
 １ 

                                        No.6３６ 

                                             ２０１６年５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 

５月   １日（日）  聖マルコ教会 

   聖マーガレット教会教会委員会 

 ６ 日(金) 教区事務所職員会議 

   教役者会 

 ８ 日（日） 立教学院諸聖徒礼拝堂 

   教区合同堅信式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ９ 日（月） 聖公会保育者連盟理事会 

 １１ 日(水) ２時４６分の黙想と祈り (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １３ 日（金） 聖路加財団常務会 

   教区再編成準備室 

 １４ 日（土） 召命研修会（聖公会神学院） 

   ペンテコステヴィジル (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １５ 日(日) 聖パウロ教会 

   主教座聖堂理事会 

 １６ 日(月) 立教女学院評議員会 

 １７ 日(火) 立教女学院理事会 

   聖公会神学院評議員会 

   常置委員会 

 １８ 日(水) 教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２０ 日（金） 香蘭女学校理事会 

 ２４ 日（火） 立教学院評議員会 

 ２６ 日（木） 立教女学院理事会 

 ２７ 日(金) 主事会議 

   下町 G 牧師協議会 

   聖職養成委員会 

 ２８ 日(土) こどもフェスタ 2016  

   聖オルバン教会 

 ２９ 日(日) 浅草聖ヨハネ教会 

 ２９ 日(日) 八王子幼稚園理事会 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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 ３１ 日（火） 教区フェスティバル実行委員会 

  

委員会・集会等 

５月 ６ 日（金） 14:00 教区事務所職員会議 

   18:30 教役者会 

 ８ 日（日） 15:00 教区合同堅信式 （聖アンデレ主教座聖堂） 

 ９ 日（月） 18:30 財政委員会 

 １０ 日（火） 14:00 正義と平和協議会運営委員会 

   19:00 教区フェスティバル礼拝部会 

   19:30 教区フェスティバルイベント部会 

 １１ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   14:00 多摩 G 牧師協議会 (八王子復活教会) 

   14:30 ２時４６分の黙想と祈り（聖アンデレ主教座聖堂） 

   18:30 広報委員会 

 １２ 日（木） 13:00 環状Ｇ牧師協議会 (立教学院諸聖徒礼拝堂) 

   18:30 ハラスメント防止委員会 

   19:00 信仰と生活委員会 

   19:30 教財務サービス委員会 

 １３ 日（金） 16:00 主教座聖堂教育担当者会 

   19:00 教区再編成準備室 

 １４ 日（土） 9:00 召命研修会 (主催：聖職養成委員会) 

   17:00 ペンテコステヴィジル (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １５ 日（日） 14:30 多摩 G 教会協議会 (八王子復活教会) 

   15:00 環状 G 教会協議会 (立教学院諸聖徒礼拝堂) 

 １６ 日（月） 18:30 礼拝音楽委員会 

 １７ 日（火） 18:30 常置委員会 

 １８ 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) 

 １９ 日（木） 13:30 山手 G 牧師協議会 (東京聖十字教会) 

 ２０ 日（金） 13:00 城南 G 牧師協議会 

   18:30 人権委員会 

 ２２ 日（日） 14:00 城南 G 教会協議会 (香蘭女学校ビカステス館) 

   14:00 山手 G 教会協議会 (東京聖三一教会) 

 ２４ 日（火） 11:30 外濠 G 牧師協議会 (東京諸聖徒教会) 

 ２５ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 ２７ 日（金） 11:00 主事会議 

   15:30 下町 G 牧師協議会 (聖ルカ礼拝堂) 
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   18:30 聖職養成委員会 

 ２８ 日（土） 13:00 こどもフェスタ２０１６ (主催：東京教区 SS ﾈｯﾄﾜｰｸ) 

 ２９ 日（日） 14:30 下町 G 教会協議会 (葛飾茨十字教会) 

 ３１ 日（火） 19:00 教区フェスティバル実行委員会 

     

お知らせ 

◆教区合同堅信式   

日時：５月８日（日）１５：００  場所：聖アンデレ主教座聖堂 

堅信志願者のある教会・礼拝堂は「志願者推薦書」を５月２日（月）までに 

教区事務所に提出して下さい（締切日厳守） 

 

◆代祷・信施奉献先 （５月） 

・国際こども学校の働きのため 

・アジア・エキュメニカル週間 (5月 8日～14日) 

・教区こどもたちへの活動のため 

・東京教区成立 93周年 を覚えて（1923年 5月 17日） 

・教区青年活動のため 

・教区中高生世代活動のため 

          

◆教役者逝去者記念聖餐式 

日 時：５月１８（水）１０：３０  場所：聖アンデレ主教座聖堂 

説教者：大畑喜道主教 

司祭 末好万吉     司祭 伊東松太郎   伝道師 井原多美子 

司祭 Ｋ・Ｅ・ハイム  宣教師 ミス・メアリー・Ｆ・チャンドラー 

司祭 井原泰男     司祭 西村哲郎    司祭 矢澤信夫 

司祭 佐藤信康          司祭 松原剛 

 

◆召命研修会  (主催：聖職養成委員会) 

・日 時：５月１４日(土)  ９：００～１６：００ 

・場所：聖公会神学院  ・テーマ：「小さくされている人たちのために」 

・講師： 高瀬祐二聖職候補生 (滝乃川学園勤務) 

         菊地讓氏 (日本キリスト教団 山谷兄弟の家伝道所牧師・まりや食堂主宰) 

 

◆人権週間企画 ハンセン病差別の歴史を学ぶ （主催：人権委員会） 

 多磨全生園と映画「新・あつい壁」上映会  ・場所：国立多磨全生園 
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・日時：５月２８日(土) １１：００  ハンセン病資料館 自由見学、昼食 

            １３：００  映画「新・あつい壁」上映 

 

◆こどもフェスタ２０１６  (主催：ＳＳネットワーク) 

・日 時：５月２８日(土)  １３：００～１６：００ 

・場所：聖アンデレ教会 聖アンデレホール  ・参加費：ひとり３００円 

 

◆銀座朝祷会（毎月第２・第４火曜 ７：３０ 場所：ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ銀座 3 丁目ﾏﾛﾆｴ通店 

  第８９７回 ５月１０日 (火)   第８９８回 ５月２４日(火) 

 

◆聖アンデレ主教座聖堂からのお知らせとお願い◆ 

これまで第３主日午後６時から聖アンデレ主教座聖堂と各教会グループで実施していた 

東日本大震災を憶えて祈る礼拝を、東北教区で実施している毎月の記念礼拝と同時刻とし、 

「２時４６分の黙想と祈り」として５月より以下のようにおささげすることと致しました。 

●日時: 毎月１１日午後２時３０分より （曜日に関係なく実施します） 

●場所: 聖アンデレ主教座聖堂 

●共催： 聖アンデレ主教座聖堂と災害対応チーム 

また、各教会グループでこれまで実施していただいた礼拝につきましては、こちらからの 

呼び掛けは終えることとなりますが、今後それぞれのグループのご事情にあわせて展開してい

ただくようにお願いをすることになっております。引き続き皆様のご理解とご協力をお願いい

たします。 

 

◆災害対応デスクからのお願い◆ 

熊本地震（４月１４日、１６日）は、今なお活発な地震活動が続いております。関係する情報

は各教会、教役者、連絡窓口担当者の方宛にメイル・ファックス・ＨＰでお伝えしております。

各教会での分かち合いをお願いいたします。 

また、既にご案内の「九州地震被災者支援献金」につきましては、各教会・礼拝堂で取りまと

めていただき、東京教区宛にお願いいたします。災害対応デスクでは、今後も九州教区のご意

向を大事にし、管区とも連絡を取りながら状況の変化に対応していきます。 

 

 

◆定期健康診断について （健康診断は必ずお受け下さい） 

生活習慣病予防の健診を申し込まれた方は、ご自分の予約日に必ずお受け下さい。 

 

管区・他教区 
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 ◆横浜教区聖職按手式 ご加祷ください。 

  聖職候補生 パウロ窪田真人師、聖職候補生 テモテ 姜炯俊師が公会の 

執事に叙任されます。 

・日 時：５月２０日（金）１０：３０ 

・場 所：横浜教区聖アンデレ主教座聖堂 

・司 式：横浜教区主教 ローレンス 三鍋裕師   

・説教者：司祭 ステパノ 岡野保信 師 

 

◆東北教区聖職按手式 ご加祷ください。 

  聖職候補生 パウロ 渡部 拓師が公会の執事に叙任されます。 

・日 時：５月２１日（土）１１：００ 

・場 所：東北教区主教座聖堂・仙台基督教会 

・説教者：司祭 ステパノ 越山哲也 師 

 

◆日本聖公会第６２(定期) 総会 ご加祷ください。 

・日 時：６月２日（木）１０：００ ～ ４日（土）正午 

・場 所：日本聖公会センター（牛込聖公会聖バルナバ教会礼拝堂） 

 

 

           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。 

 


