  北関東教区  第 84 (定期) 教区会 
  東京 教区  第129 (定期) 教区会 
  中部 教区  第 89（定期）教区会 
  京都 教区  第112 (定期) 教区会 
  大阪 教区  第119 (定期) 教区会    

    ＜収穫感謝献金のお願い＞ 

徳山聖マリヤ教会のため目標２００万円 

徳山聖マリヤ教会の礼拝堂増築、会館・牧師館の改 

築のためにお捧げ願います。総工事費4,400万円の 

うちこれまで皆様のご支援をいただきましたが不足 

分の内２００万円を教区の皆さまの支援を再度お願 

いする次第です。１１月２２日までに教会にお捧げ 

頂き２３日の教区会でお捧げ頂くか、教区事務所宛 

て送金をお願いいたします。 

 

＜広瀬基督教会礼拝堂建築献金のお願い＞ 

継続して ３月に再建した広瀬基督教会の拝堂建築

献金をお願いいたします。  

   目標：４２３万円（10月末現在175万円） 

 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  

 

 教区事務所からのお知らせ   

① 神戸教区(第87回)定期 教区会 

11月23日(木）午前８時 聖ﾐｶｴﾙ大聖堂 

10月31日に教役者議員・信徒代議員宛てに教区 

会報告・議案書が発送いたしました。報告内容を 

お目通しの上、教区会にお臨み願います。 

＊尚、当日は「教区会信徒代議員資格証明書」を

お忘れなく持参願います。 

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。 

③人権活動を支える主日のため 

１１月最後の主日は全ての人権活動の働きを覚え

て祈る日です。１1月２６日の信施金をお捧げ下

さい。送金先は管区事務所です。 

④神戸教区宣教１４０年史 

 神戸教区宣教140年を記念して神戸教区初の教区

年史が発刊されました。 

 神戸教区の信徒（堅信受領者）全員に1冊ずつ 

配布する予定です。 

⑤教役者給与の教区から一括振込 

 来年度から一部の教会を除いて、教役者の給与を 

教区事務所から一括して送金するべく準備を進め

ています。 後日 ご説明資料を各教会会計さん

宛てお送りいたします。 

 

11 月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 日時  11 月２日（木）午前１０時半  

 場所  神戸聖ミカエル大聖堂  

 司式  小林尚明主教  説教  浪花朋久司祭  

✠ 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) 

＊次月レクイエムは１２月７日（木）です。 


