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                                              ２０１６年４月１日  

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 

４月 １ 日（金） 聖公会八王子幼稚園 

   教区事務所職員会議 

   教役者会 

 ２ 日（土） ナザレ修女会 

 ３ 日（日） 大森聖アグネス教会牧師任命式 

   聖マーガレット教会教会委員会 

 ５ 日（火） 聖公会神学院入学礼拝 

 ６ 日（水）  聖路加財団常務会 

 ９ 日（土） 神田キリスト教会  

 １０ 日（日） 聖ミカエル教会牧師任命式 

   神田キリスト教会教会委員会 

 １２ 日（火） 教区フェスティバル実行委員会 

 １３ 日（水） 神田キリスト教会レクイエム 

 １４ 日（木） 日本宗教連盟記念会 

   常議員会 (管区) 

 １５ 日（金） 下町 G 牧師協議会 

 １６ 日（土） 墓参の祈り (青山霊園) 

 １７ 日（日） 聖救主教会牧師任命式 

   聖マーガレット教会信徒懇談会 

   東日本大震災の憶えての祈り (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １９ 日（火） 聖職養成委員会 

 ２０ 日（水） 教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

   常置委員会 

 ２１ 日（木） 立教女学院理事会 

 ２２ 日（金） 教区事務所主事会議 

 ２３ 日（土） 信徒奉事者祝福式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２4 日（日） 神愛教会牧師任命式 

 ２９ 日（金） 下町教会 Gファミリーデー 

 ３０ 日（土） 埋葬式 (谷中霊園) 

    

委員会・集会等 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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4 月 １ 日（金） 14:30 教区事務所職員会議 

 ５ 日（火） 14:00 聖公会神学院入学礼拝 

 ７ 日（木） 19:00 信仰と生活委員会 

 11 日（月） 18:30 礼拝音楽委員会 

 １２ 日（火） 18:30 人権委員会 

   19:00 フェスティバル実行委員会 

 １３ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   18:30 教区再編成準備室 

 １４ 日（木） 10:00 主教座聖堂活動委員会 

 １５ 日（金） 15:30 下町 G牧師協議会 

 １６ 日（土） 10:00 
ベストリーツアー (東京聖テモテ教会・東京諸聖徒教会) 

(礼拝音楽委員会主催) 

 １７ 日（日） 18:00 東日本大震災を憶えての祈り （聖アンデレ主教座聖堂） 

 １８ 日（月） 18:30 財政委員会 

 １９ 日（火） 18:30 聖職養成委員会 

 ２０ 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） 

   18:30 常置委員会 

 ２２ 日（金） 11:00 教区事務所主事会議 

   17:00 主教座聖堂活動委員会 

 ２３ 日（土） 10:00 信徒奉事者祝福式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

   14:00 教区青年会 (東京諸聖徒教会) 

 ２７ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

     

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先 （４月） 

・エリザベスサンダースホームのため 

・月島聖ルカ保育園のため 

・神学校のため (復活節第 4主日 4月 17日) 

・「佐賀聖ルカ教会」伝道所の働きのため 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：４月２０日（水）１０：３０ 

・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 ・説教者：池 星煕 司祭 

主教  元田作之進   伝道師 ミス ボイド  主教 ジョン マキム 

司祭  落合吉之助   伝道師 鈴木しげ子   司祭 小林彦五郎 

司祭  山口信太郎   司祭  大藤鋳三郎   主教 蒔田 誠 

司祭  大野敏之    主教  上田一良    司祭 木村信一 
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司祭  中島 修    主教  大久保直彦   執事 八木立三 

伝道師 斉藤伊佐子   司祭  大木弘行    司祭 島田忠雄 

 

◆２０１６年度入学礼拝  ご加祷ください。 

聖公会神学院 

・日 時：４月５日（火）１４：００ ・場 所：聖公会神学院諸聖徒礼拝堂 

 ・新入生：ヨシュア 上原成和（沖縄教区・特別聴講生）  

ヤ コ ブ  荻原 充 （東京教区） 

◆ウイリアムス神学館 

・日 時：４月６日（水）１１：００ ・場 所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

・入学予定者： ル カ  宮田裕三 (神戸教区） 

                バルナバ 永野拓也（神戸教区） 

         

◆銀座朝祷会（毎月第２・第４火曜７：３０ 場所：ルノアール銀座昭和通り店） 

第８９５回 ４月１２日（火）  第８９６回 ４月２６日（火） 

  

◆第１２６（定期）教区会（３月１９日開催）決議・選挙結果等について 

1. 決議 

 1) 「諸聖徒幼稚園に感謝表明の件」を承認 

 2) ２０１５年度教区会計（一般会計、特別会計、収益事業会計）決算案を承認 

3)「国の誤った強制隔離政策により様々な人権侵害を受け、差別と偏見の苦しみの中にあった 

     ハンセン病患者・回復者に対する謝罪表明の件」を承認   

4) 「日本聖公会東京教区施行規則改正の件」は継続審議 

2. 常置委員選挙結果 (敬称略) 

司祭 佐々木道人、 司祭 笹森田鶴、司祭 高橋宏幸（補欠：司祭 中川英樹） 

黒澤圭子、後藤務、松田正人（補欠：吉松さち子） 

常置委員長：高橋宏幸司祭  書記：黒澤圭子 

3. 監事指名 (敬称略) 

２０１６年度教区監事に, 伊藤隆、鈴木幸夫の各氏を指名。 

  

管区・他教区等 

 

◆京都教区聖職按手式  ご加祷ください。 

パウラ 麓 敦子 聖職候補生が公会の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） 

・説教者：司祭 パウロ 北山 和民 
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◆訃 報 

 パウロ 梅本芳哉司祭（東京教区退職）２月２３日 逝去されました。（享年８３歳） 

ステパノ 米村路三司祭 (東京教区退職）３月１７日 逝去されました。（享年８６歳） 

テモテ  佐藤光道司祭（東北教区退職）３月２４日 逝去されました。（享年８０歳）  

 

召された魂の平安とご家族への慰めをお祈りいたします。 

 

 

教区事務所便りは教区のホームページにも順次掲載します。       


