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主 教 動 静 

６月 １ 日（水） ナザレ修女会 

   聖路加財団常務会 

   総会前臨時主教会 

 ２ 日～４日 定期総会  

 ５ 日（日） 葛飾茨十字教会 

   聖マーガレット教会 

 ７ 日(火) 同宗連総会 

 ９ 日(木) 主教座聖堂活動委員会 

 １０ 日(金) 教区再編成準備室 

 １１ 日(土) 滝乃川学園聖三一礼拝堂 

   午後２時４６分の黙想と祈り (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １２ 日（日） 牛込聖公会聖バルナバ教会 

   神田キリスト教会 

 14 日～１６日 主教会 (岐阜) 

 １７ 日(金) 下町 G 牧師協議会  

   常置委員会 

 １９ 日（日） 聖愛教会 

   カフェ エクレシア 

 ２０ 日～２２日 教役者宿泊研修会 (箱根) 

 ２２ 日（水） 聖職養成委員会 

 ２３ 日(木) ナザレ修女会 

   沖縄週間を覚えての祈り (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２４ 日(金) 聖路加財団理事会  

   主事会議 

 ２６ 日（日） 阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 

 

委員会・集会等 

６月 ３ 日（金） 14:00 教区事務所職員会議 

   18:30 教役者会 
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 ７ 日（火） 19:00 フェスティバルイベント部会 

   19:00 フェスティバル礼拝部会 

 ８ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 ９ 日（木） 10:00 主教座聖堂活動委員会 

   19:00 2017 教区大キャンプ準備会 

 １０ 日(金) 19:00 教区再編成準備室 

 １１ 日(土) 14:00 午後２時４６分の黙想と祈り (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １３ 日(月) 18:30 財政委員会 

 １４ 日(火) 18:30 礼拝音楽委員会 

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

   18:30 教区再編成準備室 宣教牧会エリア部会 

   19:00 信仰と生活委員会 

 １６ 日（木） 19:30 教財務サービス委員会 

 １７ 日(金) 15:30 下町 G 牧師協議会 (聖ルカ礼拝堂) 

   16:00 主教座聖堂礼拝担当者会 

   18:30 常置委員会 

   18:30 人権委員会 

 １９ 日(日) 14:00 外濠 G 教会協議会  

 ２０ 日～２２日  教役者宿泊研修会 (箱根) 

 ２２ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   18:30 聖職養成委員会 

 ２３ 日（木） 19:00 沖縄週間を覚えての祈り (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２４ 日(金) 11:00 主事会議 

 ２５ 日（土） 14:00 教区青年会 (東京諸聖徒教会) 

     

     

 

 お知らせ 

◆代祷・信施奉献先 （6 月） 

・葛飾学園(サンピエール・保育園)のため 

・地球環境のために祈る日 （6月 5日に近い日 6月 5日） 

・東京教区神学生のため （聖霊降臨後第 2主日  5月 29日） 

・沖縄週間 （6月 19日～25日） 

・沖縄・ぎのわんセミナーハウスの働きのため 

・きぼうのいえのため 
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◆教役者逝去者記念聖餐式 

日 時：６月１５日（水）１０時３０分 場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

説教者：須賀義和 司祭 

司 祭 山縣与根二   伝道師 梅本惣吉    司 祭 山縣雄杜三   

伝道師 伊木久次郎   司 祭 東 信行    伝道師 山口千里   

司 祭 秋山基一   司 祭 宅間信基    司 祭 寺井俊健   

伝道師 山田チヨ   司 祭 堀 正一    司 祭 山崎正雄     

司 祭 大野俊朗          司 祭 柴田通三 

 

◆教役者宿泊研修会 

・日時：６月２０日(月)～６月２２日(水）  ・会場：箱根スコーレプラザホテル 

・主催：聖アンデレ主教座聖堂 

・主題：ゆっくり休み ゆっくり語り合う  ・申込締切: ６月８日(水) 

 

◆沖縄週間を覚えての祈り 

・日時：６月２３日(木) １９時 ・場所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司式：大畑喜道主教      ・お話：林直子姉（月島聖公会信徒・GFS リーダー） 

 

◆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８９９回 ６月１４日（火）  第９００回 ６月２８日（火） 

 

◆礼拝を歌う  その 1 (礼拝音楽委員会主催  奏楽者研修会 )  

聖餐式のサービスミュージック  ～チャント～  

・日時：６月１８日（土）１０ :００～１６：００   

・場所：阿佐ヶ谷聖ペテロ教会   ・講師：松本正俊司祭（中部教区）  

・会費：１，０００円             ・申込締切  ：６月１３日 (月 ) 

・祈祷書、昼食は各自ご準備ください。  

 

◆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。 

 

   

  

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。 


