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委員会・集会等 

4 月 ４ 日（火） 14:00 聖公会神学院入学礼拝 

 ５ 日（水） 19:00 教区フェスティバル実行委員会 

 ７ 日（金） 19:00 教役者会 

 11 日（火） 14:30 東日本大震災、また世界各地の自然災害を憶えて祈る 

     (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １２ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 １３ 日（木） 15:30 聖木曜日聖油聖別の聖餐式 （聖アンデレ主教座聖堂） 

 １４ 日（金） 正午 聖金曜日受苦日礼拝 （聖アンデレ主教座聖堂） 

 １８ 日（火） 18:30 教区再編成準備室 

 １９ 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） 

   18:30 常置委員会 

 ２０ 日（木） 10:30 主教座聖堂教育担当者会 

   19:00 信仰と生活委員会 

   19:00 聖職養成委員会 

 ２２ 日（土） 14:00 信徒奉事者祝福式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

   14:00 教区青年会 (東京諸聖徒教会) 

 ２４ 日（月） 18:30 礼拝音楽委員会 

 ２５ 日（火） 18:30 財政委員会 

   18:30 人権委員会 

 ２６ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   16:00 正義と平和協議会運営委員会 

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先 （４月） 

・エリザベスサンダースホームのため 

・月島聖ルカ保育園のため 

・エルサレム教区のため (受苦日 4 月 14 日) 

・カルト問題キリスト教連絡会の働きのため 

・女性の家 HELP のため 

・「佐賀聖ルカ教会」伝道所の働きのため 

 

 

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


 ２ 

◆常置委員会からのお知らせ 

 大畑喜道主教は健康上の理由により本年一月より三ヶ月間の予定で休養に 

入っておられます。この期間、広田勝一主教に管理主教の任を負っていただいております。 

 ４月以降につきましては、医師のアドバイス、大畑主教さまご本人の気持ちなどを 

 基に常置委員会で協議を重ね、以下のようになりましたことをご報告いたします。 

 ６月復帰を目処に、その準備を始めることといたしました。 

(1) 4月 19日の教役者レクイエムから始めてその準備を 4月、5月と行っていく。 

  (2)これに伴い、5月末まで広田勝一主教に管理主教の任を延期していただく。 

 尚、すでに 4月、5月に予定されている牧師任命式は、管理主教あるいは指名された 

 司祭が行います。また、主教巡回は 6月からを予定しております。 

 どうぞ大畑喜道主教さまのために、引き続き皆さまのご加祷をお願いいたします。 

 

・アンデレ大畑喜道主教の休養期間延長にともない、3月 28 日付けでゼルバベル広田勝一主教が 

東京教区の管理主教に委嘱されました。（任期は 2017 年 4月 1日より 5 月 31 日まで） 

 

 ◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：４月１９日（水）１０：３０ 

・場 所：聖アンデレ主教座聖堂  ・説教者：司祭 田光信幸 

司祭  落合吉之助   司祭  稲垣陽一郎  主教 ジョン マキム 

主教  上田一良    司祭  田井正一   司祭 大藤鋳三郎   

司祭  大木弘行    司祭  大野敏之   司祭 松原喜七 

執事  八木立三    主教  大久保直彦  司祭 中島修  

伝道師 織間小太郎   司祭  木村信一   司祭 島田忠雄 

主教  元田作之進   司祭  山口信太郎  司祭 伊勢恭哉 

伝道師 ヘレン ボイド 伝道師 安枝武雄   司祭 早川喜四郎 

主教  蒔田誠     伝道師 鈴木繁子   司祭 小林彦五郎 

伝道師 斉藤伊佐子    

 

◆２０１７年度入学礼拝  ご加祷ください。 

 

十 聖公会神学院 

・日 時：４月４日（火）１４：００ ・場 所：聖公会神学院諸聖徒礼拝堂 

 ・新入生：ヨハネ 相原太郎（中部教区）        

マグダラのマリア 島優子（九州教区） 

ウィリアムズ  藤田誠（東京教区）  

ヒルダ 藤田美土里（東京教区） 
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十 ウイリアムス神学館 

・日 時：４月５日（水）１１：００ ・場 所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

・入学予定者：エレミヤ 山本直樹 (大阪教区） 

              ウリエル 仲宗根遼祐（沖縄教区） 

 

◆銀座朝祷会（毎月第２・第４火曜７：３０ 場所：スターバックス銀座 2丁目ﾏﾛﾆｴ通店） 

第９１７回 ４月１１日（火）  第９１８回 ４月２５日（火） 

  

◆第１２８（定期）教区会（３月２０日開催）決議・選挙結果等について 

1. 決議 

   1) 2016年度教区会計（一般会計、特別会計）決算案を承認。 

2) 遺贈者への感謝表明の件 

日本聖公会東京教区は不動産を遺贈されたイーエヴレバ田口淳宥氏に感謝の意を表明する。 

なお、遺贈された財産は遺贈者のご遺志に則って聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂の 

働きのために用いることを承認。 

3)東京教区再編成準備室の任期延長の件 

 東京教区再編成準備室の任期を延長し、2018年 3月教区会までとする。尚、予算は 

 東京教区再編成準備室の 2017年度予算を継続して執行することを承認 

2. 常置委員選挙結果 (敬称略) 

司祭 笹森田鶴  司祭 高橋宏幸  司祭 中川英樹 （補欠：司祭 高橋顕） 

植松功  黒澤圭子  後藤務 （補欠：松田正人） 

・常置委員長：高橋宏幸司祭  ・書記：黒澤圭子 

3. 監事指名 (敬称略) 

2017年度教区監事に, 伊藤隆、鈴木幸夫の各氏を指名。 

 

◆聖木曜日・聖金曜日礼拝 (場所：聖アンデレ主教座聖堂) 

＜聖木曜日 聖油聖別の聖餐式＞ 

・日 時：４月１３日(木) １５：３０  ・司式・説教： 管理主教 広田勝一  

＜聖金曜日 受苦日礼拝＞ 

・日 時: ４月１４日(金) 正午   ・司式： 司祭 倉澤一太郎  ・説教： 司祭 香山洋人 

  

◆信徒奉事者祝福式 

 ・日 時：４月２２日(土) １４：００  ・場 所： 聖アンデレ主教座聖堂 

・ 司式・説教： 管理主教 広田勝一  

 

管区・他教区等 

◆神戸教区 ご加祷ください 

 ・3月 4日に神戸教区の次期主教選出のための臨時教区会が開催されましたが、当選者は 
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   得られませんでした。 6月 17日に開催される日本聖公会第 63（臨時）総会にて 

  選挙が行われます。 

 ・神戸教区主教アンデレ 中村豊師父の定年退職にともない、大阪教区主教アンデレ 磯晴久師父が 

  神戸教区の管理主教に委嘱されました。 

(任期は 2017年 4月 1日より次期神戸教区主教就任の日まで） 

◆東北教区  

 ・東北教区主教 ヨハネ加藤博道師父はご自身の健康上の理由で退任を申し出られ、東北教区第 98 

    (定期)教区会期常置委員会の同意、第 222（定期）主教会における承認に基づき 2017年 6月 30日 

  で退任されることになりました。 

   

◆訃 報 

 中部教区 退職主教 アブラハム 植松従爾 師父が３月７日 逝去されました。（享年１００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ます。       


