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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 

１１月 １ 日（金） 教区墓地礼拝 雑司ヶ谷霊園  

   ナザレ修女会 

 ２ 日（土） 教区墓地礼拝 小平霊園 

 ３ 日（日） 大森聖アグネス教会 巡回 

 ４ 日（月） 会津若松諸聖徒教会 

 ９ 日（土） 立教学院諸聖徒礼拝堂 

 １０ 日（日） 八王子復活教会 巡回 

   聖ミカエル教会教会委員会 

 １３ 日（水） 常置委員会 

 １７ 日（日） 東京聖三一教会 巡回 

   モニカ会 

 １８ 日（月） 城南Ｇ牧師協議会 

 １９ 日（火） 信仰と生活委員会 

 ２０ 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） 

 ２１ 日（木） 立教女学院理事会 

 ２２ 日（金） 立教学院理事会 

 ２３ 日（土・休） 第１３５（定期）教区会 

 ２４ 日（日） 聖救主教会 巡回 

   聖公会八王子幼稚園理事会 

   降臨節を迎える光の礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２５ 日（月） ローマ教皇フランシスコ ミサ (東京ドーム) 

 ２６ 日（火） 主教と話そう（牛込聖公会聖バルナバ教会） 

 ２８ 日（木） 東洋英和女学院礼拝 

 

委員会・集会等 

１１月 １ 日（金）  教区墓地礼拝 

 ２ 日（土）  教区墓地礼拝 

 ８ 日（金） 19:00 広報委員会 

 １１ 日（月） 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 

   19:00 礼拝音楽委員会 
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 １３ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

   18:00 常置委員会 

 １４ 日（木） 14:00 環状Ｇ牧師協議会 （立教学院諸聖徒礼拝堂） 

 １６ 日（土） 10:00 聖歌集を歌う会 （主催：礼拝音楽委員会 場所：聖パウロ教会） 

 １７ 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 （池袋聖公会伝道所） 

 １８ 日（月） 13:30 城南Ｇ牧師協議会 

   18:30 財政委員会 

   19:00 教財務サービス委員会 

 １９ 日（火） 18:30 聖職試験公開説教  

   19:00 信仰と生活委員会 

   19:15 聖職試験委員会 

 ２０ 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) 

 ２３ 日（土・休） 9:00 第１３５（定期）教区会 

 ２４ 日（日） 14:00 城南Ｇ教会協議会 (東京聖マリア教会) 

   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） 

   16:00 下町Ｇ教会協議会 （聖救主教会） 

   18:30 降臨節を迎える光の礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２６ 日（火） 19:00 主教と話そう （主催：信仰と生活委員会 場所：聖バルナバ教会） 

 ２７ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 ２８ 日（木） 14:00 多摩Ｇ牧師協議会 （小金井聖公会） 

     

人 事 

司祭 ウィリアム・ローレンス・ブルソン  

2019 年 11 月 3 日付  聖オルバン教会牧師の任を解く。 

主教 髙橋宏幸   

2019 年 11 月 4 日付 聖オルバン教会管理牧師を委嘱する。 ただし、任期を 12 月 7 日までとする。 

司祭 カスリーン・J・カリネイン 

2019 年 12 月 8 日付 聖オルバン教会牧師（インテリム）に任命する。 

お知らせ 

◆代祷・信施奉献先（11 月） 

・済州(ﾁｪｼﾞｭ)教会・西帰浦(ｿｷﾞﾎﾟ)教会の働きのため 

・障害者週間のため（11 月 10 日～16 日） 

・聖救主教会キッドスクール(幼稚園)のため 

・人権活動を支える主日（11 月最終主日 11 月 24 日） 
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◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：１１月２０日（水）１０：３０  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 髙橋 顕 

主教 後藤文蔵    司祭 杉浦義道   司祭 坂野移文   司祭 鈴木光武 

司祭 西村敬太郎  司祭 矢崎健一   司祭 竹田鐵三  司祭 鈴木 勉 

司祭 粟飯原 謙   司祭 藤井慶一   司祭 今井 献  司祭 塚田 理  

執事 島田弟丸  伝道師 木村尚子  伝道師 千葉しげる 伝道師 水上春枝   

 

◆聖職試験 公開説教  ご加祷ください。 

  日 時 :１１月１９日(火) １８：３０   場 所 : 聖アンデレ主教座聖堂 

  志願者：聖職候補生 セシリア 下条知加子 

全能の神が志願者をみ旨に従って公会の聖職として召してくださるようお祈りください。 

 

◆2019 年度 教区墓地礼拝 今年の日程は下記のとおりです。 

・11 月 1（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・  14:00    主任 須賀義和司祭 

南多摩霊園  

・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 

  

◆第１３５(定期) 教区会  ご加祷ください。 

・日 時：１１月２３日（土・休） ９；００～１７：００ ・場 所：聖アンデレホール 

・書 記：司祭 塚田重太郎  司祭 髙橋 顕 

 

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

第９７２回  11 月 12 日(火)   第９７３回  11 月 26 日（火） 

 

◆降臨節を迎える 光の礼拝 

・日 時：１１月２４日（日） １８：３０  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 



 ４ 

・司  式 : 主教 髙橋宏幸    ・説 教 : 司祭 市原信太郎 

   クリスマス準備期間のアドヴェントの期節を皆さまと共に祈りながら 

  迎えたいと思います。どうぞご出席ください。  

 

◆主教と話そう（シリーズ第２弾） ～「宣教」って～  (主催：信仰と生活委員会) 

・日 時：１１月２６日（火） １９時～２１時  ・場 所：牛込聖公会聖バルナバ教会ホール 

・参加費 : 無料   

    初めての方、前回も参加して下さった方、どなたでもご参加ください。   

 

◆聖歌集を歌う会  (主催：礼拝音楽委員会) 

・日 時：１１月１６日（土） １０時～１６時  ・場 所：聖パウロ教会 

・ゲスト : 司祭 下条裕章        ・参加費 : ５００円 (おやつ込み) 

    ～ 秋の実りを感謝して、一粒の種から新しい恵みへ  ～   

 

◆総務・危機対応デスクから 

  台風１５号、１９号そして豪雨低気圧など、近年、激しい気象状況による災害が広域で 

同時的に多発しています。聖公会各教区の信徒･教役者の方々には特に人的な被害の報告はなく、 

また教会や関連諸施設においても大きな被害には至っておりません。 

災害にかかわる各教会の状況や各教区の情報などについては、「お知らせ・災害情報」や「きょう

くニュース」に随時掲載しております。教役者･各教会で共有くださいますようお願いいたします。 

 

◆管区・他教区等 

日本聖公会各教区教区会 ご加祷ください。 

北海道教区 第７８（定期）教区会 １１月２２日～２３日 

東北教区 第１０２（定期）教区会 １１月２２日～２３日 

北関東教区 第８６（定期）教区会 １１月２３日 

横浜教区 第８１（定期）教区会 １１月２２日～２３日 

中部教区 第９１ (定期) 教区会 １１月３日～4日 

京都教区 第１１４（定期）教区会 １１月２３日 

大阪教区 第１２３（定期）教区会 １１月２３日 

神戸教区 第８９（定期）教区会 １１月２３日 

九州教区 第１１４（定期）教区会 １１月２２日～２３日 

沖縄教区 第６８（定期） 教区会 １１月２２日～２３日 

 

                       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。 

   


