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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

７月 ５日(木)   17:00   幹事教会牧師連絡会

６日（金）  18:30   ハラスメント防止委員会

９日(月)   19:00   教財務サービス委員会

１０日（火） 18:00 常置委員会

１１日（水） 10:30 教区資料保全委員会

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

18:30 人権委員会

１２日（木） 14:00 環状 G 牧師協議会 (立教学院諸聖徒礼拝堂)
19:00 信仰と生活委員会

１３日（金） 14:00 教区事務所職員会議

１５日（日） 14:30 多摩 G 教会協議会 (聖マルコ教会)
15:00 環状 G 教会協議会 (練馬聖ガブリエル教会)

１６日(月・休) 15:00 下町 G 教会協議会 (聖救主教会)
１７日（火） 17:30 臨時常置委員会

19:00 礼拝音楽委員会

１８日（水） 10:30 教区教役者逝去者記念聖餐式

１９日（木） 11:00 教区事務所主事会議

２１日（土） 14:00 正義と平和協議会運営委員会講演会

２２日（日） 13:30 城南Ｇ教会協議会 (聖オルバン教会)

14:00 外濠 G 教会協議会 (東京聖テモテ教会)

14:00 山手Ｇ教会協議会 （東京聖十字教会）

２３日（月） 18:30 財政委員会

２５日（水） 10:30 教区資料保全委員会

２８日（土） 14:00 教区青年会 （東京諸聖徒教会）

15:00 「主教選挙に向けて」の集い （聖アンデレ主教座聖堂）

人事

◆公示

  司祭 ロイス 上田亜樹子

  ２０１８年６月３０日付 米国聖公会ハワイ教区からの出向受け入れを終了する。

              日本聖公会東京教区主教座聖堂付の任を解く。
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司祭 マッテヤ 大森明彦

   ２０１８年７月１日付 教会グループ協力司祭の担当を東京教区山手教会グループから

              城南教会グループに変更し委嘱する。

              但し、任期については２０１９年３月３１日までとする。

司祭 ヨハネ 山口千壽 (退)

   ２０１８年７月１日付 教会グループ協力司祭の担当を東京教区城南教会グループから

              山手教会グループに変更し委嘱する。

             但し、任期については２０１９年３月３１日までとする。

お知らせ

◆代祷・信施奉献先（7 月）

・アジア学院の働きのため

・海の主日（７月第２主日：７月８日）

・在日外国人人権問題のため

・マイノリティー宣教センターのため

・聖公会八王子幼稚園のため

・滝乃川学園のため

◆教役者逝去者記念聖餐式

・日 時：７月１８日（水） １０：３０   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂

・説教者：司祭 須賀義和

司祭 吉野秀幸 司祭 多川幾造 伝道師 笛木角太郎 司祭 松島篤

司祭 後藤粂吉   司祭 太田今朝吉  執事 小川治三郎  伝道師 メアリー・マンダー

司祭 中野喜孝  司祭 堀江議作  執事 永田保治郎  執事 岩井順一

伝道師 中村貞子  伝道師 平塚直輔  司祭 堀江光児  司祭 ヘンリー・アーノルド

  

◆主教秘書からのお知らせ

～「主教選挙」に向けての集い～  どなたでもご参加いただけます。

  既に公示されておりますように９月１日(土) に第 132 (臨時) 教区会が開かれ、主教選挙が

  行われます。聖職会は既に２回持たれておりますが、勤務職聖職候補生、信徒代議員対象の

会を開催いたします。 主教を選ぶという大切なことですので、代議員以外の方々にも広く

ご案内いたします。東京教区の信徒お一人おひとりが、私たちの「主教」を考え思う機会と

して、どうぞお運びいただき、祈りをもって主教選挙がなされることを祈っております。

・日 時：７月２８日（土） 午後３時～午後５時 ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂

・お 話：五十嵐正司主教（前九州教区主教・現立教学院チャプレン長）
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・主教選挙に関する事務手続きのみならず、「主教職とは？」というテーマで

お話しいただきます。

◆第２８回 お話を聴く会 （主催：教区障がい者関連活動連絡会）

  ～小さなものの声は神様からのメッセージ～

・日 時：７月７日（土）１１:００～  ・会 場：牛込聖公会聖バルナバ教会

・お話：チョウ・シミさん                ・参加費：500 円（他に昼食代 500 円）

           

◆合同こどもキャンプ２０１８ (主催：東京教区ＳＳネットワーク)

・日 時：７月２５日(水) ～ ２７日(金)   ・場 所：清里フォレスターズ・キャンプ場

・費 用：18,000 円   ・参加対象：小学生  ＊申込定員数のため締切＊

◆２０１８年度 夏の中高生世代キャンプ（主催：東京教区中高生キャンプ準備会）

～「わたしって…」 ～          （信仰と生活委員会/聖アンデレ主教座聖堂）

・日 時：８月１６日（木）～１９日（日）  ・場 所：日本バイブルホーム（群馬県）

・費 用：25,000 円（食費・交通費込）   ・同行チャプレン：司祭 太田信三

・締切日：７月１６日（月・休）必着（郵送）・問合先：tokyo.camp2013@gmail.com

◆教区青年会第１回サマーキャンプ（主催：東京教区青年会）

～共に祈る、星空の下で～   ・募集対象：１８～３５歳の青年

・日 時：８月２４日（金）夜出発 ～２６日（日）夕方東京着 ・募集締切 ７月１日(日)

・場 所：シャロームロッジ（長野県湯の丸高原）  ・費 用：16,000 円（交通費込）

・同行者：チャプレン 司祭 太田信三 ・問合先：seinenkai.tko@gmail.com

◆第１３回 聖歌集を歌う会（主催：礼拝音楽委員会）～救いの歴史を歩む～

・日 時：８月３日（金） ～ ４日（土） ・場  所：箱根スコーレプラザ  

・講 師： 加藤博道主教（前東北教区主教）

・参加費：11,000 円（宿泊・食事・保険含む） ・締切日：７月２３日（月）

◆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９４５回 ７月１０日（火）  第９４６回 ７月２４日（火）

◆講演会: あなたたちも寄留者であった

～在日コリアンとバングラデッシュ少数民族ガロの結びつきから～

  (共催：教区正義と平和協議会・ 信仰と生活委員会・人権委員会)
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・日 時：７月２１日（土）１４:００～  ・会 場：池袋聖公会

・お 話： 金性済(キム・ソンジェ)牧師 日本キリスト教協議会総幹事(在日大韓基督教会)

管区・他教区     

◆日本聖公会第６４(定期)総会が６月５日～７日牛込聖公会聖バルナバ教会にて

開催されました。会期中に横浜教区主教選挙が行われ、入江修司祭(横浜教区)が

選出されました。また、首座主教には植松誠主教が選出され、首座主教により

矢萩新一司祭が総主事として任命されました。 どうぞご加祷ください。

◆九州教区聖職按手式 どうぞご加祷ください。

・聖職候補生 セシリア塚本祐子師が公会の執事に叙任されます。

・日 時：７月１６日（月・休）１１：００

・場 所： 九州教区主教座聖堂 福岡聖パウロ教会

◆外部侵入者による現金等盗難について

夏季キャンプや教役者の夏季休暇等により、教会定住者が留守となる時期を迎えます。現金・

通帳・印鑑などについて保管場所の適否を改めて確認するなど防犯対策を充分に講じて下さい。

◆キャンプ等夏季行事について

キャンプ等夏季行事を行う場合、教会・礼拝堂が行う行事であるのか又は有志による行事であるの

か主催者責任を明確にしておく必要がありますのでご注意ください。

また、万一の事故発生に備えて、事前に、安全への配慮および事故時の対応策（保険加入等）を

充分に講じておくことも必要です。

◆教役者の休暇取得について

休暇を取得する場合は、事前に必ず所定の書式に記入のうえ、教区主教あてに提出願います。

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。


