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                                                No.６７１ 

                                              ２０１９年４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 

主 教 動 静 

４月 １ 日（月） 聖公会八王子幼稚園 

 ６ 日（土） 信徒奉事者祝福式 

 ７ 日（日） 清瀬聖母教会牧師任命式 

 ８ 日（月） 香蘭女学校中等科入学感謝礼拝 

   聖公会神学院入学礼拝 

 １１ 日（木） 東日本大震災、また世界各地の自然災害を憶えて祈る 

 １２ 日（金）  教区事務所職員会議 

 １４ 日（日） 聖アンデレ教会牧師任命式 

 １６ 日（火） 常置委員会 

 １７ 日（水） 教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １８ 日（木） 聖木曜日聖餐式 司祭按手の約束の更新 聖香油聖別 

   城南 G教会協議会 大斎研修会 

   聖餐制定記念・洗足式 

 １９ 日（金） 受苦日礼拝 

 ２０ 日（土） 立教女学院イースター礼拝 

 ２１ 日（日） 神田キリスト教会牧師任命式 

 ２４ 日（水） 香蘭女学校イースター礼拝 

 ２６ 日（金） 教区事務所主事会議 

   信仰と生活委員会 

 ２７ 日（土） 教区青年会世話人会 

 ２８ 日（日） 小金井聖公会牧師任命式 

    

 

委員会・集会等      

4 月 ６ 日（土） 14:00 信徒奉事者祝福式 

 ７ 日（日）  清瀬聖母教会牧師任命式 

 ８ 日（月） 14:00 聖公会神学院入学礼拝 

   18:30 財政委員会 

   19:00 教財務サービス委員会 

 １０ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 
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   18:30 人権委員会 

 １１ 日（木） 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 

 １２ 日（金） 14:00 教区事務所職員会議 

 １４ 日（日）  聖アンデレ教会牧師任命式 

 １６ 日（火） 18:00 常置委員会 

 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） 

 １８ 日（木） 11:00 聖木曜日聖餐式 司祭按手約束の更新 聖香油聖別 

   19:00 聖餐制定記念・洗足式 

 １９ 日（金） 12:00 受苦日礼拝 

 ２１ 日（日）  神田キリスト教会牧師任命式 

 ２２ 日（月） 18:30 聖職養成委員会 

 ２３ 日（火） 18:30 礼拝音楽委員会 

 ２４ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 ２６ 日（金） 14:00 教区事務所主事会議 

   19:00 信仰と生活委員会 

 ２７ 日（土） 14:00 教区青年会 (東京諸聖徒教会) 

 ２８ 日（日）  小金井聖公会牧師任命式 

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先 （４月） 

・エルサレム教区のため （受苦日 ４月１９日） 

・つきしまキッズデイ 

・児童養護施設のため 

・月島聖ルカ保育園のため 

・カルト問題キリスト教連絡会の働きのため 

 

 ◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：４月１７日（水）１０：３０ 

・場 所：聖アンデレ主教座聖堂  ・説教者：主教 髙橋宏幸 

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    
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◆２０１９年度入学礼拝  ご加祷ください。 

十 聖公会神学院 

・日 時：４月８日（月）１４：００ ・場 所：聖公会神学院諸聖徒礼拝堂 

 ・新入生：スザンナ 中村真希（東京教区）        

十 ウィリアムス神学館 

・日 時：４月３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：本科生 ダビデ 佐藤充（九州教区）        

 

◆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９６０回 ４月９日（火） ・第９６１回 ４月２３日（火） 

  

◆第１３４（定期）教区会（３月２１日開催）決議・選挙結果等について 

1. 決議 

   1) 2018年度教区会計（一般会計、特別会計）決算案を承認。 

  2) 教区事務所総主事を下条裕章司祭に任命することを承認。 

  3) 2019年度教区監事に 清水慶三郎、中井修 の各氏の指名を承認。 

  4) 新教会の名称を「日本聖公会東京教区インマヌエル新生教会」とすることを承認。 

2. 常置委員選挙結果 (敬称略) 

司祭 中川英樹  司祭 笹森田鶴  司祭 卓志雄 （補欠：司祭 高橋顕） 

植松功  後藤務  黒澤圭子 （補欠：海宝晋一） 

・常置委員長：司祭 中川英樹  ・書記：黒澤圭子 

 

◆信徒奉事者祝福式 

 ・日 時：４月６日(土) １４：００  ・場 所： 聖アンデレ主教座聖堂 

・ 司式・説教： 主教 髙橋宏幸 

   ４月から継続、もしくは新たに信徒奉事者として各教会・礼拝堂にて奉仕して下さる 

   皆さまを教区主教に祝福していただき、メッセージをいただく礼拝・聖餐式です。 

   各教会・礼拝堂におかれましては、是非、信徒奉事者の皆さまにお声がけをお願いいたします。 

 

◆牧師任命式  ご加祷ください 

 十清瀬聖母教会 （４月７日） 

   ・司式：髙橋宏幸主教  ・説教：新任牧師 大森明彦司祭 

 十聖アンデレ教会 （４月１４日） 

   ・司式：髙橋宏幸主教     ・説教：新任牧師 下条裕章司祭 

十神田キリスト教会 （４月２１日） 

   ・司式：高橋宏幸主教     ・説教：新任牧師 井口諭司祭 

 十小金井聖公会 （４月２８日） 

   ・司式：髙橋宏幸主教  ・説教：新任牧師 倉澤一太郎司祭 
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 十インマヌエル新生教会 （５月５日） 

   ・司式：髙橋宏幸主教     ・説教：新任牧師 卓志雄司祭 

十三光教会 （６月２日） 

   ・司式：高橋宏幸主教     ・説教：新任牧師 成成鍾司祭 

 

◆教区事務所の休業について 

 教区事務所は４月２７日（土）～５月６日（月）休業させていただきます。 

 

管区・他教区等 

◆東北教区  

 ・東北教区教務所は、東北教区事務所に名称が変更されました。(2019年１月１日付) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。       


