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教 区 事 務 所 便 り 

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

主 教 動 静 

１０月 １ ～８日 ＣＣＥＡ総会 （マレーシア） 

 ９ 日（水） 信仰と生活委員会 

 １１ 日（金） 香蘭女学校理事会 

 １２ 日（土） 被造物を祝う礼拝 （聖パウロ教会） 

 １３ 日（日） 聖ルカ礼拝堂巡回 

 １３ ～１４日 召命黙想会 （ナザレ修道院） 

 １５ ～１７日 主教会 （富山） 

 ２０ 日（日） 葛飾茨十字教会巡回 

 ２１ ～２２日 聖公会神学院 

 ２２ 日（火） 常置委員会 

 ２３ 日（水） 聖公会神学院評議員会 

 ２５ 日（金） 立教女学院 

   立教学院理事会 

 ２７ 日（日） 東京諸聖徒教会巡回 

 ３０ 日（水） 教役者研修会 

 ３１ 日（木） 教区事務所主事会議 

   聖職養成委員会 

 

委員会・集会等 

 ３ 日（木） 18:30 モニカ会常任幹事会 

 ５ 日（土） 14:00 会計担当者監査担当者懇談会（阿佐ヶ谷聖ペテロ教会） 

 ９ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   19:00 信仰と生活委員会 

 １０ 日（木） 18:30 財政委員会 

 １１ 日（金） 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（土） 14:00 被造物を祝う礼拝 （聖パウロ教会） 

 １３ ～１４日  召命黙想会 （主催: 聖職養成委員会） 

 １３ ～１４日  ふれあいキャンプ (主催：「障がい者」関連活動連絡会) 

 １６ 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) 

   18:30 人権委員会 

 ２１ 日（月） 18:30 礼拝音楽委員会 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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 ２２ 日（火） 18:30 常置委員会 

 ２３ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 ２６ 日（土） 14:00 教区青年会 

 ２９ 日（火） 19:00 信仰と生活委員会 

 ３０ 日（水） 17:00 教役者研修会 

 ３１ 日（木） 14:00 教区事務所主事会議 

   18:30 聖職養成委員会 

     

人 事 

2019年 8月 31日付 

傍島修二  東京教区ハラスメント防止委員会の委嘱を解く。 

これまでの教区の発展のためのご尽力に感謝いたします。 

2019年 9月 1日付 

    司祭 太田信三  伊藤和彦  岸まち子  佐藤陽子 

   東京教区ハラスメント防止委員会委員を委嘱する。 但し任期を２年間とする。 

 東京教区の宣教の働きのためにご尽力くださるようお願いいたします。 

 

 お知らせ 

◆代祷・信施奉献先（１０月） 

・野宿生活者支援のため（I） 

・薬物依存リハビリ施設の働きのため 

・小笠原諸島における宣教拠点のため（１０月１７日 教会創立記念日） 

・教役者緊急援助資金のため（第３主日 １０月２０日） 

・社会事業の日（特定２５ １０月２７日） 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：１０月１６日（水）１０:３０   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 中川 英樹 

司祭  山田助次郎   主教  松井米太郎 司祭 河合良隆 

司祭  遠藤敏雄    司祭  青木毅三        主教 八代斌助 

主教  高瀬恒徳    司祭  牛島惣太郎 司祭 副島虎十 

伝道師 長尾よつ    伝道師 前田華江  司祭 坂下内匠 

主教  山田 襄    司祭  竹之内瑞男 司祭 岡 精三 

司祭  速水敏彦    司祭  津田昌男     司祭 福澤道夫 

司祭  村松順道    伝道師 小西トキ    司祭 片田蔦五郎 
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◆２０１９年度 教区墓地礼拝  今年の日程は以下のとおりです。 

１１月１日（金） 

八柱霊園  10:00  主任 池星煕司祭 

染井霊園  11:00  主任 中村淳司祭 

雑司ケ谷霊園 11:00  主任 卓志雄司祭 

上川霊園  11:00  主任 須賀義和司祭 

谷中霊園    14:00  主任 太田信三司祭 

青山霊園     14:00  主任 下条裕章司祭 

八王子・東京・南多摩霊園 14:00 主任 須賀義和司祭 

１１月２日（土）  

小平霊園   10:30  主任 井口 諭司祭 

春秋苑     10:30  主任 ケビン・シーバー司祭 

    多磨霊園   14:00  主任 倉澤一太郎司祭 

 

◆銀座朝祷会 （毎月第 2・第 4 火曜 8:00 場所: 銀座ﾙﾉｱｰﾙﾏﾛﾆｴ通店） 

第９７０回 １０月８日（火）   第９７１回 １０月２２日（火） 

 

◆被造物を祝う ～身近な動物たちとともに～ 

   家族とともにいる動物をお連れください 

・日 時：１０月１２日（土）１４:００ ・場 所: 聖パウロ教会 

・司 式：主教 髙橋 宏幸         ・説 教: 司祭 杉山 修一 

 

◆2019年度会計担当者・監査担当者懇談会(主催：教区財政委員会) 

・日 時：１０月５日（土）１４:００ ・場 所: 阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 

      懇談内容： 2020 年度分担金、遺贈、バザー等と税金について 

 

◆ふれあいキャンプ (主催：「障がい者」関連活動連絡会) 

  「一人は皆のために、皆はひとりのために」 

・日 時：１０月１３日（日）～１４日（月・休）・場 所：国立女性教育会館  

   

管区・他教区 

◆大阪教区聖職按手式 どうぞご加祷ください。 

   ・執事 ペテロ金山将司師が公会の司祭に叙任されます。 

 ・聖職候補生 ヒューム ウィリアム ユーワン師が公会の執事に叙任されます。 

・日 時：１０月５日（土）1３：３０ ・場 所：大阪聖愛教会 
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 ◆訃報 

・東京教区退職司祭 テモテ小笠原
お が さ わ ら

 忍
しのぶ

 師父が９月１９日逝去されました。（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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所便りは教区のホームページにも掲載しています。 


