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日本聖公会東京教区  

教 区 事 務 所 便 り 

URL  http://www.nskk.org/index.htm 

主 教 動 静 

３月 １ 日（火） 常置委員会 

 ２ 日（水） 聖路加財団常務理事会 

   エキュメニズム委員会 (管区) 

 ３ 日（木） 聖職養成委員会 

 ４ 日（金） 教区事務所職員会議 

   下町 G牧師協議会 

 ５ 日（土） 再編成準備室宣教牧会エリア部会説明会 

   教役者座談会 

 ６ 日（日） 神田キリスト教会 

   聖マーガレット教会 

 ９ 日（水） 神田キリスト教会 

   エキュメニズム委員会 (管区) 

   教区再編成準備室 

 １０ 日（木） 下町大空襲記念礼拝 

 １１ 日（金） 東日本大震災５周年記念聖餐式 （仙台基督教会） 

 １４ 日（月） 立教女学院理事会 

 １５ 日（火） 立教学院評議員会 

 １６ 日（水） 教役者逝去者記念聖餐式 （聖アンデレ主教座聖堂） 

 １８ 日（金） 教区事務所主事会議 

   香蘭女学校理事会 

 １９ 日（土） 第１２６(定期)教区会 

 ２０ 日（日） 聖パトリック教会 

   教区合同堅信式 （聖アンデレ主教座聖堂） 

   東日本大震災を憶えての祈り (東京聖三一教会） 

 ２４ 日（木） 聖木曜日 聖油聖別の聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

   聖路加臨床学術センター竣工式 

   聖餐制定記念日礼拝 (神田キリスト教会) 

 ２５ 日（金） 聖金曜日 受苦日礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２６ 日（土） 復活前宵祭 （神田キリスト教会） 

 

http://www.nskk.org/index.htm


 ２ 

 ２７ 日（日） 神田キリスト教会 

 ２８ 日（月） 聖公会神学院評議員会 

  

 委員会・集会等 

３月 １ 日（火） 15:00 正義と平和協議会運営委員会 

   18:00 常置委員会 

 2 日（水） 18:30 広報委員会 

 ３ 日（木） 18:00 聖職養成委員会 

 ４ 日（金） 13:30 教区事務所職員会議 

   14:00 城南Ｇ牧師協議会 (教区会館） 

   16:00 下町 G牧師協議会 (浅草聖ヨハネ教会) 

   19:00 教役者座談会 (浅草聖ヨハネ教会) 

 ９ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   18:30 教区再編成準備室 

 １０ 日（木） 18:30 ハラスメント防止委員会 

   19:00 下町大空襲記念礼拝 (神田キリスト教会) 

 １１ 日（金） 13:00 東日本大震災 5周年記念礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １４ 日（月） 18:30 礼拝音楽委員会 

 １５ 日（火） 16:00 教区 HP打合せ 

   18:30 財政委員会 

 １６ 日（水） 10:30 教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １７ 日（木） 13:00 環状 G牧師協議会 (立教学院諸聖徒礼拝堂) 

   14:00 山手 G牧師協議会 (東京聖十字教会) 

 １８ 日（金） 11:00 教区事務所主事会議 

 １９ 日（土） 9:00 第１２６（定期）教区会 （聖アンデレホール） 

 ２０ 日（日） 13:30 城南 G教会協議会 (聖オルバン教会) 

   13:30 山手 G教会協議会 (東京聖三一教会) 

   14:30 多摩 G教会協議会 (八王子復活教会) 

   15:00 合同堅信式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

   15:00 環状 G教会協議会 (池袋聖公会) 

   18:00 東日本大震災を憶えての祈り (東京聖三一教会) 

 ２２ 日（火） 14:00 外濠 G 牧師協議会 (東京諸聖徒教会) 

   16:00 主教座聖堂教育担当者会 

 ２３ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 ２４ 日（木） 11:00 聖木曜日 聖油聖別の聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 
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 ２５ 日（金） 正午 聖金曜日 受苦日礼拝 (聖アンデレ主教聖堂) 

 ２７ 日（日） 15:00 下町 G教会協議会 (聖ルカ礼拝堂) 

 ３０ 日（水） 14:00 多摩 G牧師協議会 (八王子復活教会) 

     

人事  (P4～P6) 

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先 （３月） 

・東日本大震災を覚えて (3月 6日) 

・ぶどうのいえのため 

・つきしまキッズデイ 

・聖公会東京 311ボランティアチームの働きのため 

・女性の家 HELPのため 

・エルサレム教区のため (受苦日 3月 25日) 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：３月１６日（水）１０：３０ 

・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：大畑喜道主教 

伝道師 岡本房子    司祭 洪 恒太郎    司祭 内田 茂二 

司祭 岸本 隆一  司祭 伊藤 堅逸    司祭 宿谷 栄 

司祭 林 五郎  主教 後藤 真     主教 八代 崇 

主教 斎藤 茂樹   伝道師 遠藤 英子 

 

◆下町大空襲記念礼拝（主催：下町Ｇ教会協議会） 

・日 時：３月１０日（木）１９：００  ・場 所：神田キリスト教会  

・司 式 : 早川 潔さん (聖ルカ礼拝堂信徒) 

・お 話： 早乙女 勝元さん (東京大空襲戦災資料センター長)  

 

◆東日本大震災 5 周年記念礼拝   

 ・日 時：３月１１日（金）１３：００ 記念聖餐式  １４：３０ 黙想 

 ・１４時４６分に打鐘   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

 

◆聖木曜日・聖金曜日礼拝 (場所：聖アンデレ主教座聖堂) 

＜聖木曜日 聖油聖別の聖餐式＞ 

・日 時：３月２４日(木) １１：００  ・司式・説教： 大畑喜道主教  

＜聖金曜日 受苦日礼拝＞ 

・日 時: ３月２５日(金) 正午   ・司式： 中村淳司祭 ・説教： 笹森田鶴司祭 
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◆銀座朝祷会（毎月第２・第４火曜 7:30 場所：喫茶室ルノアール銀座昭和通店） 

    第８９３回 ３月８日（火）  第８９４回 ３月２２日（火） 

 

◆第 126（定期）教区会開催     

 ・日 時：３月１９日（土）９：００ 

 ・場 所：（開会聖餐式）聖アンデレ主教座聖堂 （議場）聖アンデレホール 

  ・書 記：倉澤一太郎司祭   佐久間恵子執事 

  信徒代議員に変更が生じている場合は、「教区会信徒代議員変更届」の提出が必要です。 

早めにご提出願います。 

 

◆信徒奉事者推薦、分餐奉仕許可願提出について 

それぞれの方の任期は３月末日までとなっています。引き続き認可・許可を必要とする 

場合または新しく願う場合（継続ではなく再任を願う場合を含む）は至急書類を提出 

してください。 

なお、推薦または許可願が初めての信徒、あるいは継続ではなく再任を願う信徒の場合は、その 

信徒の信仰歴などを記載した書類（形式自由）の添付が必要です。 

 

◆受聖餐者総会資料・決議録の提出について 

未提出の場合は、資料および決議録を各２部ずつ至急教区事務所にお送りください。 

 

◆イベント情報提供について 

各委員会および各教会、各教会グループはイベントを計画した場合、詳細について教区事務所 

および広報委員会までお知らせください。 

なお、ポスター・ちらし等については、教区事務所あて必ず２部お送りください。 

 

管区・他教区等     

   

  ◆京都教区聖職按手式 ご加祷ください。 

    聖職候補生 パウラ 麓 敦子師が執事に叙任されます。 

    ・日 時： ４月９日（土）１３：００ 

    ・場 所： 京都教区主教座聖堂 (聖アグネス教会) 

   

  ◆大阪教区第１１６ (臨時) 教区会  ご加祷ください。 

    ・日 時： ３月２０日（日）１５：００ 

    ・場 所： 大阪教区主教座聖堂(川口基督教会)会館 

   

  人事 

次の通り人事異動を命じます 【順不同】 

 

司祭 クリストファー・ダビデ 大郷 博 
     

 
2016年 3月 31日 定年により退職とする 
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司祭 ハンナ 石坂 みゑ子 

      

 
2016年 3月 31日 日本聖公会北海道教区への出向命令を解く 

 

 
2016年 4月 1日 日本聖公会北海道教区への移籍を許可する 

 
司祭 ドミニカ 朴 美賢 

      

 
2016年 3月 31日 聖救主教会牧師解任 

   

 
2016年 4月 1日 休職を許可する 

    

        
司祭 ヨナ 成 成鍾 

      

 
2016年 3月 31日 渋谷聖公会聖ミカエル教会牧師解任 

  

  
大森聖アグネス教会管理牧師解任 

  

 
2016年 4月 1日 留学を許可する 

    

        
司祭 マッテヤ 大森 明彦 

      

 
2016年 3月 31日 浅草聖ヨハネ教会牧師解任 

   

 
2016年 4月 1日 立教女学院への出向を命じる 

   

        
司祭 フランシス 下条 裕章 

     

 
2016年 4月 1日 大森聖アグネス教会牧師任命 

   

        
司祭 マリア・グレイス 笹森 田鶴 

     

 
2016年 4月 1日 渋谷聖公会聖ミカエル教会牧師任命 

  

        
司祭 アンデレ 香山 洋人 

      

 
2016年 4月 1日 神愛教会牧師任命 

    

  
神田キリスト教会副牧師任命 

   
        
司祭 パウロ 中村 淳 

      

 
2016年 3月 31日 神愛教会管理牧師解任 

   

 
2016年 4月 1日 聖救主教会牧師任命 

   

  
浅草聖ヨハネ教会副牧師任命 

   
        
司祭 シモン・ペテロ 上田 憲明 

     

 
2016年 4月 1日 浅草聖ヨハネ教会管理牧師任命 

  

  
聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂副牧師任命 

 

        
司祭 スティーブン・クロフツ 

     

 
2016年 3月 31日 東京聖十字教会勤務命令を解く 

  

 
2016年 4月 1日 東京聖十字教会副牧師任命 

   

        
司祭 ダビデ 市原 信太郎 

      

 
2016年 4月 1日 中部教区より出向受け入れ、聖アンデレ主教座聖堂付とする 

  
住居は大森聖アグネス教会牧師館とする 

 

  
毎月一回(主日)岡谷聖バルナバ教会での礼拝奉仕を認める 

        
執事 ヨセフ 太田 信三 

      

 
2016年 4月 1日 渋谷聖公会聖ミカエル教会牧師補任命 
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司祭 アンデレ 橋本 克也 
      

 
2016年 4月 1日 池袋聖公会嘱託を委嘱する、但し任期を 1年とする 

        
司祭 ヨハネ 山口 千壽 

      
  2016年 4月 1日 聖マーガレット教会嘱託を委嘱する、但し任期を 1年とする 

 

司祭 バルナバ 関 正勝 
      

 
2016年 4月 1日 

聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂嘱託を委嘱する、但し任期

を 1年とする 

        
        
司祭 ビカステス 今井 烝治 

     

 
2016年 4月 1日 

聖アンデレ主教座聖堂嘱託(八王子地区ミッショナー)を委嘱

する、 但し任期を 1 年とする 

   
        
司祭 イサク 小笠原 愛作 

      

 
2016年 4月 1日 小笠原聖ジョージ教会嘱託を委嘱する、但し任期を 1年とする 

        
司祭 テモテ 小笠原 忍 

      

 
2016年 4月 1日 聖アンデレ教会嘱託を委嘱する、但し任期を 1年とする 

        
司祭 テモテ 河野 裕道 

      

 
2016年 4月 1日 

環状教会グループ担当の嘱託を委嘱する、但し任期を 1年

とする 

        
執事 アンデレ 小野里 俊一 

     

 
2016年 4月 1日 聖アンデレ教会嘱託を委嘱する、但し任期を 1年とする 

        
執事 トマス 日高 馨輔 

      

 
2016年 4月 1日 聖アンデレ教会嘱託を委嘱する、但し任期を 1年とする 

        
 

 

 

 

教区事務所便りは教区のホームページにも順次掲載しています。 

 


