
〒655-0895 神戸市垂水区坂上1－2－19－103
TEL（078）755－5260　FAX（078）755－5261

携帯 090－9112－6357

介護保険の相談、ケアプランの作成は無料です。
福祉・介護でのお困りのこと、ご相談ください。

ベテルおおた
介護保険事務所

社会福祉士　ケアマネージャー
大田　厚三郎

（日本基督教団神戸栄光教会会員、元西宮市役所職員）

神 戸 市 民 生 協 　 指 定 工 事 店

一級建築士事務所

株式会社 久宝工務店
〒652－0803 神戸市兵庫区大開通6丁目1－23

TEL（078）575－0764
FAX（078）575－0991

カトリック 葬 儀 専 門

レクイエム会
TEL （072）728-9883

大阪府箕面市小野原東3─5─23
FAX（072）728－9688

新時代料金システム

［1-2-3］システム
ワン・ツー・スリー

●レギュラールーム(1～2人)
●ファミリールーム(1～3人)

1人で泊まって 2人で泊まって 3人で泊まって

￥6,200~
基本料金

＋￥1,500
￥7,700~

＋￥1,500
￥9,200~

ご予約・お問合せは Tel.078－272－5000
(受付時間 7:00～24:00)

神戸

神戸市中央区橘通１－２－14 浅見ビル２階

URL：http://t-mlo.com/s1.htm
E-mail：info@t-mlo.com

（078）351－1325

（神戸新生教会役員）

FAX（078）351－1270
電話

● 事 務 所 ●
〒650―0016

㈲佐野葬祭
代表取締役  佐 野   睦
（日本基督教団 甲東教会会員）

本　　社 ▼尼 崎 市 潮 江 4 丁 目 2 － 2
西宮支店 ▼西宮市段上町2丁目13－2

0120-592-392
（24時間受付） いーくに み く に

URL  http://www.sanosousai.com/

神戸キリスト教書店
午前10：00～18：00 （但し日曜日休）

午前11：00～17：00 （祝日）

三宮店
　〒650-0021  神戸市中央区三宮町3丁目9－18  三陽ビル2F
　TEL. (078)331‒7569　FAX. (078)331‒9933
北　店
　〒651-1141  神戸市北区泉台1丁目1－7
　TEL. （078）594－8900　FAX. （078）594－8826

ホームページ　http://www. kobe-a2z. com/
メールアドレス　kobe－kirisho＠mse. biglobe. ne. jp　

近藤診療所
日本キリスト改革派伊丹教会西谷伝道所役員

遺言・相続・遺産分割協議書
任意成年後見、交通事故

行政書士
三木通正事務所

【事務所新住所】
〒655－0002 垂水区小束山4－8－7

T/F 078－792－9830

お気軽にご相談ください。

KBH主催イベント 〔 セミナー委員会 〕 特別寄稿 〔 神戸国際支縁機構 〕

ご協力の年会費･献金を感謝します｡（献金者名／振込順）（2015年7月1日～8月31日）

「クリスチャンセンター　神戸バイブル･ハウス」（KBH）　

友 の 会 会 員 募 集 中
全国各地の方々の「KBH友の会」加入のお願い

個人の方々にはＫＢＨ友の会会員証を発行します。友の会会長　久宝　実

特別会費一口　 100,000円　　
賛助会費一口　 A 20,000円　B 10,000円　C 5,000円　D 2,000円
郵便振替口座　00960－6－222403　加入者名　KBH友の会　

KBH友の会会費等のご納入に関し、皆様の郵便貯金口座から自動引き落としさせて頂く制度がスタートしました。
当初の口座確認が必要ですが、その後の手間が簡素化され、費用も安くなります。郵便貯金口座をお持ちでご協力
頂ける方は、事務局までご連絡下さい。

････KBHが主催する有料イベントの割引招待などの特典があります････

（尚、月定会員の方は年度ごとに一回の掲載とさせていただきます。）
社会福祉法人光朔会、宗教法人カトリックイエズス会、大嶋善直、カトリック兵庫教会、上田美保子、勅使河原貞幸、池口卓美、
渡辺昌也、木本滋子、井本洋子、小野味佐枝、岡崎勘一郎　　合計　164,000円

第77回 「聖書セミナー」 ■受講料　
　一般6,000円（4回分）
　部分参加　1回1,500円
　KBH友の会会員　4,000円（4回分）
　部分参加　1回1,000円
■ 問合せ
　Tel（078）782－9697
　Fax（078）784－2939
　E-mail : QYH05423@nifty.com

※セミナーの受付は開始時間の
　30分前より行います。

〔CD録音をご希望の方は受講なさり、
  ご自分でなさる事をおすすめします。〕

　　　　セミナー委員会委員長　岩村義雄

11月5日～12月3日

〔講師〕池長　潤　カトリック大司教

〔主題〕｢ヨハネの福音書　―良き牧者との絆―」
第Ⅰ　11月 5 日㈭ KBH
第Ⅱ　11月12日㈭ カトリック神戸中央教会
第Ⅲ　11月26日㈭ KBH
第Ⅳ　12月 3 日㈭ KBH

 プロフィール

神戸で生を受け、六甲学院聖堂にて受洗。5年後にイエズス会に入会。上
智大学卒業後、米国セントルイス大学で倫理司牧神学修士号を取得。
ローマ・グレゴリアン大学に留学。帰国後、カトリック教会司牧やイエ
ズス会の修練院修練長、管区長などを経て1996年からカトリック大阪大
司教区大司教その他の要職につく。2014年大阪大司教区教区長を退任し、
予てより念願の小教区司牧に携わっている。

◉主題「聖書のいのち」◉講師

予告　 2016年1月 聖書セミナー
 

クリスマスイベントご案内

日本キリスト教団　神戸教会（神戸市中央区花隈町9-16）兵庫県庁の西
◎キャロリング （北野コース・元町コース）街角や教会でクリスマスキャロルを歌い、メイン会場へ
◎こどもプログラム （わくわくお楽しみプログラム）
◎ほっとタイム （温かい飲み物とスナックなどをご用意してお待ちしています。）
◎祈りと祝福のとき （“本物の”クリスマスを、あなたも体験してみませんか？）
◎青年の集い （青年を中心とした集まりです。教会で一緒にクリスマスパーティーを楽しみませんか？）

■メッセージ　鎌野 善三 牧師〈関西聖書神学校　校長〉
■ミュージックプログラム　クリスマスオペレッタ（降誕劇）「その夜」

●受講料　1,000円　　●主催　神戸国際支縁機構　　●問合せ　Tel（078）782－9697　Fax（078）784－2939　kiso@mbe.nifty.com

本田哲郎セミナー 「小さくされた人々のための福音」　－ヤコブ書簡の講解－
KBH後援セミナー　　　   

11月20日、12月18日、1月15日、2月19日　毎月第3金曜日　午前10時～正午【休講かどうかの問い合わせ先　携帯 070-5045-7127】第57回
神戸市民
クリスマス
どなたでもご参加いただけます。
詳細は、チラシもしくは
ホームページをご覧ください。

第39回
神戸
クリスマス・
フェスティバル

メイン会場

　テーマ

　会　場　   神戸文化ホール【中】ホール〈大倉山〉

12 11 金
   夕刻

木曜日　

　

午後2時～4時
※コーヒータイムの休憩があります

　                      わたる
水 垣 　渉
〔京都大学名誉教授〕

第Ⅰ 1月7日㈭　「生きるいのち」
第Ⅱ 1月14日㈭　「殺すいのち」
第Ⅲ 1月21日㈭　「活かすいのち」

12 11金
19:00～

（18:30開場）

　実際参加した感想ですが、一番大きかったのは、同じ日本に住んでいてここ
まで知らないことがあるのかということです。私たちは報道やメディアから日々情
報を得て過ごしていますが、やはり限界があるのだと強く思いました。門脇小学
校での衝撃。みたこともない小学校の状況に思わず息をのみました。画面に囲
まれて生活してる現代の若者に、画面や写真からは伝わってこない何かが確実
に伝わって来ました。それは僕だけでなく、他に参加していた高校生のみんなも
同じ感覚だったと思います。また、私たちは人が何人死んで何人が避難してい
るという「数字」にこだわりすぎているということに気づきました。人の命は1か0
かなのに、それらを累積し規模を推し量る。なんだかそんなことで「すごい大変
だ」とか「苦しいだろうな」とかという感情が作られていた自分に腹が立ちました。
1人の人間が命を落としていること、その家族や親戚、関係している人の、数字
には表せない、悲しみ、苦しみ、悔しさ…。もしかしたら言葉にも表せないのかも
しれません。そういったことを抜きにして「数字」という普遍的な概念的な事で感
情が作られていることを私たちは反省しなければならないと思いました。
　何が復興かということも考えさせられました。最初に行った門脇小学校の前
で岩村代表がおっしゃられたことが心から離れません。「震災から4年半経ち、
今日車でここまでくる時に見たのものは何ですか？イオン、K's電気、多彩な飲
食チェーン店、我々が住んでいる街と変わらないものが新しく建ち並ぶようにな
りました。どうでしょう。今、東北地方は復興していると思いますか？」おそらく、こ
れから日本が「東日本大地震」という歴史を背負っていくのと同じように、僕も代
表の言葉を忘れないでしょう。それほど心に響きました。
　2日目に向かった栃木県日光市鬼怒川上流では、被災された伊藤直樹さん
（80歳）の貴重なお話を聞くことができました。人間はやはり「油断」が命取りに
なると。誰しも大丈夫だと思ってしまうのですね。自分は大丈夫と思ってしまうこ
とが一番危険だと思い知りました。本当はもっともっと自分の身体を痛めつけて

でも、被災された方の
力になりたかったので
すが、時間の関係上そ
れが叶わず残念では
ありました。順調に作
業が進み、少しでも早
く被災された方が普段
の生活に戻られること
を心から願っています。
　実際ボランティアと
いう形で作業をしたりする時間は少なかったですが、それ以上に現場に自分で
行って、見て、感じで、心が動いたことにとてつもない意味がありました。まさに
「忘却にあらがうボランティア」となりました。
　今回、神戸国際支縁機構様にご協力をいただき、このような貴重、かつ素晴
らしい経験をさせていただいたことに最大限の感謝の気持ちを表したく思いま
す。長い、長い道のりを運転してくださった、本田寿久事務局長、および大学生
の本田博之さん、スケジュールの管理他様々な場面でお世話になった村上裕
隆リーダー。たくさん声をかけていただいた、4,5回参加されてきた大学生の西
田怜奈さん、森花梨さん。何より、こういった機会を私たちのような者に与えると
いう活動を創始された、岩村義雄代表。その他、お弁当や現地の活動に協力し
てくださった皆々様に心より感謝したいと思います。この気持ちは僕自身が近い
未来この神戸国際支縁機構の活動に協力することで、恩返ししたいと思って
います。是非それまでこの素晴らしい活動を続けていただき、またもっともっと周
りの人間に認知され、大規模な活動になることを心より願っています。本当にあ
りがとうございました。

東北ボランティアに参加して　　八鹿高校3年生　垣尾舟汰

『大いなる喜び  ～あなたを輝かせる真のストーリー～』マタイ2:10


