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主 教 動 静

１１月 １日（水） 聖路加財団常務会

教区墓地礼拝 谷中霊園

２日（木） 教区墓地礼拝 小平霊園

５日（日） 東京諸聖徒教会

神愛教会

１０日（金） 教区事務所職員会議

拡大聖職会

１２日（日） 三光教会

１４日（火） 常置委員会

１５日（水） 教区教役者逝去者記念聖餐式 （聖アンデレ主教座聖堂）

１６日（木） 立教女学院理事会

１９日（日） 聖パトリック教会

２３日（木・休） 第１２９（定期）教区会

２４日（金） 教区事務所主事会議

立教学院理事会

２５日（土） BSA 総会

２６日（日） 聖アンデレ教会

２８日（火） 聖職養成委員会

３０日（木） 東北教区主教按手式・就任式 (主教座聖堂 仙台基督教会)

委員会・集会等

１１月 １日（水） 教区墓地礼拝

２日（木） 教区墓地礼拝

８日（水） 10:30 教区資料保全委員会

１０日（金） 14:00 教区事務所職員会議

19:00 拡大聖職会

１１日（土） 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

１３日（月） 19:00 教財務サービス委員会

19:00 礼拝音楽委員会

１４日（火） 14:00 主教座聖堂礼拝担当者会

18:30 常置委員会



２

１４日（火） 18:30 人権委員会

１５日（水） 10:30 教区教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂)
14:00 山手 G 牧師協議会 (聖愛教会)

１６日（木） 13:30 環状 G 牧師協議会（立教学院諸聖徒礼拝堂）

16:00 正義と平和協議会運営委員会

16:00 外濠 G 牧師協議会 (立教学院諸聖徒礼拝堂)
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 (練馬聖ガブリエル教会)
15:30 下町 G 教会協議会 (葛飾茨十字教会)
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 (葛飾茨十字教会)

２１日（火） 19:00 広報委員会

２２日（水） 10:30 教区資料保全委員会

2３日（木・休） 9:00 第１２９（定期）教区会

２４日（金） 11:00 教区事務所主事会議

14:00 多摩 G 牧師協議会 (聖パトリック教会)
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 (東京聖マリア教会)

17:00 降臨節前夕 光の礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂)

２７日（月） 18:30 財政委員会

２８日（火） 18:30 聖職養成委員会

２９日（水） 19:00 信仰と生活委員会

お知らせ

◆代祷・信施奉献先（11 月）

・障害者週間のため（11 月 12 日～18 日）

・済州(ﾁｪｼﾞｭ)教会・西帰浦(ｿｷﾞﾎﾟ)教会の働きのため

・聖救主教会キッドスクール(幼稚園)のため

・人権活動を支える主日（11 月最終主日 11 月 26 日）

◆教役者逝去者記念聖餐式

・日 時：１１月１５日（水）１０：３０  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂

・説教者：司祭 卓 志雄

主教 後藤文蔵    司祭 杉浦義道   司祭 坂野移文   司祭 鈴木光武

司祭 西村敬太郎  司祭 矢崎健一  司祭 竹田鐵三 司祭 鈴木 勉

司祭 粟飯原 謙   司祭 藤井慶一   司祭 今井 献  司祭 塚田理

執事 島田弟丸  伝道師 木村尚子 伝道師 千葉しげる 伝道師 水上春枝  
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◆2017 年度 教区墓地礼拝 今年の日程は下記のとおりです。

11 月 1（水）

八柱霊園 10:00  主任 神﨑雄二司祭

染井霊園 11:00  主任 上田憲明司祭

雑司ケ谷霊園 11:00  主任 倉澤一太郎司祭

上川霊園 11:00  主任 須賀義和司祭

谷中霊園   14:00  主任 高橋顕司祭

青山霊園    14:00 主任 笹森田鶴司祭

八王子・東京・  14:00    主任 須賀義和司祭

南多摩霊園

11 月 2 日（水）

小平霊園  10:30  主任 井口 諭司祭

春秋苑   10:30  主任 ケビン・シーバー司祭

   多磨霊園  14:00  主任 菅原裕治司祭

◆第 129(定期) 教区会  

・日 時：11 月 23 日（木・休） 9：00～17：00 ・場 所：聖アンデレホール

・書 記：司祭 井口諭  司祭 佐々木庸

◆銀座朝祷会 （毎月第 2・第 4 火曜 7:30 場所： 喫茶室ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ銀座 3 丁目ﾏﾛﾆｴ通店）

第９２９回  11 月 14 日(火)   第９３０回  11 月 28 日（火）

◆降臨節前夕 光の礼拝

・日 時：11 月 26 日（日） １7 時  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂

・司  式 : 主教 大畑喜道   

                         

◆アコライト研修会 (礼拝音楽委員会主催)

～祈祷書の学び 解説つき聖餐式（イラストレイテッド・マス）～

・日 時：１１月４日（土）１０時～１６時 ・場 所：三光教会

  ・講 師：高橋宏幸 司祭 (香蘭女学校チャプレン)  ・会 費 ：1,000 円

  ・持ち物：祈祷書、昼食  

◆管区・他教区等

日本聖公会各教区教区会 ご加祷ください。

北海道教区 第７６（定期）教区会 １１月２３日

東北教区 第１００（定期）教区会 １１月３日～４日
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北関東教区 第８４（定期）教区会 １１月２３日

横浜教区 第７８（定期）教区会 １１月２２日～２３日

中部教区 第８９ (定期) 教区会 １１月２３日

京都教区 第１１２（定期）教区会 １１月２３日

大阪教区 第１１９（定期）教区会 １１月２３日

神戸教区 第８７（定期）教区会 １１月２３日

九州教区 第１１２（定期）教区会 １１月２２日～２３日

沖縄教区 第６６（定期） 教区会 １１月２２日～２３日

◆東北教区

主教被選者 司祭 ヨハネ 吉田雅人師の主教按手式及び主教就任式

どうぞご加祷ください。

  ・日 時：１１月３０日（木）１３：００

・場 所：東北教区主教座聖堂 仙台基督教会

                       教区事務所便りは教区のホームページにも掲載しています。

  


