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２日（日）10:30 米子聖ニコラス教会巡回 ＜米子＞ 

         廣瀬基督教会巡回 ＜広瀬＞ 

５日（水）17:00 神戸国際大学クリスマス礼拝  ＜神戸国際大＞ 

６日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式 ＜大聖堂＞ 

７日（金）10:40  神戸松蔭女子学院大クリスマス礼拝 ＜松蔭大＞ 

      16:00  外国人との共生を目指す関西キリスト教代表者会＜カトリック玉造＞ 

１０日（月）13:30 主教会タスクフォース ＜管区事務所＞ 

１１日（火）15:00 第2回常置委員会               ＜教区会館＞ 

１２日（水） 9:00 聖ミカエル国際学校クリスマス会       ＜神戸＞ 

18:15 八代学院クリスマス礼拝・理事長就任式 ＜神戸＞ 

１４日（金）10:30 立教英国学院在日理事会           ＜立教大学＞ 

      18:45 神戸市民クリスマス             ＜大聖堂＞ 

１６日（日）10:30 下関聖フランシス・ザビエル教会巡回     ＜下関＞ 

１７日（月） 9:30  神戸市との行政交渉（外キ協）        ＜神戸市庁舎＞ 

２５日（火）00:00 神戸聖ミカエル教会降誕日礼拝  ＜大聖堂＞ 

      10:30 神戸聖ミカエル教会降誕日礼拝  ＜大聖堂＞ 

 １月 ６日（日）10:30 姫路顕栄教会牧師就任式           ＜姫路＞ 

 

 

 

６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（火）15:00 第2回 常置委員会             ＜教区会館＞ 

 

 第88定期教区会報告  

11月23日(金)午前９時から、神戸聖ミカエル大聖

堂で開催された。例年８時開始であったが、教区内

遠方からの方々のために開始時間を１時間遅くした。 

聖餐式後に教区主教の開会演説で教区会が開始され、

諸手続きの後、各部・委員会の諸報告がなされた。 

昼食時に収穫感謝献金奉献先の広瀬基督教会と、

牧師館改修工事を行った徳島インマヌエル教会の牧

師、信徒代議員より感謝の辞が述べられた。 

昼食後、午後２時までの予定で教区ハラスメント

委員会・社会部共催による教区講演会が開かれた。

テーマは「震災と私」、講師は中村 香氏。阪神大

震災の経験から熊本地震ボランティアに参加、その

まま現在熊本にて解体業に従事されている体験など

から女性の活躍できる場の可能性などを話された。 

講演後、午後３時前までに順調に審議が進み、全 

ての報告と提出された13の議案が承認・可決された。 

 

 

休憩時間に、昼食などのご奉仕をしてくださった 

神戸伝道区の婦人会の方々への感謝決議がなされ、

常置委員長の芳我秀一司祭より感謝の辞が述べられた。

続いて来年３月で定年退職をされる角瀬克己司祭へ

の感謝決議がなされ、坪井 智司祭より感謝の辞が

述べられ、その後、角瀬司祭よりの挨拶があった。

また教区主教より堅信50年顕彰の記念品贈呈があり、

顕彰者を代表して橋口 滿信徒代議員が受領された。 

その後、選挙に移り、選挙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 小南 晃、司祭 瀬山会治  

信徒：宮永好章、大東康人、覚前康子   
 
 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  平野一郎  徳  島: 司祭 芳我秀一 

広 島：司祭 竹内 宗  西四国: 司祭  林 和広 

 

教 区 主 教 動 静 
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教  区  等 行 事 



 教区婦人会ﾁｬﾌﾟﾚﾝ   司祭 上原 信幸 

 中高生ﾁｬﾌﾟﾚﾝ      司祭 長田 吉史  

 中高生ﾁｬﾌﾟﾚﾝ補  聖職候補生 永野 拓也  

 青年交流会ﾁｬﾌﾟﾚﾝ    司祭  杉野 達也 
 
開会礼拝の信施金 51,000円は、広瀬基督教会の建築

のため捧げられた。最後に、一同で主の祈り、小林主

教の祝祷をもって、午後４時閉会した。 
 

第１回常置委員会報告(抜粋) 

日 時：2017年 11月 23日（金）16:10～18:00 
場 所：神戸教区事務所 
出席者：主教 小林 尚明、司祭 芳我 秀一、 

司祭 小南 晃、司祭 瀬山 会治、 
宮永 好章、 大東 康人、覚前 康子     

Ⅰ．報告事項 
日本聖公会神戸教区第 88（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、司祭小南 晃、司祭瀬山会治 
   （補欠  司祭 瀬山 公一 、 司祭 八代 智） 
 信徒 宮永好章、大東康人、覚前康子 
    （補欠 橋口 満、 深田丈二） 
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 瀬山会治 
２．2019年 1月 14日に行われるフランシスコ・ザビエル 

高橋宏幸師の東京教区主教按手式・主任式に教 
区代表として司祭瀬山会治が参列する。 

３．ルカ宮田裕三神学生を 11月 23日付で聖職候補 
生に認可する。 

４．第 88回定期教区会議事録署名人を芳我秀一司 
祭と覚前康子姉とする。 
次回は、12月 11日（火）15:00～  

 

 教区事務所から   
 
１．聖職候補生冬季実習予定 
☆宮田裕三聖職候補生 
 米子聖ニコラス教会及び山陰伝道区内教会 

12/15(土)～27(木) 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。納付金や神の
おとずれ誌代 主教巡回献金のご送金は月末にな
らないよう、お早目にお願いします。 

３．２０１８年末統計報告書  
締め切りは、１月３１日です。メールにデータを
添付してお送り頂きますようお願いいたします。 
＊ご記入に際して注意書きをよくお読みいただき 
 正しくご記入頂きますようお願い申し上げます。 

４．教区事務所の年末年始休業日 
 12月28日(金)～2019年１月６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７日(月)です。 

５．教区会代議員・教会委員 選挙結果報告 
各教会の教会委員・教区会代議員の選挙結果をご
連絡願います。 

６. 堅信５０年 
堅信５０年を顕彰して神戸教区のマークと洗礼名
が記された皮製の限定キーホルダーを記念品とし
てお渡しします。今年度は27名の方に贈られます。
どうぞお受け取り下さい。 

 
聖職候補生認可書 

 
ルカ 宮田 裕三 
日本聖公会聖職候補生に認可する。 
 
救主降生2018年11月23日 
 

日本聖公会神戸教区主教 
主教 ｵｰｶﾞｽﾁﾝﾝ 小林 尚明 

 
 

✠東京教区主教に按手される 
 

フランンシスコ・ザビエル 高橋 宏幸 司祭のため 
 
日時：２０１９年１月１４日(月・休)13：00～ 
場所：日本聖公会東京教区 香蘭女学校礼拝堂 

説教：北関東教区主教 ゼルバベル 広田 勝一 師 
 
主にある神戸教区に属する全ての信徒・聖職の 

皆様の代祈祷をお願いいたします。 
 

     
代祷をお願いします。 

 
＊北関東教区聖職按手式 

司祭に叙任される 

   執事 ルカ 平岡 康弘 

日時：2018年12月22日（土）10:30～ 

式場：北関東教区 前橋聖マッテヤ教会 

    前橋市大手町３－１０－６ 

説教：司祭 パウロ 矢萩栄司 
 
 

12 月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 12 月 6 日 (木 )神戸聖ミカエル大聖堂  

   司式  小林  尚明  主教   

説教  八代  智  司祭   

 ２日 

 ２日 

 ５日 

 ５日 

７日 

10 日 

10 日 

14 日 

14 日 

14 日 

16 日     

19 日 

20 日 

21 日 

25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 

伝道師 マリア  永沼 輝子 

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) 

(2015 年) 

(1978 年) 

(1970 年) 

(2008 年) 

★１月のレクイエムは１月１０日（木） 

  説教は上原信幸司祭です。 


