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                                                      ２０１７年３月１日  

日本聖公会東京教区  

教 区 事 務 所 便 り 

URL  http://www.nskk.org/index.htm 

  委員会・集会等 

３月 ２ 日（木） 19:00 信仰と生活委員会 

 ３ 日（金） 18:30 広報委員会 

   19:00 教役者会 

 ６ 日（月） 18:30 教区再編成準備室組織再構築部会 

 ８ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   14:30 主教座聖堂活動委員会 

   18:30 常置委員会 

 ９ 日（木） 18:30 教区再編成準備室 

 １０ 日（金） 19:00 下町大空襲記念礼拝  (神愛教会) 

 １１ 日（土） 14:00 東日本大震災、また世界各地の自然災害を憶えて祈る 

    ～６年目の祈り～  （聖アンデレ主教座聖堂） 

   15:30 教区再編成準備室説明会 （聖アンデレ主教座聖堂） 

 １4 日（火） 13:00 多摩 G 牧師協議会 (聖パトリック教会) 

   18:30 財政委員会 

   19:00 聖職養成委員会 

 １５ 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) 

   17:00 正義と平和協議会運営委員会 

   19:00 教財務サービス委員会 

   19:00 フェスティバル委員会 

 １６ 日（木） 10:30 主教座聖堂教育担当者会 

   13:30 環状 G 牧師協議会 （立教学院諸聖徒礼拝堂） 

 １７ 日（金） 15:00 山手 G 牧師協議会 （聖愛教会） 

 １９ 日（日） 14:30 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 (東京聖マルチン教会) 

 ２０ 日（月・休） 9:00 第１２８（定期）教区会 （聖アンデレホール） 

 ２１ 日（火） 19:00 信仰と生活委員会 

 ２２ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   18:30 人権委員会 

   18:30 礼拝音楽委員会 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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 ２５ 日（土） 14:00 教区青年会 (東京諸聖徒教会) 

 ２６ 日（日） 14:00 城南 G 教会協議会 (聖ミカエル教会) 

   14:30 下町 G 教会協議会 （聖救主教会） 

   15:00 山手 G 教会協議会 (聖愛教会) 

 ３１ 日（金） 11:00 教区事務所主事会議 

   14:00 教区事務所職員会議 

     

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先 （３月） 

・東京教区神学生のため (大斎節第１主日 3 月 5 日) 

・東日本大震災を覚えて (3月 12日) 

・ぶどうのいえのため 

・つきしまキッズデイ 

・聖公会東京 311ボランティアチームの働きのため 

・女性の家 HELPのため 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：３月１５日（水）１０：３０ ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 市原信太郎 

伝道師 遠藤英子  司祭 松坂勝雄  司祭 内田茂二    主教 後藤真  

主教  八代崇    司祭  長沢義正  伝道師 岡本房子   司祭 林五郎  

司祭 米村路三   司祭  安倍騰    伝道師 林歌子      伝道師 長谷川喜多子 

司祭  岸本隆一    司祭  伊藤堅逸   司祭   宿谷栄     主教  斉藤茂樹 

司祭 洪恒太郎 

 

◆下町大空襲記念礼拝（主催：下町Ｇ教会協議会） 

・日 時：３月１０日（金）１９：００  ・場 所：神愛教会  

・司 式 : 神愛教会信徒 

・下町大空襲に関する映像を見る予定 

 

◆東日本大震災、また世界各地の自然災害を憶えて祈る ～６年目の祈り～ 

 ・日 時：３月１１日（土）１４：００ ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

 ・司 式：司祭 卓 志雄     ：お 話：福澤眞紀子 (聖ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ教会信徒) 

           どなたでもご参加ください。 

 

◆東京教区再編成準備室説明会（主催：東京教区再編成準備室） 

・日 時：３月１１日（金）１５：３０  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂  

３月２０日の教区会を控え、東京教区再編成準備室の活動と今後を説明いたします。 

どうぞご参集ください。 
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◆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９１５回 ３月１４日（火）  ・第９１６回 ３月２８日（火） 

 

◆第 128（定期）教区会開催     

 ・日 時：３月２０日（月・休）９：００ 

 ・場 所：（開会聖餐式）聖アンデレ主教座聖堂 （議場）聖アンデレホール 

  ・書 記：司祭 前田良彦  司祭 井口諭 

  ・信徒代議員に変更が生じている場合は、「教区会信徒代議員変更届」の提出が必要です。 

早めにご提出願います。 

 

◆2016 年度卒業礼拝  ご加祷ください。 

十 聖公会神学院 

・日 時：3 月 9 日（木）13:00 

・場 所：聖公会神学院 諸聖徒礼拝堂 

十 ウイリアムス神学館 

・日 時：3 月 17 日（金）11:00 

・場 所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

 

◆信徒奉事者推薦、分餐奉仕許可願提出について 

それぞれの方の任期は３月末日までとなっています。引き続き認可・許可を必要とする 

場合または新しく願う場合（継続ではなく再任を願う場合を含む）は至急書類を提出 

してください。 

なお、推薦または許可願が初めての信徒、あるいは継続ではなく再任を願う信徒の場合は、 

その信徒の信仰歴などを記載した書類（形式自由）の添付が必要です。 

 

◆堅信受領者総会資料・決議録の提出について 

未提出の場合は、資料および決議録を各２部ずつ至急教区事務所にお送りください。 

 

◆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・ちらし等については、教区事務所あて必ず２部お送りください。 

 

管区・他教区等     

 

  ◆神戸教区聖職按手式 ご加祷ください。 

   ・執事 イサク 坪井智師が公会の司祭に叙任されます。 

  ・執事 セバスチャン 浪花朋久師が公会の司祭に叙任されます。 

  ・聖職候補生 テモテ 遠藤洋介師が公会の執事に叙任されます。 

 ・日 時：３月２５（土）１０：３０   ・場 所： 神戸教区主教座聖堂(神戸聖ミカエル大聖堂) 



 ４ 

 ◆神戸教区第８６(臨時)教区会 ご加祷ください 

   ・日 時： ３月４日（土）１1：００  ・場 所： 神戸教区主教座聖堂(神戸聖ミカエル大聖堂) 

   

◆大阪教区第１１８(臨時)教区会 ご加祷ください 

   ・日 時： ３月１９日(日) １５：００   ・ 場 所： 大阪教区主教座聖堂 (川口基督教会) 

 

 

 

  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。 


