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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 

７月 １ 日（金） 教区事務所職員会議 

   教役者会 

 ２ 日（土） 教区フェスティバル連絡会 

 ３ 日（日） 東京聖テモテ教会 

   神田キリスト教会 

 ５ 日(火)  香蘭女学校理事会 

 ８ 日（金） 立教学院理事会 

   教区再編成準備室 

 １０ 日（日） 聖マーガレット教会 

 １１ 日（月） 常議員会（管区） 

 １３ 日（水） 常置委員会 

 １６ 日（土） J コプティ司祭講演会 (パレスチナ・ 中東情勢と教会の働き) 

 １７ 日(日) 小金井聖公会 

 １９ 日(火)  聖路加財団常務会 

 ２０ 日(水)  教区教役者逝去者記念聖餐式 （聖アンデレ主教座聖堂） 

 ２１ 日(木)  立教女学院理事会 

 ２２ 日(金)  下町 G 牧師協議会 (聖ルカ礼拝堂) 

 ２４ 日（日） 千住基督教会 

       聖アンデレ教会堅信式 

 ２６ 日～２８日 聖公会保育者連盟大会 （京都） 

 ２９ 日(金)   教区事務所主事会議 

         聖職養成委員会 

 ３１ 日(日)   聖マーガレット教会 

 

委員会・集会等 

７月 １ 日(金)   14:00   教区事務所職員会議 

 ２ 日（土） 15:00 教区フェスティバル連絡会 

   17:00 礼拝部会・イベント部会 

 ５ 日（火） 14:00 外濠 G 牧師協議会  (東京諸聖徒教会) 
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 ５ 日（火） 18:30 広報委員会 

 ６ 日（水） 18:30 教区再編成準備室組織部会 

 １１ 日（月）  14:30 午後 2 時４６分の黙想と祈り (聖アンデレ主教座聖堂) 

   18:30 財政委員会 

 １２ 日（火） 18:30 人権委員会 

 １３ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   18:30 常置委員会 

   18:30 礼拝音楽委員会 

 １４ 日（木） 13:30 山手 G 牧師協議会 (東京聖十字教会) 

   13:30 環状 G 牧師協議会 (立教諸聖徒礼拝堂) 

   18:30 ハラスメント防止委員会 

 １５ 日（金） 15:00 城南 G 牧師協議会 (三光教会) 

 １６ 日（土） 14:00 J.コプティ司祭講演会 (パレスチナ・中東情勢と教会の働き) 

    正義と平和協議会・運営委員会 

 １７ 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 (清瀬聖母教会) 

 ２０ 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) 

   16:00 主教座聖堂礼拝担当者会 

   19:00 信仰と生活委員会 

   19:00 2017 教区大キャンプ準備会 

 ２２ 日（金） 15:30 下町 G 牧師協議会 (聖ルカ礼拝堂) 

 ２３ 日（土） 14:00 教区青年会 (東京諸聖徒教会) 

 ２４ 日（日） 14:30 城南 G 教会協議会 (真光教会) 

   15:00 山手 G 教会協議会  (聖愛教会) 

 ２７ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   14:30 多摩Ｇ牧師協議会 (八王子復活教会) 

 ２９ 日（金） 11:00 教区事務所主事会議 

   18:30 聖職養成委員会 

 ３１ 日（日） 14:00 下町Ｇ教会協議会 (神田キリスト教会) 

                     

 お知らせ 

◆代祷・信施奉献先（7 月） 

・海の主日（７月第２主日：７月１０日） 

・アジア学院の働きのため 

・在日外国人人権問題のため 

・聖公会八王子幼稚園のため 

・滝乃川学園のため 
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◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：７月２０日（水）１０:３０～   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：佐久間恵子 執事 

司祭 堀江議作   司祭 後藤粂吉   執事 永田保治郎   司祭 多川幾造 

司祭 Ｅ・Ｈ・アーノルド 司祭 吉野秀幸   伝道師 ミス マンダー  

   

◆第２６回 お話を聴く会 （主催：教区障がい者関連活動連絡会） 

  ― 共に学ぼう 「障害者権利条約」― 

・日 時：７月２日（土）１１:００～   ・会 場：牛込聖公会聖バルナバ教会  

・お話：佐原眞氏 (特定非営利活動法人コイノニア管理者・施設長)               

・会 費：500円（他に昼食代 500円） 

     

◆合同こどもキャンプ２０１６ (主催：東京教区信仰と生活委員会 ＳＳネットワーク) 

・日 時：７月２７日(水) ～ ２９日(金)   ・場 所：清里フォレスターズ・キャンプ場 

・費 用：18,000円   ・参加対象：小学生 

＊定員に達しましたので、申込みはすでに締め切っております＊ 

 

◆２０１６年度 夏の中高生世代キャンプ（主催：東京教区中高生キャンプ準備会） 

                                  （東京教区信仰と生活委員会/聖アンデレ主教座聖堂聖堂） 

・日 時：８月１８日（木）～２１日（日） 

・場 所：日本バイブルホーム（群馬県）  ・費 用：25,000円〈家族割引あり〉 

・キャンプ・チャプレン：中川英樹 司祭   ・スタッフ：太田信三 執事 

・締切日：７月１８日（月）必着 

・問合先：tokyo.camp2013@gmail.com 

 

◆第１１回 聖歌集を歌う会（主催：礼拝音楽委員会） 

・日 時：８月５日（金） ～ ６日（土） 

・場  所：箱根スコーレプラザ 

・参加費：11,000円（宿泊・食事・保険含む） 

・締切日：７月２５日（月） 

 

◆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９０１回 ７月１２日（火）  第９０２回 ７月２６日（火） 
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◆講演会: パレスチナ・中東情勢と教会の働き  

(共催：教区正義と平和協議会 信仰と生活委員会・人権委員会) 

・日 時：７月１６日（土）１４:００～   ・会 場：聖アンデレ主教座聖堂 

・お話：司祭 ジョージ コプティ師  

（エルサレム及び中東聖公会エルサレム教区ヨルダン聖パウロ教会牧師） 

 ・席上献金：エルサレム教区を通して難民支援のために捧げられます。 

 ・参加費：500円 

 

◆訃 報 

 ベルナール 遠山隆夫 司祭 (東京教区退職) ６月２７日逝去されました。(享年９１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。 

 

◆教区事務所夏季休業について   

８月１５日（月）～１９日（金） 一斉休業させていただきます。 

 

◆外部侵入者による現金等盗難について 

夏季キャンプや教役者の夏季休暇等により、教会定住者が留守となる時期を迎えます。現金・通帳・

印鑑などについて保管場所の適否を改めて確認するなど防犯対策を十分に講じて下さい。 

 

◆キャンプ等夏季行事について 

キャンプ等夏季行事を行う場合、教会・礼拝堂が行う行事であるのか又は有志による行事であるのか

主催者責任を明確にしておく必要がありますのでご注意ください。 

また、万一の事故発生に備えて、事前に、安全への配慮および事故時の対応策（保険加入等）を十分

に講じておくことも必要です。 

 

◆教役者の休暇取得について 

休暇を取得する場合は、事前に必ず所定の書式に記入のうえ、教区主教あてに提出願います。 

（送付先は教区事務所） 

 

 

 

 

教区事務所便りは教区のホームページにも掲載しています。 


