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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

委員会・集会等

５月 ９日（火） 18:30 ハラスメント防止委員会

18:30 教区再編成準備室

19:00 広報委員会

１０日（水） 10:30 教区資料保全委員会

18:30 常置委員会

１１日（木） 12:00 福島県から避難されている方からお話を聞く会

(聖アンデレホール)
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)
19:00 教区フェスティバル実行委員会

１２日（金） 19:00 教役者会

１３日（土） 9：30 召命研修会 (主催：聖職養成委員会)
１５日（月） 19:00 教財務サービス委員会

１６日（火） 18:30 人権委員会

１７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)
13:30 山手Ｇ牧師協議会 (聖愛教会）

18:30 礼拝音楽委員会

１８日（木） 13:30 環状Ｇ牧師協議会 (立教学院諸聖徒礼拝堂)
19:00 聖職養成委員会

１９日（金） 14:00 教区事務所職員会議

16:00 主教座聖堂教育担当者会

２０日（土） 15:00 フェスティバル 2017 実行委員会

２１日（日） 15:00 環状 G 教会協議会 (練馬聖ガブリエル教会)
15:00 多摩 G 教会協議会 (聖パトリック教会)

２２日（月） 11:00 主事会議

２３日（火） 14:00 外濠Ｇ牧師協議会 (聖バルナバ教会)
18:30 財政委員会

２４日（水） 10:30 教区資料保全委員会
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２５日（木） 19:00 信仰と生活委員会

２６日（金） 18:30 教区再編成準備室

２７日（土） 14:00 教区青年会 (東京諸聖徒教会)
２８日（日） 13:45 城南 G 教会協議会 （聖アンデレ教会）

14:00 山手 G 教会協議会 (聖愛教会)
15:00 下町 G 教会協議会 (神愛教会)

３１日（水） 18:30 聖職試験 公開説教（太田信三執事）

19:00 「聖歌集を歌う会」打合せ

19:30 聖職試験委員会

お知らせ

◆代祷・信施奉献先 （５月）

・神学校のため（復活節第 4主日 5 月 7 日）

・教区中高生世代活動のため

・教区こどもたちへの活動のため

・東京教区成立 94 周年を覚えて（1923 年 5 月 17 日）

・アジア・エキュメニカル週間（5 月 28 日～6月 3日）

◆聖職試験 公開説教 ご加祷ください。

  日 時 :５月３１日(水) １８：３０   場 所 : 聖アンデレ主教座聖堂

  志願者：執事 ヨセフ 太田信三

どうぞご臨席くださり、全能の神が志願者をみ旨に従って公会の聖職として召して

くださるようお祈りください。

◆教区合同堅信式

日時：６月３日（土）１５：００  場所：聖アンデレ主教座聖堂

司式・説教：主教 大畑喜道

堅信志願者のある教会・礼拝堂は「志願者推薦書」を５月２６日（金）までに

教区事務所に提出して下さい（締切日厳守）

◆ペンテコステヴィジル

日時：６月３日（土）１７：００  場所：聖アンデレ主教座聖堂

司式・説教：主教 大畑喜道

◆教役者逝去者記念聖餐式

日 時：５月１７（水）１０：３０  場所：聖アンデレ主教座聖堂

説教者：司祭 佐々木 庸
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宣教師 メアリー・チャンドラー   執事 土田三秀  司祭 井原泰男

伝道師 田中則貞   伝道師 串上清枝   司祭 佐藤信康   司祭 松原剛

司祭 西村哲郎  司祭 ケネス・ハイム   司祭 末吉万吉   司祭 西俊司

司祭 矢澤信夫  司祭 伊東松太郎   伝道師 井原多美子

◆福島県から避難されている方からお話を聞く会  (主催：東京教区災害対応チーム)  

・日 時：５月１１日(木)  １２：００～１４：００

・場所：聖アンデレ教会聖アンデレホール

＊昼の食卓を囲み、お話をうかがいます。 昼食とお茶の用意があります。（400 円）

  ＊託児ボランティアをして下さる方を 2 名ほど募集中です。

   連絡先：教区事務所災害対応デスク（03-3433-0987）

  ＊引き続き 14 時 30 分より「東日本大震災、また世界各地の自然災害憶えて祈る」礼拝が

   聖アンデレ主教座聖堂にて行われますので、ご参列ください。

◆ベストリーツアーのお誘い  (主催：礼拝音楽委員会)  

・日 時：５月１３日(土)  １０：００～１５：３０

  10:00～  聖マーガレット教会 （朝の礼拝にて開会）

  13:30～  小金井聖公会 （夕の礼拝にて閉会）

・申込締切：５月７日（日）  ・申込先：東京教区事務所 FAX 03-3433-8678

◆召命研修会  (主催：聖職養成委員会)  

・日 時：５月１３日(土)  ９：３０～１５：３０

・場所：聖公会神学院  ・テーマ：「特任聖職の働きに学ぶ」～仕事との両立～

◆人権週間企画 同和問題の歴史を学ぶ （主催：人権委員会）

食肉市場 「芝浦と場」見学会  ・場所：東京都中央卸売市場食肉市場

・日時：1 日目 ５月３０日(火) １４：００～１６：００ 事前学習会

   ２日目 ５月３１日(水) ８：１５～１２：００ と場見学 （昼食・休憩）

               １４：００～１６：００  事後学習会

・参加費： 無料 先着 15 名まで

・主催者側で２日間の参加を条件としています。１日のみの参加はできません。

・問合せ・申込先：東京教区人権委員会（佐々木 e-mail:k-sasaki4539@fd6.so-net.ne.jp）

◆春の遠足のごあんない  (主催：信仰と生活委員会ＳＳネットワーク)

・日 時：５月１３日(土)  １１：００～１５：００  ・場所：都立小金井公園
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・事前申込みは必要ありません。 雨天の場合は中止となります。

・当日の連絡先：高橋顕司祭 (090-5349-3096)

◆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９１９回 ５月９日 (火)   第９２０回 ５月２３日(火)

◆定期健康診断について （健康診断は必ずお受け下さい）

生活習慣病予防の健診を申し込まれた方は、ご自分の予約日に必ずお受け下さい。

管区・他教区

◆大阪教区聖職按手式 ご加祷ください。

執事 フランチェスコ 成岡宏晃師が公会の司祭に叙任されます。

聖職候補生 ペテロ 金山将司師が公会の執事に叙任されます。

・日 時：５月３日（水・休）１０：３０

・場 所：大阪教区主教座聖堂 （川口基督教会）

・司 式：大阪教区主教 アンデレ磯晴久師  

・説教者：司祭 パウロ佐々木道人（聖公会神学院校長）

             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。


