
日本国際ギデオン協会神戸支部

活動概要（2010 年 10 月作成）

ギデオンの働きは、百年以上も前にアメリカで始まり、

現在では世界 182 カ国で 17 万人以上の会員がいます。

1950 年には日本で初めて東京支部が作られ、その 3 年

後には神戸にも支部が誕生しました。現在、兵庫県には

尼崎、西宮、神戸、明石、姫路の 5 つの支部があります。

神戸支部の会員は現在約 20 人で、毎年１万冊以上の聖

書贈呈を続けています。

第６０期（2009 年 6 月～2010 年 5 月）活動実績

聖書贈呈数 １３，１４９冊

ギデオン活動報告と証を行った教会数 ３９教会

聖書贈呈のための献金総額 １，５７６，８６２円

ギデオン神戸支部では、基本エリアとなる神戸市のほか、

三田市、篠山市、および日本海側の地域において聖書贈呈

の活動を続けております。

神戸支部が最も力を入れているのは、中学校における贈

呈活動です。地域内で育った若者が、少なくとも一度は聖

書を受け取る機会が与えられるよう、各校で３年に１回の

贈呈を行っています。

その他、高等学校、大学、専門学校、少年院、老人ホー

ム、病院、ホテルなどにおいても、贈呈を行っています。

私たちと共に働いて下さい！

ギデオン神戸支部は、２０名の会員がおりますが、高齢

化して活動継続が困難となっています。青少年に福音を伝

える重要な働きが続けられるように、新会員が与えられる

必要があります。どうぞお祈り下さい。



学 校
エリア内のほぼ全ての中学校に

おいて、３年に一度となるように、

校門前贈呈を行なっています。

神戸市東灘区
神戸市立 魚崎中学校

神戸市立 御影中学校

神戸市立 向洋中学校

神戸市立 住吉中学校

神戸大学附属 住吉中学校

神戸市立 本山中学校

神戸市立 本山南中学校

神戸市立 本庄中学校

灘中学校

甲南女子中学校

神戸市灘区
神戸市立 烏帽子中学校

神戸市立 原田中学校

松蔭女子学院 松蔭中学校

神戸市立 上野中学校

神戸市立 鷹匠中学校

神戸市立 長峰中学校

六甲学院 六甲中学校

親和中学校

神戸市中央区
神戸市立 港島中学校

神戸市立 渚中学校

神戸市立 神戸生田中学校

神戸市立 筒井台中学校

神戸市立 楠中学校

神戸市立 布引中学校

神戸市立 葺合中学校

神戸山手女子中学校

神戸市兵庫区
神戸市立 吉田中学校

神戸市立 須佐野中学校

神戸市立 兵庫中学校

神戸市立 湊川中学校

神戸市立 湊中学校

神戸市立 夢野中学校

神戸市長田区
神戸市立 雲雀丘中学校

神戸市立 丸山中学校

神戸市立 駒ケ林中学校

神戸市立 高取台中学校

神戸市立 西代中学校

神戸市立 長田中学校

神戸市須磨区
神戸市立 横尾中学校

神戸市立 高倉中学校

神戸市立 須磨北中学校

神戸市立 西落合中学校

神戸市立 太田中学校

神戸市立 鷹取中学校

神戸市立 東落合中学校

神戸市立 白川台中学校

神戸市立 飛松中学校

神戸市立 友が丘中学校

神戸市立 竜が台中学校

啓明学院中学校

神戸国際中学校高等学校

滝川学園滝川中学校

神戸市垂水区
神戸市立 塩屋中学校

神戸市立 歌敷山中学校

神戸市立 神陵台中学校

神戸市立 垂水中学校

神戸市立 垂水東中学校

神戸市立 星陵台中学校

神戸市立 多聞東中学校

神戸市立 桃山台中学校

神戸市立 舞子中学校

神戸市立 福田中学校

神戸市立 本多聞中学校

神戸市北区
神戸市立 広陵中学校

神戸市立 桜の宮中学校

神戸市立 山田中学校

神戸市立 小部中学校

神戸市立 星和台中学校

神戸市立 大原中学校

神戸市立 大沢中学校

神戸市立 大池中学校

神戸市立 淡河中学校

神戸市立 唐櫃中学校

神戸市立 八多中学校

神戸市立 北神戸中学校

神戸市立 有馬中学校

神戸市立 有野中学校

神戸市立 有野北中学校

神戸市立 鈴蘭台中学校

神戸市立 鵯台中学校

三田市
三田市立 けやき台中学校

三田市立 ゆりのき台中学校

三田市立 狭間中学校

三田市立 上野台中学校

三田市立 長坂中学校

三田市立 八景中学校

三田市立 富士中学校

三田市立 藍中学校

篠山市
篠山市立 今田中学校

篠山市立 篠山中学校

篠山市立 篠山東中学校

篠山市立 西紀中学校

篠山市立 丹南中学校

豊岡市
豊岡市立 港中学校

豊岡市立 豊岡南中学校

豊岡市立 豊岡北中学校

豊岡市立 森本中学校

豊岡市立 竹野中学校

豊岡市立 但東中学校

豊岡市立 出石中学校

豊岡市立 豊岡北中学校

豊岡市立 日高西中学校

豊岡市立 日高東中学校

豊岡市立 城崎中学校

新温泉町
新温泉町立 夢が丘中学校

新温泉町立 浜坂中学校

香美町
香美町立 香住第二中学校

香美町立 香住第一中学校

香美町立 村岡中学校

香美町立 小代中学校

■高校・大学等でも、不定期で贈

呈を行っています。近年では、以

下の学校で贈呈を行いました。

神戸市東灘区
灘中学校・高等学校

兵庫県立 御影高等学校

兵庫県立 東灘高等学校

神戸市立六甲アイランド高等学校

神戸市灘区
兵庫県立 神戸高等学校

神戸市長田区
兵庫県立 長田高等学校

育英高等学校



神戸市須磨区
兵庫県立 北須磨高等学校

神戸国際中学校高等学校

兵庫県立 須磨東高等学校

滝川学園滝川中学・高等学校

神戸市垂水区
愛徳学園

兵庫県立 神戸商業高等学校

兵庫県立 星陵高等学校

神戸山手女子中学・高等学校

神戸市北区
兵庫県立 鈴蘭台西高等学校

兵庫県立 神戸甲北高等学校

三田市
兵庫県立 北摂三田高等学校

三田松聖高等学校

兵庫県立 三田祥雲館高等学校

有馬高等学校

三田西陵高等学校

三田学園

大学校・その他
国立 神戸大学

甲南大学

神戸外国語大学

神戸国際大学

県立兵庫大学

神戸医療福祉専門学校

神戸電子専門学校

神戸ＹＭＣＡ予備校

播磨学園（少年院）

済生会兵庫県病院

社会保険神戸中央病

院

神戸医療センター

神戸西市民病院

川崎病院

三菱神戸病院

神戸中央市民病院

神戸逓信病院

神戸海星病院

甲南病院

向陽病院

大和病院

春日病院

新須磨病院

高橋病院

野村海浜病院

若宮病院

八十嶋病院

隈病院

吉田病院

大澤病院

神戸徳州会病院

博愛病院

上田病院

神戸海岸病院

神戸赤十字病院

明芳病院

住吉川病院

東神戸病院

宮地病院

有馬温泉病院

神戸掖済会病院

アドベント病院

六甲アイランド病院

公文病院

共同病院

湊川病院

野瀬病院

由井病院

真星病院

県立子供病院

新須磨病院

北須磨病院

谷センター

すみれ園

愛の園

愛生園

オリンピアホーム

ロングライフ

ホテル・宿泊施設
神戸ポートピアホテル

グリーンヒルホテルアーバン

ホテルピエナ神戸

ホテルパールシティ神戸

神戸プラザホテル

クオリティホテル神戸

サンサイドホテル

神戸ルミナスホテル

新神戸サンホテル

神戸三宮ターミナルホテル

ホテル北野プラザ六甲荘

ホテルサンルートソプラ神戸

ホテルオークラ神戸

神戸三宮ユニオンホテル

ホテルモントレアマリー

六甲山ホテル

神戸ベイシェラトン

ホテル＆タワーズ

神戸東急イン

舞子ホテル

シーサイドホテル舞子ビラ神戸

■第６０期（2009 年 6 月～2010 年 5 月）聖書贈呈実績 合計贈呈数 １３，１４９冊
飛松中学校 254 竹野中学校 97 神戸大学（和英） 100 住吉川病院 50
高倉中学校 411 豊岡北中学校（２回目） 143 本多聞中学校 163 甲南病院 50
アルパインローズホテル 320 香住高 50 夢野中学校 238 日赤病院 50
横尾中学校 179 香住第1 237 河本兄（ホテル用） 120 博愛病院 50
須磨北中学校 244 香住第2 37 ＹＭＣＡ予備校 200 向陽病院 50
杣兄 200 浜坂中学校 309 甲南大学 180 社会保険神戸中央病院 50
友が丘中学校 324 夢が丘中 50 神戸外国語大学 96 真星病院 50
白川台中学校 306 村岡中 50 県立兵庫大学 137 アドベント病院 100
ＹＭＣＡ西神校 100 雲雀ヶ丘中学校 200 国立神戸大学 117 谷センター 100
東落合中学校 353 丸山中学校 288 湊川中学校 197 県立子供病院 10
河本兄（ホテル用） 120 駒ヶ林中学校 121 兵庫中学校 230 新須磨病院 10
ポートピアホテル 100 松井兄（和英） 50 須佐野中学校 156 北須磨病院 50
神戸大会（個人用） 632 西代中学校 224 吉田中学校 193 すみれ園 50
西落合中学校 241 高取台中学校 130 湊中学校 206 愛の園 100
滝ヶ台中 171 松井兄（和英） 200 鷹匠中学校 500 愛生園 100
石丸兄（和英） 150 長田中学校 147 神戸学院高校 50 オリンピアホーム 100
出石中 209 星陵高校 145 啓明学院中・高 250 ロングライフ 50
但東中 138 神戸商業高校 92 関西学院三田キャンパス 500 掖済会病院 15
豊岡南中学校 449 育英高等学校 156 舞子台病院 10
豊岡北中学校 158 神戸電子専門学校 131 神戸医療福祉専門学校 41
みなと中学校 50 須磨東高校 85 神戸大学保健科 12
日高第一中 50 山手女子中高校 147

病院・福祉施設等



活動支援教会一覧
神戸市東灘区

日本基督教団 甲南教会

日本基督改革長老派 岡本契約教会

単立 東灘バプテスト教会

日本イエス・キリスト教団 御影福音教会

フェローシップ・ディコンリー福音教団 御影ルーテル教会

日本基督教団 御影教会

日本キリスト教団 東灘教会

単立 コイノニア福音教会

日本基督教団 岡本教会

日本基督教団 東神戸教会

フェローシップ・ディコンリー福音教団 住吉山手キリスト教会

神戸市灘区
日本福音ルーテル教会 神戸東教会

日本基督教団 神戸平安教会

日本イエス・キリスト教団 灘教会：日本イエス

自由クリスチャン伝道団 神戸ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨﾔ教会

日本キリスト改革派 神港教会

日本キリスト改革派 灘教会

日本聖約キリスト教団 神戸聖約キリスト教会

日本福音キリスト教会連合 神戸聖書教会

日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯﾄﾞ 西灘キリスト教会

日本基督教団 主恩教会

日本イエス・キリスト教団 神戸大石教会

日本ホーリネス教団 神戸教会

神戸市中央区
日本基督教団 神戸聖愛教会

日本聖公会 神戸聖ミカエル教会

在日大韓基督教会 神戸東部教会

日本基督教団 神戸東部教会

日本キリスト教会 神戸布引教会

救世軍 救世軍神戸小隊

日本基督教団 神戸教会

単立 神戸真教会

西日本福音ルーテル教会 青谷福音ルーテル教会

日本基督教団 神戸イエス団教会

日本イエス・キリスト教団 神戸生田教会

日本基督教団 神戸栄光教会

日本バプテスト連盟 神戸ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会

日本聖公会 神戸聖ペテロ教会

日本基督教団 山手教会

日本基督教団 神戸再度筋教会

神戸市兵庫区
日本基督教団 兵庫松本通教会

日本ナザレン教団 神戸平野教会

日本聖公会 神戸昇天教会

日本イエス・キリスト教団 神戸中央教会

日本伝道隊 湊川伝道館

日本基督教団 神戸多聞教会

日本基督教団 神戸夢野町教会

神戸市長田区
日本基督教団 鷹取教会

日本オープンバイブル教団 神戸ｷﾘｽﾄ栄光教会

基督兄弟団 カナン教会

日本キリスト教会 神戸湊西教会

日本イエス・キリスト教団 神戸聖泉教会

イムマヌエル総合伝道団 神戸キリスト教会

在日大韓基督教会 神戸教会

神戸市須磨区
日本基督教団 神戸神愛教会

日本イエス・キリスト教団 名谷教会

日本伝道隊 白川台ｷﾘｽﾄ教会

日本聖公会 神戸聖ヨハネ教会

日本基督改革派教会 板宿教会

日本イエス・キリスト教団 神戸西部教会

近畿福音ルーテル教会 名谷教会

バプテスト単立 名谷聖書教会

単立 国際りびんぐうぉーたーふぇろーしっぷチャーチ

単立 アガペ聖書教会

日本基督教団 須磨教会

神戸市垂水区
活けるキリスト一麦教会 神戸一麦教会

日本神の教会連盟 垂水神の教会

単立 垂水福音教会

日本伝道隊 塩屋キリスト教会

日本基督教団 西神戸教会

日本イエス・キリスト教団 垂水教会

日本イエス・キリスト教団 聖三一コミュニティー教会

西日本福音ルーテル教会 西須磨教会

日本バプテスト連盟 神戸西教会

日本キリスト改革派 恵泉教会

近畿福音ルーテル教会 東垂水教会

神戸市北区
日本イエス・キリスト教団 鈴蘭台福音教会

日本基督教団 神戸北教会

日本キリスト教団 鈴蘭台教会

日本イエス・キリスト教団 六甲みどり教会

日本フリーメソジスト教団 神戸ひよどり台教会

単立 鈴蘭台一麦教会

日本キリスト改革派 鈴蘭台教会

日本キリスト改革派 北神戸キリスト教会

西日本福音ルーテル教会 北鈴蘭台教会

フェローシップディコンリー 山の街キリスト教会

日本基督教団 北六甲教会

日本同盟基督教団 Ｂーライフチャペル

神戸市西区
日本イエス・キリスト教団 押部谷教会

ギデオン神戸支部の活動に関するお問合せは、神戸支部長の北村 恭男までお願いします。

〒655-0041 兵庫県神戸市垂水区神陵台５-３-６ TEL：０７８－７８４－８０２５

（2009 年に開催された牧師招待晩餐会）


