◇５月の代祷・信施奉献先
▽柏聖アンデレ教会のため▽ア
ジア・エキュメニカル週間
︵５・ 〜 ︶▽名古屋学生青
年センターのため▽カパティラ
ンの働きのため▽葛飾学園︵サ
ンピエール・保育園︶のため
◆教役者レクイエム
５月 日︵水︶ 時半
主教座聖堂
説教 植田仁太郎主教
▽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▽司祭井原泰男
▽宣教師ミス・メアリー・Ｆ・
チャンドラー▽司祭西村哲郎▽
司祭矢澤信夫▽司祭佐藤信康
▽ 東京聖テモテ教会・神愛教
会共催︽ペンテコステ・ヴィジ
ルの礼拝︾
日 土( )時︑東
17

京聖テモテ教会︒司式・説教＝
▽横浜教区浦安伝道所︽オリー
竹内謙太郎司祭︑奏楽＝両教会 ブの実コンサート〜初夏のそよ風
オーガニスト︒照会℡ ３(８１ にのせて︾
日 土( )時︑Ｊ
１ ５)８３６・会場教会︒
Ｒ京葉線新浦安駅前・浦安市民プ
▽ 死者と残された者のための ラザＷａｖｅ１０１︒室内楽と女
レクイエム
日 土( ) 時半︑ 声コーラス︒無料︒照会℡０４７
神田キリスト教会︒小島弥寧子
３(５４ ２
)５１６・同伝道所︒
▽ 東京教区﹁正義と平和協議
( ・
)高柳章江 ( ︒
)無料 会
(
場献金 ︒)照会℡
３(２５１ ) 会便り﹂ 同協議会から発行・
４９８１・会場教会︒
配布されている︒

終電を待つ地下鉄の駅︑いつものよう
にホームで立っていた︒列車が近づき︑
至近距離になったとき︑列車に飛び込む
自分の幻影が見えた︒我に
返り︑数歩ばかり後ろに下
がった︒
うつ病になったことを認
識した瞬間だった︒我に返
ることがなければそのまま
自殺をしていたのかもしれ
ない︒仕事を辞めストレス
から開放されても︑体に現
われる症状はすぐには改善
されない︒自らをコントロ
ールできるようになるまで
は︑トンネルの中を歩いて
いるようだった︒４人の小
さな息子たちは止まることなく日々成長
していく︒息子たちは将来の夢を語るこ
とがある︒﹁科学者になりたい﹂﹁ゴセ

03

14

22

14

︽
掲載記事転用の場合は事前連絡のこと︾

イジャーになるんだ﹂息子たちとゆっく
り会話をすること︑一緒に食事を取るこ
と︑一緒にお風呂に入ること︒ほとんど
出来ていなかった︒
この春から保育園の保育料が最
低収入層になり︑経済的に成り立
っていない事実を突きつけられて
いる︒それでも生活が出来ている
ことは妻の努力に他ならない︒最
近は３歳の息子が食前の感謝の祈
りを捧げている︒﹁天の神様の言
うとお りア ーメ ン︑ いた だきま
す﹂手遊びの一節だが素敵なお祈
りだ︒毎日この小さな祈りを聴き
ながら︑自分が生かされているこ
とを感謝し︑妻に感謝し息子たち
に感謝し神に感謝している︒人と
出会い神と出会い︑そして生かされてい
る毎日を大切に生きていきたいと思って
︵東京聖マリア教会信徒︶
いる︒

-4-1-

５月１６日〜２９日

03 So

天の神様の言うとおり

Or

今 週・来週 の 予 定

22

≪み 手 の な か で≫
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22
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日本聖公会東京教区

東京教区時報

三
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2010 年５月１６日発行

１６
（日）復活節第７主日
主教巡回
立教学院諸聖徒礼拝堂
教区合同堅信式
外濠Ｇ教会協議会
山手Ｇ教会協議会
多摩Ｇ教会協議会
環状Ｇ教会協議会
１７
（月）人権委員会
フェスタ・礼拝部会
１８
（火）合同委員長会
１９
（水）教役者レクイエム
２０
（木）聖職養成委員会
城南Ｇ牧師協議会
財政委員会
２１
（金）多摩Ｇ牧師協議会
礼拝音楽委員会
２２
（土）礼拝音楽：ベストリーツアー
２３
（日）聖霊降臨日
主教巡回
大森聖アグネス教会
２４
（月）ハラスメント防止委員会
２５
（火）銀座朝祷会
日本聖公会総会
（〜27日）
２８
（金）正義と平和協議会運営
委員会

宮

第１１６５号

２０１０年５月１６日（第１１６５号）

２(９５８ ５)８６１ 担(当者 ︒)
▽ガザから世界へー私たちの
求める平和と人権 教区﹁エル
サレム協働委員会﹂共催︑パレ
スチナ人権センター代表ラジ・
スラーニ弁護士来日講演と対談
出(川展恒ＮＨＫ解説委員 ︒)
日 土( )時︑立教大学池袋キャ
ンパス８号館８１０１教室︒資
料代５百円︑予約不要・通訳あ
り︒照会℡ ３(８３５ ２)１１
０＝ヒューマンライツ・ナウ︒
▽ 聖マーガレット教会・榛名
新生会訪問バスツアー ６月２
日︵水︶８時半立教女学院正門
出発︒鈴木育三執事のご案内で
施設見学と聖餐式︒参加費３千
円 昼(食代千 円別途 ︒)申込期
限＝５月 日︒照会℡ ３(３３
４ ２)８１２・同教会︒
03

14

23
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﹇第４条２＝前項第３号に規定
する主教候補者の推薦理由を聴
く会の実施は次の通りとする︒
推薦者は被推薦者についての
推薦 理 由 と必 要 な 事柄 を 述 べ
る︒ 推薦者は︑被推薦者に事
前に打診し︑被推薦者がこの会
における推薦を辞退した場合に
は︑推薦してはならない︒ 東
京教区の聖職・信徒は︑主教選
挙教区会の聖職議員ならびに信
徒代議員に対して候補者につい
ての情報を提供するため︑この
会において︑主教選挙教区会にお
ける議席の有無にかかわらず推薦
者となることができる︒第４条３
＝本条第１項３号に記した主教候
補者の推薦理由を聴く会における
候補者の推薦は︑主教選挙教区会
における候補者の推薦を制約しな
い﹈︒

︽
掲載記事転用の場合は事前連絡のこと︾

50

15 13

04

◇ 委員長人事︵４月 日付︶
司祭 山口千寿 教区費分担金
制度検討特別委員会委員長委嘱
で︑オルターギルド研修の一環と
して 日 土( に)開催︒詳細は各
教会・礼拝堂へ案内の通り︒目白
聖公会 時・清瀬聖母教会 時
半・練馬聖ガブリエル教会 時
分の各集合時間厳守︒照会℡
３(４９２ ２
)９８２・東京聖
マリア教会佐久間執事宛︒
▽障関連発足７周年記念イベ
ント︽ねこはしる︾
障
｢がい
者 関｣連活動連絡会主催によるメ
ルヘン・コイノニア再建支援の
ための募金活動︒ 日 土( )時
開演︒出演は語り＝川島昭恵︑
サクソフォン・カルテット＝尚
美学園大学学生︑コーラス＝立
教学院聖歌隊ＯＢ／ＯＧ有志︒
会場・後援＝目白聖公会︒入場
料＝千５百円 大(学生千円︑中・
高生５百円︶︒照会＆申込℡
14

東京教区主教選挙特別委員会
委員長 司祭 高 橋 顕

(2)

▽ ハラスメント防止のための
説明会・研修会開催 各教会・
礼拝堂宛案内の通り︑教区ハラ
スメント防止委員会は教会グル
ープの協力を得て順次︑説明会
(分間 ・)研修会 ２(時間 を)交
互に開催する︒ ＊環状Ｇ 説[明
会 ]日 本(日 )時〜 時半︑
練馬聖ガブリエル教会︒ ＊城
南Ｇ 研[修会 ６]月５日 土( )時
半〜 時半︑教区会館︒グルー
プを越えての参加自由︒無料︑
予約不要︒照会先は案内ポスタ
ー参照︒７月以降順次掲載︒
▽礼拝音楽委員会主催ベストリ
ーツ アー 明 日が申 込期限
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22
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し過ぎていないか︑主教の決断を
正しくサポートすることも重要で
ある︑という振返りも示された︒
その後 分間︑各８名ほどのグ
ループに分かれ﹁東京教区に求め
られる主教像﹂について話し合た
後︑内容を全体で分かち合った︒
その内容は︑主教職は一人ではで
きない︑教区全体で主教職を担
い支える姿勢が大切である︑主
教は 教 区 の一 致 を 現す 方 で あ
る︑指導力が求められている︑
霊的・組織的な指導者である︑
主教選挙に向かって事前に候補
者を良く知る努力が必要︑教区
の信徒・ 聖職一人一人みんなが
自分の問題として主教選挙に向
かうことが大切である︑という
ことを主に分かち合った︒
来る６月 日には以下の東京教
区主教選挙特別委員会規則のもと
﹁主教選挙候補者の推薦理由を聴
く会﹂を行う︒ぜひお集まりを︒

(1)
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︻クローズアップ︼
懇談会﹁東京教区に
求められる主教像﹂
去る５月８日 土
( )時から
時まで聖アンデレホールにて︑懇
談会 東｢京教区に求められる主教
像 が｣行われた︒東京教区主教選
挙特別委員会の主催による会で︑
参加者は 名︒開会祈祷後の
分間は︑事前に郵送・配布された
諸委員会等の教区会報告を参考資
料とする前提で︑各委員会等を通
しての教区の現状や課題を認識し
合う時を一同で持った︒各委員長
や委員の視点で意見や気づきが述
べられたが︑個人的な見解を含め
ながらも︑教区の働きや課題を信
徒・聖職みんなが主体となって取
り組むことの大切さ︑教区の働き
や将来についての明確なビジョン
を持つことの重要性︑各教会がま
ず活発であることの大切さ等が話
された︒同時にまた︑主教に依存
60
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(3)

２０１０年５月１６日（第１１６５号）
２０１０年５月１６日（第１１６５号）

