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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 

主 教 動 静 

７月 ３ 日（水） 聖ミカエル教会 

 ５ 日（金） 立教学院理事会 

 ７ 日（日） 神愛教会 

 ８ 日（月） 教役者待遇調査委員会 

 ９ 日(火)  常置委員会 

 １０ 日（水） 教役者研修会 

 １４ 日（日） 東京聖テモテ教会 

   聖ミカエル教会 

 １４ ～１６日 NCC 宣教協議会 

 １６ 日(火)  聖公会神学院理事会 

   聖職養成委員会 

 １７ 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） 

   教区事務所主事会議 

 ２０ 日(土)  正義と平和協議会運営委員会講演会 

 ２１ 日（日） 真光教会 

 ２５ 日（木） 教区事務所職員会議 

 ２６ 日（金） 立教学院理事会 

   信仰と生活委員会 

 ２８ 日（日） 聖オルバン教会 

   山手Ｇ教会協議会 

 

委員会・集会等 

７月 ８ 日（月）   18:30  教役者待遇調査委員会 

 ９ 日(火)   18:00  常置委員会 

 １０ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   17:00 教役者研修会 

 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） 18:30 財政委員会 

 １６ 日(火)  18:30 聖職養成委員会 

   18:30 ハラスメント防止委員会 

 １７ 日（水） 10:30 教区教役者逝去者記念聖餐式 

 

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


 ２ 

   14:00 教区事務所主事会議 

 １８ 日（木） 14:00 環状Ｇ牧師協議会 (立教諸聖徒礼拝堂) 

   14:00 多摩Ｇ牧師協議会 (小金井聖公会) 

   18:30 礼拝音楽委員会 

 ２０ 日（土） 13:30 正義と平和協議会運営委員会講演会 

 ２１ 日（日） 14:30 多摩Ｇ教会協議会 (小金井聖公会) 

   15:00 環状Ｇ教会協議会 (清瀬聖母教会) 

 ２４ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 ２５ 日（木） 11:00 教区事務所職員会議 

 ２６ 日（金） 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） 14:00 城南Ｇ教会協議会 （大森聖アグネス教会） 

   14:00 外濠Ｇ教会協議会 (目白聖公会) 

   14:00 山手Ｇ教会協議会 （聖マーガレット教会） 

   15:00 下町Ｇ教会協議会 (浅草聖ヨハネ教会) 

 ２９ 日（月） 19:00 教財務サービス委員会 

     

     

人 事 

2019 年 3 月 31日付 

司祭笹森田鶴 聖アンデレ主教座聖堂主任司祭の任を解く。 

松村豊  東京教区事務所総主事の任を解く。 

2019 年 4 月 1 日付 

司祭下条裕章 聖アンデレ主教座聖堂主任司祭に任命する。 

司祭下条裕章 東京教区事務所総主事に任命する。 

松村豊  東京教区事務所総務・危機対応デスク（主事待遇）に任命する。 

2019 年 4 月 14日付 

司祭下条裕章 東京教区信仰と生活委員会委員長および同委員の委嘱を解く。 

2019 年 4 月 15日付 

大岡基      東京教区信仰と生活委員会委員長を委嘱する。ただし任期を 2019年 12 月 31 日まで  

とする。 

2019 年 6 月 30日付 

司祭卓志雄 東京教区事務所宣教主事の任を解く。 

諌山禎一郎 東京教区資料保全委員会委員長の委嘱を解く。 

司祭太田信三 東京教区信仰と生活委員会委員および財政委員会委員の委嘱を解く。 
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2019 年 7 月 1 日付 

司祭太田信三 東京教区事務所宣教主事に任命する。 

司祭高橋顕 東京教区主教秘書に任命する。 

司祭倉澤一太郎 東京教区資料保全委員会委員長を委嘱する。ただし任期を 2019 年 12 月 31 日までと

する。 

司祭卓志雄 東京教区信仰と生活委員会委員を委嘱する。ただし任期を 2019 年 12 月 31日までと 

する。 

お知らせ 

◆代祷・信施奉献先（7 月） 

・海の主日（７月第２主日：７月１４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１７日（水） １０：３０   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 菅原裕治 

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 

   

◆日本聖公会「原発のない世界を求める国際協議会」 

２０１９年５月２８日から３１日、日本聖公会「原発のない世界を求める国際協議会」 

が仙台市で開催されました。 

この協議会は、２０１８年の第６４（定期）総会の決議を受けて開かれたもので、 

各教区から主教、司祭、信徒の 3名、そして海外 5カ国の聖公会、日本キリスト教協議会など 

から総勢 68名が参加しました。東京教区からは、髙橋宏幸教区主教と私 松村豊が参加しました。 

二つの講演では、ドイツの脱原発転換プロセス、そして、福島の母親らの声を通して健康不

安や悲しみ苦しみの実状が語られました。 

アジアからは原発廃止や脱核運動の現状が報告され、日本聖公会からは「いのち」を守るた

め原発のない世界を求めることについて発題されました。 
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 近々、協議会の世界に向けての声明が出され、各教区で話し合うことになるものと思います。

詳しくは、管区事務所だより、教区時報（コミュニオン）をご覧ください。 

（総務・危機対応デスク） 

◆第２８回 お話を聴く会 （主催：教区障がい者関連活動連絡会） 

   証と交わりのひととき   託された命  ～娘と歩んだ４４年～ 

・日 時：７月６日（土）１１:００～   ・会 場：聖マーガレット教会 

・お話：田畑瑠美子さん (手話通訳)        ・参加費：500円（他に昼食代 500円） 

            

◆合同こどもキャンプ２０１９ (主催：東京教区ＳＳネットワーク) 

・日 時：７月２３日(水) ～ ２５日(木)   ・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  ・締 切：７月１日(月) 

 

◆２０１９年度 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） 

  ～「ちょっと踏み出す？」 ～          （信仰と生活委員会/聖アンデレ主教座聖堂） 

・日 時：８月１６日（金）～１９日（月）  ・場 所：シャロームロッジ（長野県） 

・費 用：28,000円（食費・交通費込）    ・締 切：７月１５日（月・休） 

・同行チャプレン：司祭 太田信三  司祭 中川英樹    ・問合先：tokyo.camp2013@gmail.com 

  

◆教区青年会第２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 (高校生を除く) 

・日 時：８月２日（金）夜出発 ～４日（日）夕方東京着  

・場 所：シャロームロッジ（長野県湯の丸高原）  ・費 用：15,000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 

 

◆銀座朝祷会 （毎月第 2・第 4 火曜 ☆８時 ☆場所：喫茶室ルノワール銀座ﾏﾛﾆｴ通店 

☆従来の会場が改装期間のため、開始時刻と場所が上記に変更になっています。 

  第９６６回 ７月９日（火）  第９６７回 ７月２３日（火） 

☆８月は例年通り夏季休会、９月以降は従来の場所・時刻に戻す予定です。 

  

◆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 

mailto:tokyo.camp2013@gmail.com
mailto:seinenkai.tko@gmail.com
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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。 

 

◆訃 報 

・北関東教区退職執事  オーガスチン福井嘉彦
ふ く い よ し ひ こ

 師父が５月２８日逝去されました。 （７８歳）  

 ・米国聖公会退職司祭  テモテ中山
なかやま

眞
まこと

 師父が６月８日米国シアトルにて逝去されました。 （８７歳） 

召された魂の平安とご家族への慰めをお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 


