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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 ９ 年 ９ 月 号   

 
 
  

１日（日）10:30 神戸聖ペテロ教会              ＜神戸＞ 

１日（日）13:30  神学生後援会幹事会               ＜教区会館＞ 

２日（月）13:00 主教会タスクホース         ＜管区事務所＞ 

３日（火）～５日（木）召命黙想会         ＜宝塚黙想の家＞ 

５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（金）13:00 みどり保育園理事会              ＜徳島＞ 

８日（日）10:30  神戸聖ミカエル教会                 ＜神戸＞ 

９日（月）13:00 松陰中高 学校関係者評価委員会      ＜神戸＞ 

 １２日（木）16:00 外キ協                  ＜大阪＞ 

        １４日（土）12:00 大洲信徒訪問                           ＜愛媛県＞ 

１５日（日）10:30  松山聖アンデレ教会巡回               ＜松山＞ 

１７日（火）15:00 常置委員会                           ＜教区会館＞ 

１８日（水）16:00 年金委員会             ＜管区事務所＞ 

２０日（金）11:00  神戸松蔭女子学院大学卒業式               ＜神戸＞ 

２２日（日）10:30  浜田キリスト教会巡回                ＜浜田＞ 

２４日（火）～２６日（木）教区聖職試験          ＜教区会館＞ 

２７日（金） 7:30  聖ミカエル国際学校 聖ミカエル日礼拝   ＜大聖堂＞ 

２７日（金）       松蔭中高運動会               ＜神戸＞ 

２９日（日）10:30 神戸聖ミカエル教会巡回          ＜神戸＞ 

１０月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 富岡キリスト教会巡回                      ＜富岡＞ 

 
 

 

１日（日）13:30  神学生後援会幹事会               ＜教区会館＞ 

３日（火）～５日（木）召命黙想会         ＜宝塚黙想の家＞ 

４日（水）～６日（金）日本聖公会人権セミナー（管区主催）  ＜熊本＞ 

５日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式  ＜大聖堂＞ 

１３日（金）18:00  社会部会                ＜教区会館＞ 

１７日（火）15:00 常置委員会                           ＜教区会館＞ 

２１日（土）11:30  ハラスメント対策委員会        ＜教区会館＞ 

２４日（火）～２６日（木）教区聖職試験         ＜教区会館＞ 

２４日（火）15:00 第５回事務所会議          ＜大聖堂地階＞ 

１０月３日（木）10:30 神戸教区関係教役者逝去記念聖餐式 ＜大聖堂＞ 
     

 

  第１０回常置委員会報告(抜粋)  

日 時：2019年 8月 27日（火）15:00～18:30 
場 所：教区会館会議室 
Ⅰ．報告事項 
-1）教区事務所一般報告、その他報告 

 -2) 第 2回財政委員会報告 
-3) 第４回教区事務所会議報告（右頁） 
-4) 主教報告 

Ⅱ．決議事項 
 -1）諸報告承認 
 -2) 財政委員会答申について財務部に検討を指

示した。 
-3) フィリピンワークキャンプの継続について

はその目的を確認し、実施に向けて実行委
員会をたてることを承認する。 

-4) 大聖堂内の植木の伐採を承認する。 
-5) 神戸教区第 89(定期)教区会を本年 11月 23

日（土）に開催する。書記に瀬山会治司祭
と浪花朋久司祭とを指名する。（右頁） 

※次回は 9月 17日(火)15:00、教区会館にて。 

 

教 区 主 教 動 静 

教  区  等 行 事 
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第４回教区事務所会議報告(抜粋) 

日 時：2019 年７月 30 日（火）15:00～18:00 

場 所：教区会館会議室 

Ⅰ．報告事項 

-1) 教務局長報告 

 ①下関聖フランシス・ザビエル教会より神

戸教区自給果実(収穫感謝献金)150 万円

の申請が出ている。 

-2) 教区主事報告 

  ①現在、教区との合併が決定した松山、大 

洲教会の資産の登記作業を行っている。 

-3)総務部報告 

①6 月 5 日(水)、新居浜聖三一教会跡地の状

況確認と草刈作業、また登記簿を確認した。 

②福山諸聖徒教会の基本財産利用・収益事業 

開始について教会内での決議がなされた。

教区会議案となる場合、必要な作業を行う。 

③神戸教区諸規則の印刷を行った。 
 -4) 宣教部報告  

①中高生大会、ＣＴＣ、青年交流会の準備 

状況等の報告。 

  ②横浜教区の資料等を参考に 青少年の被害 

防止の指針を作成した。 

-5) 社会部報告  

①「原発のない世界を求める国際協議会」 

 に当教区からは主教を含め 3名が参加した。 

②「沖縄の旅」に当教区から 3名が参加した。 

-6) 財務部 

①角瀬司祭退職金を規定に従い支給した。 

②退職金積み立てはゆとりがあり、毎年の引

当金額の検討等を今後の課題としたい。 

-7) 厚生部報告  

①生活習慣病予防検診受診状況。  

②林司祭次女誕生に際しお祝い金を差上げた。 

-8) 広報部報告 

①教区ホームページのリニューアルについて

協議。安価で機敏な変更を目指したい 

②今後の神のおとずれの記事とスケジュール。 

-9) 信徒役員報告  

①8月 23日～30日に世界の改革派と聖公 

会の会議が広島で実施。 

  ②12月に人権担当者会 大阪で実施 

Ⅱ 決議事項 

  １．各部報告を承認する。 

  ２．下関聖フランシス・ザビエル教会の自給

基金果実資金申請を承認し、本年度の収

穫感謝献金奉献先とする。 

３．宣教部の作成した「宣教の場における被

害を防止するための指針 2020」を承認。 

４．広報部 ホームページについて継続審議。 

５．次回開催日 9月 24日(火)15:00  

於 大聖堂地階ホール 

 

神戸教区第89(定期)教区会 

日時：2019年11月23日(土・祝)9:00～17:00 

場所：神戸聖ミカエル大聖堂 

 書記：司祭 瀬山 会治 司祭 浪花 朋久  

 

収穫感謝献金のお願い 

奉 献 先：下関聖フランシス・ザビエル教会 

募 金 額：１５０万円 

同教会は、礼拝堂補修 費用 600 万円の内の補助と

して申請しています。皆様のご理解とご協力をお

願いします。11 月 17 日(日)までに教会でお献げく

ださり、 教会ごとにまとめて 11 月 23 日(土)の教

区会でお献げ頂くか、出来れば振込送金願います。

（納付金と同じ口座に収穫感謝献金と明記して）。 

 

お 知 ら せ 

〇8月6日(火)～9日(金)に実施予定であった青年

交流会については参加者が得られなかったた

めに実施されませんでした。 

〇8月12日(月)～13日(火)開催予定であったＣＴＣ、

8月13日(火)～16日(金)開催予定であった神戸

教区第56回中高生大会は台風10号接近のため

に中止いたしました。 

●訃報：8月24日(土)、秋山司祭夫人のジョスリ

ン秋山安子姉（享年87才）が逝去され、8月26

日(月)18:00から通夜式、27日(火)正午から葬

送式が徳島インマヌエル教会で行われました。 

 天に召された姉妹の主にある平安をお祈りします。 

 次月レクイエムは１０月３日（木）です。 

９月教区関係教役者逝去記念聖餐式  

 日時：９月５日 (木 ) 午前 10 時 30 分  

 場所：神戸聖ミカエル大聖堂  

司式：主教  ｵｰｶﾞｽﾁﾝ 小林  尚明  

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) 


