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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 

９月 １ 日（日） 聖愛教会巡回 

 ５ 日（木） 信仰と生活委員会 

 ６ 日（金） 香蘭女学校 

 ７ 日（土） 聖パウロ教会聖餐式 

 ８ 日（日） 牛込聖バルナバ教会巡回 

   聖ミカエル教会教会委員会 

 １０ 日（火） 聖職養成委員会 

 １１ 日（水） ナザレ修女会巡回 

 １５ 日（日） 聖マルコ教会巡回 

 １８ 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） 

 １９ 日（木） 香蘭女学校創立記念感謝礼拝 

   香蘭女学校理事会 

   正義と平和協議会運営委員会 

   常置委員会 

 ２２ 日（日） 浅草聖ヨハネ教会巡回 

 ２４ 日（火） 主教座聖堂活動委員会 

   教区事務所職員会議 

   主教座聖堂理事会 

 ２６ 日（木） ナザレ修女会会友会 

   教区事務所主事会議 

 ２７ 日（金） 全生園 聖フランシス聖エリザベツ礼拝堂巡回 

   立教学院理事会 

   信仰と生活委員会 

 ２８ 日（土） 主教と話そう（主催：信仰と生活委員会） 

 ２９ 日（日） 聖ミカエル教会巡回 

 

委員会・集会等 

９月 ２ 日（月） 19:00 教財務サービス委員会 

 ４ 日（水） 15:00 ハラスメント防止委員会 

 ５ 日（木） 18:15 信仰と生活委員会 

 ６ 日（金） 19:00 広報委員会 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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 ９ 日（月） 18:30 礼拝音楽委員会 

 １０ 日（火） 18:30 聖職養成委員会 

 １１ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   13:00 小平墓地委員会 

   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 

 １２ 日（木） 14:00 多摩Ｇ牧師協議会 (小金井聖公会) 

 １３ 日（金） 18:30 財政委員会 

 １５ 日（日） 15:00 環状Ｇ教会協議会 （阿佐ヶ谷聖ペテロ教会） 

 １８ 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) 

   17:00  教役者研修会 

 １９ 日（木） 15:00  正義と平和協議会運営委員会 

   17:30 常置委員会 

 ２２ 日（日） 13:00 山手Ｇ教会協議会 （聖マーガレット教会） 

   14:00 外濠Ｇ教会協議会 （目白聖公会） 

   14:30 多摩Ｇ教会協議会 （小金井聖公会） 

 ２４ 日（火） 14:00 主教座聖堂活動委員会 

   16:00  教区事務所職員会議 

   19:00 主教座聖堂理事会 

 ２５ 日（水） 10:30  教区資料保全委員会 

   18:30 教役者待遇調査委員会 

 ２６ 日（木） 15:30 教区事務所主事会議 

 ２７ 日（金） 15:30  下町Ｇ牧師協議会（聖ルカ礼拝堂） 

   19:00 信仰と生活委員会 

 ２８ 日（土） 14:00 主教と話そう（主催：信仰と生活委員会） 

   14:00 教区青年会 （東京諸聖徒教会） 

 ２９ 日（日） 14:30 城南Ｇ教会協議会（聖ミカエル教会） 

   14:30 下町Ｇ教会協議会 （月島聖公会） 

     

お知らせ 

◆代祷・信施奉献先（９月） 

・わかちあい募金のため （NCC） 

・山谷兄弟の家伝道所まりや食堂の働きのため 

・アジア学院の働きのため 

・心臓病児保育活動のため （こぐま園 こばと園 こじか園） 

・「こども食堂」の活動支援のため 
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◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：９月１８日（水）１０時３０分   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：主教 髙橋宏幸 

司祭 今井直道   司祭 今井寿道   伝道師 小川英子    司祭 ﾘﾁｬｰﾄﾞ・A・ﾒﾘｯﾄ 

司祭 佐々木厚   執事 堀正義 司祭  須貝隆    司祭 松平惟太郎 

司祭 白井敏之   司祭 伊東祐 伝道師 大嶽菊三郎 司祭 石黒千秋   

司祭 松本文    司祭 巽芳三郎     司祭 菅円吉    伝道師 高橋菊代 

宣教師 ﾒｱﾘｰ・L・ｾﾝﾄｼﾞｮﾝ  司祭 志賀清光  司祭 根岸卯太郎  伝道師 田中利堅 

主教 野瀬秀敏 

      

  ◆銀座朝祷会 （毎月第２・第４火曜 ８時 場所： 銀座ﾙﾉｱｰﾙ ﾏﾛﾆｴ通店）  

第９６８回 ９月１０日（火）  第９６９回 ９月２４日（火） 

 

◆主教と話そう ～「宣教」って～  (主催：信仰と生活委員会)   

・日 時：９月２８日 (土) 午後２時～４時 ・場所： 池袋聖公会伝道所 

・参加費無料  どなたでもご参加いただけます！ 

 

◆召命研修黙想会  (主催：聖職養成委員会)   

・日 時：１０月１３日 (日) 午後～1４日 (月・休）  ・場所： ナザレ修道院  

・テーマ：｢暗闇の神秘｣   ・講師：ヨナ 成 成鍾 司祭 

・研修費：３千円          ・申込み締切：９月９日（月） 

 

管区・他教区 

◆北関東教区聖職按手式 どうぞご加祷ください。 

   ・執事 マルコ福田弘二師が公会の司祭に叙任されます。 

・日 時：９月１８日（水）1１：００ ・場 所：高崎聖オーガスチン教会 

 

◆訃報 

 ・沖縄教区退職主教  パウロ 仲村
なかむら

實
さね

明
あき

 師父が８月１０日逝去されました。 （９１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。 


