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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 

１月 １ 日（日） 神田キリスト教会 

 ７ 日(土) 教区新年礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ８ 日（日） 神田キリスト教会 

 １０ 日(火) 聖職養成委員会 

 １１ 日（水） 聖ルカ財団常務会 

 １２ 日（木） 信仰と生活委員会 

 １３ 日（金） 下町 G 牧師協議会 (聖ルカ礼拝堂) 

   教区再編成準備室 

 １５ 日（日） 教区青年会との会合 

 １７ 日(火) 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） 

 １９ 日（木） ナザレ修女会 

 ２０ 日(金) 教区事務所職員会議 

   教区再編成準備室組織再構築部会 

 ２３ 日（月） 教区再編成準備室作業部会 

 ２４ 日（火） 主教座聖堂理事会 

 ２７ 日（金） 教区事務所主事会議 

 ２９ 日（日） 下町 G 教会協議会 (神田キリスト教会) 

   被献日前光の礼拝 キャンドルマス (聖アンデレ主教座聖堂) 

 

委員会・集会等 

１月 ７ 日（土） 10:30 教区新年礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １０ 日（火） 18:30 聖職養成委員会 

 １１ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   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 教区再編成準備室宣教牧会エリア部会 

 １２ 日（木） 16:30 主教座聖堂教育担当者会 

   18:30 信仰と生活委員会 

 １３ 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 教区再編成準備室 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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 １５ 日（日） 18:00 東日本大震災、また世界各地の自然災害を憶えて祈る 

    環状 G 教会協議会 （練馬聖ガブリエル教会） 

 １７ 日（火） 18:30 常置委員会 

   19:00 教財務サービス委員会 

 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 (聖愛教会) 

   13:30 環状 G 牧師協議会 (立教諸聖徒礼拝堂) 

   16:00 正義と平和協議会運営委員会 

   18:30 広報委員会 

 ２０ 日（金） 11:00 教区事務所職員会議 

   18:30 教区再編成準備室組織再構築部会 

 ２２ 日（日） 14:00 城南 G 教会協議会  (聖パウロ教会) 

   14:00 山手 G 教会協議会  (聖愛教会) 

   14:00 多摩 G 教会協議会  (聖パトリック教会) 

   15:00 環状 G 教会協議会  (阿佐ヶ谷聖ペテロ教会) 

 ２３ 日（月） 19:00 礼拝音楽委員会 

 ２４ 日（火） 19:00 主教座聖堂理事会 

 ２５ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 ２７ 日（金） 11:00 教区事務所主事会議 

 ２８ 日（土） 14:00 教区青年会 (東京諸聖徒教会) 

 ２９ 日（日） 14:30 下町 G 教会協議会（神田キリスト教会） 

   17:00 被献日前光の礼拝 キャンドルマス (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ３１ 日（火） 18:30 財政委員会 

     

 

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先（1 月） 

・主教座聖堂の働きのため 

・視覚聴覚障害者伝道のため 

・聖救主福祉会（深川愛の園・まこと保育園、善福寺愛の園）のため 

・カパティランの働きのため 

・タイ・チェンマイの HIV/AIDS の方々・難民・移民の自立支援のため 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：1 月 18 日（水）10:30   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 高橋宏幸 

司祭 森 尭道 司祭 前島 潔 司祭 小島茂雄 
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主教 アボット・ヴァイアル 司祭 竹田眞二 司祭 福島國五郎 

司祭 細貝岩夫 主教 黒瀬保郎 司祭 柳原 光 

司祭 レイモンド・ハンマー 司祭 横地 諌 司祭 佐藤 裕 

   

◆東日本大震災、また世界各地の自然災害を憶えて祈る 

 （奇数月 第 3 日曜日午後 6 時 ～各教会グループの祈り～） 

・日 時：1 月 15 日（日）18:00 ・場 所：練馬聖ガブリエル教会 (環状教会グループ) 

・お話し：司祭 矢萩新一 (管区総主事) 

 

◆被献日前光の礼拝 キャンドルマス 

・日 時：1 月 29 日（日）17:00   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司  式：主教 大畑喜道            ・説教者：司祭 佐々木道人 

 どなたでもご参加いただけます。 

    

◆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 911 回  1 月 10 日（火）  第 912 回 1 月 24 日（火） 

 

◆教会グループ 2017度幹事教会 

城南：真光教会  外濠：東京諸聖徒教会  下町：浅草聖ヨハネ教会 

山手：聖愛教会   環状：池袋聖公会     多摩：聖パトリック教会 

 

◆日本聖公会「年次統計報告書」作成について 

期限（1月 31日）厳守にて２部ご提出ください。なお、教会に「控」を保管してください。 

 

◆受聖餐者総会資料（決議録）の提出について 

２月中を目処に教区事務所あて２部お送りください。 

 

◆イベント情報提供について 

各委員会および各教会、各教会グループはイベントを計画した場合、詳細について速やかに 

教区事務所および広報委員会までお知らせください。 なお、ポスター・ちらし等は 

教区事務所あて必ず２部お送りください。 

 

◆信徒奉事者認可申請について  

信徒奉事者の認可は 3 月 31 日が期限となっています。  4 月以降も引き続き信徒奉事者  

として推薦する場合は、2 月６日 (月 )までに届くように必要書類を教区事務所にお送りくださ

い。  
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新たに信徒奉事者として推薦する場合は、当該信徒の信仰歴や教会での奉仕内容などに  

ついて記した書類 （書式自由）を必ず添付して早めにお送りください。  

また、信徒奉事者として分餐奉仕をする場合は、信徒奉事者推薦と同時に「分餐奉仕許可

願」の旨を明記してご提出ください。  

 

◆訃  報  

 ウィリアム  村上達夫主教（東北教区退職）12 月２８日逝去されました。亨年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。  

 

 

教区事務所便りは教区のホームページにも順次掲載しています。 


