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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 

１２月 1 日（木） 主教座聖堂活動委員会 

   女性に対する暴力の根絶を求めて祈る礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２ 日（金） 常議員会（管区） 

   拡大聖職会 

 ４ 日（日） 聖アンデレ教会 

   聖マーガレット教会 

 ７ 日（水） 聖路加財団常務会 

 ９ 日（金） 下町 G 牧師協議会 

   教区再編成準備室 

 １０ 日（土） 立教女学院クリスマス礼拝 

 １１ 日（日） 聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂 

   午後２時４６分の黙想と祈り（聖アンデレ主教座聖堂） 

   教区合同堅信式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １２ 日（月） 聖路加財団常務会 

 １４ 日（水） 神田キリスト教会 

   常置委員会 

 １５ 日（木） 立教女学院理事会評議員会 

 １７ 日（土） 香蘭女学校クリスマス礼拝 

   香蘭女学校理事会 

 １８ 日（日） 神田キリスト教会 

 ２１ 日（水） 教役者逝去者記念聖餐式（聖アンデレ主教座聖堂） 

 ２４ 日（土） 神田キリスト教会クリスマス礼拝 

 ２５ 日（日） 池袋聖公会 

 ２７ 日（火） 教区事務所主事会議 

 ２８ 日（水） 教役者会 

 

委員会・集会等 

 １ 日（木） 16:00 主教座聖堂活動委員会 

   19:30 女性に対する暴力の根絶を求めて祈る (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２ 日（金） 14:00 教区事務所職員会議 

   14:00 人権委員会 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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 ２ 日（金） 19:00 拡大聖職会 

 ３ 日（土） 10:00 アコライト研修会 (三光教会) 主催：礼拝音楽委員会 

   13:00 障関連 「みんなでつくるクリスマスパーティ」 （目白聖公会） 

 ６ 日（火） 14:00 外濠 G 牧師協議会 (東京諸聖徒教会) 

   18:30 教区再編成準備室組織再構築部会 

 ７ 日（水） 19:00 災害対応チーム 

 ９ 日（金） 18:30 教区再編成準備室 

   15:30 下町 G 牧師協議会 (聖ルカ礼拝堂) 

 １０ 日（土） 14:00 正義と平和協議会 講演会 （教区会館） 

    「沖縄そして在日外国人から私たちの内なる差別を考える」 

   16:30 信徒対象勉強会  「堅信前の陪餐」 （聖アンデレ主教座聖堂） 

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

   15:30 教区合同堅信式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

   17:30 講演会 ～５年９か月を経た釜石の変化と現状～ 

    (聖アンデレ主教座聖堂)   主催：災害対応チーム 

 12 日（月） 18:30 財政委員会 

   18:30 ハラスメント防止委員会 

 １４ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   19:00 常置委員会 

   19:00 礼拝音楽委員会 

 １８ 日（日） 14:00 外濠 G 教会協議会 (東京諸聖徒教会) 

 ２１ 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） 

   10:30 教区資料保全委員会 

 ２７ 日（火） 16:00 教区事務所主事会議 

 ２８ 日（水） 18:30 教役者会 

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先（12月） 

  ・世界エイズデー (12 月１日) 

・野宿生活者支援のため 

・日本聖書協会の働きのため 

・難民・移住労働者のため 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：12 月 21 日（水）10：30  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：主教 大畑喜道 

司祭 富田孫太郎  司祭 清田海一郎  司祭 吉沢直江 

主教 佐々木鎮次  司祭 奥村 亮    司祭 貫 民之介 

司祭 今宮良治 司祭 岩井祐彦    司祭 竹内 寛 
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主教 工藤義雄 司祭 加藤九十九  司祭 秋吉光雄 

司祭 堀江 清 司祭 櫻井 享 

 

◆教区合同堅信式 

・日 時：12 月 11 日（日） 15：30   

・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

 堅信志願者推薦書は 12 月 3 日（土）までにご提出ください。(期限厳守） 

◆女性に対する暴力の根絶を求めて祈る 

・日 時：12 月 1 日（木）19：30  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司 式：主教 大畑喜道       ・説 教：司祭 笹森田鶴 

 

◆第１６回 みんなでつくるクリスマスパーティー 

（共催 「障がい者」関連活動連絡会・外濠Ｇ教会協議会、後援 信仰と生活委員会） 

・日 時：12月 3日（土） 13:00 

・場 所：目白聖公会   ・参加費：500円  

 

◆正義と平和協議会 講演会   

  沖縄そして在日外国人から私たちの内なる差別を考える 

・日 時：12 月 10 日（土）14：00  ・場 所：教区会館 3 階 

・上原榮正 沖縄教区主教  卓志雄 東京教区宣教主事 

 

◆信徒対象勉強会 「堅信前の陪餐」(主催：聖アンデレ主教座聖堂) 

  来年１月からの実施に向けて、神学的、または具体的な実践などを学びます。  

・日 時：12 月 10 日（土）16：30  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・講 師：市原信太郎司祭 （中部教区司祭 東京教区主教座聖堂活動委員） 

・参加費無料、申し込み不要。 どなたでもご出席ください。 

 

◆講演会 ～５年９か月を経た釜石の変化と現状～（主催：教区災害対応チーム） 

  ・日 時：12 月 11 日（日）17：30  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・お話し：海老原祐治 釜石支援センター望代表 

 

◆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 909 回 12 月 13 日（火）   第 910 回 12 月 27 日（火） 

 

◆年末調整関係書類の提出について（教役者） 

提出期限が 12月 2日（金）となっておりますので、期限厳守にてご提出下さい。 

 

◆教区事務所への送金について 

教区会計の決算日は 12月末日ですが、当日は銀行が休業となりますので、教区としての 
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受取最終日は 12月 30日（金）となります。 

最終日直前の送金は、ご利用の金融機関によっては教区の受取りが翌年になることがあり、 

教区の会計処理に影響が出ますので、入金日を確認するなどご注意ください。 

 

◆教区事務所の年末・年始休業について 

12月 30日（金）から 1月 9日（月）まで休業させていただきます。 

 

◆日本聖公会「年次統計報告書」作成について 

12月中旬に書式一式を各教会・礼拝堂あてにメールにてお送りいたしますので、 

期限（2017年 1月 31日）厳守にてご提出ください。 

 

◆訃 報  

   ・セントジョージ 八木成之主教 (京都教区退職) １１月１０日 逝去されました。（享年８７歳） 

   ・ダニエル 佐藤俊次 司祭 (横浜教区退職) １１月１５日 逝去されました。（享年９０歳） 

   ・ダニエル 大塚勝司祭 (京都教区退職) １１月２９日 逝去されました。（享年７８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ています。 


