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教 区 事 務 所 便 り 

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

主 教 動 静 

６月 １ 日（土） 三光教会 

   聖ミカエル教会教会委員会 

 ２ 日（日） 三光教会牧師任命式 

 ４ 日(火) 同宗連 

 ６ 日（木） 聖職養成委員会 

 ８ 日(土) ペンテコステヴィジル 

 ９ 日(日) 教区合同聖餐式（入信の式） 

 １１ 日(火) 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～１３日 日本聖公会婦人会総会 (志木聖母教会) 

 １３ 日(木) 立教女学院臨時評議員会 

 １４ 日（金） 立教学院理事会 

 １６ 日（日） 立教学院諸聖徒礼拝堂 

 1７ 日～１９日 定期主教会 (ナザレ修道院) 

 ２０ 日(木) 教区事務所主事会議 

   常置委員会 

 ２３ 日（日） 三光教会 

   聖パウロ教会 

 ２５ 日(火) 教区事務所職員会議 

   教役者研修会 

 ２９ 日(土) 召命研修黙想会 

 ３０ 日（日） 聖パトリック教会 

   モニカ会幹事会 

    

委員会・集会等 

６月 ２ 日（日） 10:30 三光教会牧師任命式 

 ４ 日（火） 18:30 礼拝音楽委員会 

 ６ 日（木） 18:30 聖職養成委員会 

 ８ 日（土） 17:00 ペンテコステヴィジル 

 9 日（日） 19:00 教区合同聖餐式（入信の式） 

 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 
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 １１ 日（火） 18:30 財政委員会 

 １2 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 １３ 日（木） 14:00 多摩Ｇ牧師協議会 （小金井聖公会） 

 １８ 日（火） 19:00 広報委員会 

 １９ 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) 

 ２０ 日（木） 15:00 教区事務所主事会議 

   18:00 常置委員会 

 ２２ 日（土） 14:00 教区青年会 （東京諸聖徒教会） 

 ２５ 日（火） 14:00 教区事務所職員会議 

   17:00 教役者研修会 

 ２６ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   18:30 人権委員会 

   19:00 信仰と生活委員会 

 ２９ 日（土） 9:30 召命研修黙想会 

お知らせ 

◆代祷・信施奉献先 （6 月） 

・教区青年活動のため 

・「佐賀聖ルカ教会」伝道所の働きのため 

・国際こども学校の働きのため 

・きぼうのいえのため 

・東京教区神学生のため （聖霊降臨後第 2主日 6月 23日） 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式    

・日 時：６月１９日（木）１０時３０分 ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 卓 志雄 

司祭 山縣雄杜三  司祭 堀 正一  司祭 飯田栄次郎  司祭 秋山基一 

執事 阪井徳太郎  司祭 柴田通三  伝道師 梅本惣吉  司祭 木村 清   

司祭 ジョセフ・ゴンザレス  司祭 大野俊朗  司祭 東 信行  伝道師 山口千里 

伝道師 伊木久次郎  司祭 山縣与根二  司祭 牧岡鉄弥  伝道師 山田智代  

伝道師 太田りゅう  伝道師 海保小鹿代  司祭 山崎正雄  司祭 遠山隆夫 

司祭 寺井俊健  司祭 宅間信基 

 

◆ペンテコステヴィジル    

・日 時：６月８日（土）１７時 ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司 式：主教 髙橋 宏幸        ・説 教： 司祭 下条 裕章 
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◆東京教区合同聖餐式 （入信の式） ～主とともにいきましょう～ 

・日 時：６月９日（日）聖霊降臨日 １４：００ 聖餐式（入信の式） 

・場 所：香蘭女学校礼拝堂   ・司 式・説教：主教 髙橋宏幸 

・奉献先：小笠原諸島における宣教の働きのため 

聖霊降臨日に行われる「２０１９年東京教区合同聖餐式(入信の式)」に 

どうぞご出席ください。 

 

◆１day聖歌集を歌う会 （主催：礼拝音楽委員会） 

 ・日時：６月１５日(土) １０時～１６時 ・場所：池袋聖公会 

   ・参加費：５００円（おやつ込み） 

    ＜予告＞ 秋の開催は、１１月１６日（土）聖パウロ教会にて 

 

◆「障関連」学びのプログラム ～障がいを負う人と互いに寄り添い共に歩む～ 

  主のいつくしみ、友から友へ 

 ・日時：６月１５日(土) １０時～１５時４５分 ・場所：目白聖公会 

   ・参加費：５００円 ・昼食代；５００円（希望される方のみ） 

  

◆召命研修黙想会  (主催：聖職養成委員会)   

・日 時：６月２９日(土)  ９：３０～１６：００  ・場所： ナザレ修道院  

・テーマ：｢まず召され、試みられ、認められ、立てられる｣ 

・講師： 講師 主教 髙橋宏幸   ・参加費： 無料  

 

◆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９６４回 ６月１１日（火）  ・第９６５回 ６月２５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 

◆東北教区聖職按手式 ご加祷ください。 

  ・執事 パウロ渡部拓師が公会の司祭に叙任されます 

・日 時：６月１５日（土）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順次掲載しています。 


