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日本聖公会東京教区  

教 区 事 務 所 便 り 

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

主 教 動 静 

１月 １ 日（水） 真光教会 

 ８ 日(水) 立教学院評議員会 

 １１ 日（土） 教区新年礼拝・合同堅信式 

   城南 G 牧師協議会 

 １２ 日（日） 真光教会 

 １５ 日(水) 教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂） 

   ナザレ修女会 

 １６ 日(木) ナザレ修女会 

   教区事務所主事会議 

 １７ 日(金) 立教学院理事会 

 １８ 日(土) 正義と平和協議会運営委員会 

 １９ 日（日） 阿佐ヶ谷聖ペテロ教会巡回 

   聖ミカエル教会教会委員会 

 ２２ 日(水) 主教座聖堂活動委員会 

   教役者研修会 

 ２３ 日(木) 立教女学院理事会 

 ２６ 日（日） 立教学院諸聖徒礼拝堂巡回 

 ２８ 日（火） 聖職養成委員会 

 ２９ 日(水) 常置委員会 

    

委員会・集会等 

  1月 ７ 日（火） 18:30 礼拝音楽委員会 

   19:00 信仰と生活委員会 

 ８ 日（水） 10:30 教区資料保全委員会 

 １１ 日（土） 13:00 教区新年礼拝 合同堅信式（聖アンデレ主教座聖堂） 

 １４ 日（火） 18:30 財政委員会 

   19:00 教財務サービス委員会 

 １５ 日（水） 10:30 教役者逝去者記念聖餐式 （聖アンデレ主教座聖堂） 

   18:30 広報委員会 

 １６ 日（木） 15:30 教区事務所主事会議 

 １８ 日（土） 14:00 外濠 G 教会協議会 (東京諸聖徒教会） 
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   16:00 正義と平和協議会運営委員会 

 １９ 日（日） 14:30 多摩 G 教会協議会（八王子復活教会） 

   15:00 環状 G 教会協議会（インマヌエル新生教会） 

 ２３ 日（木） 14:00 教区事務所職員会議 

 ２５ 日（土） 14:00 教区青年会 

 ２６ 日（日） 14:00 城南 G 教会協議会 （聖アンデレ教会） 

   14:00 山手 G 教会協議会（聖マーガレット教会） 

   14:00 下町 G 教会協議会（神愛教会） 

 ２８ 日（火） 18:30 聖職養成委員会 

 ２９ 日（水） 18:00 常置委員会 

     

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先（1 月） 

・主教座聖堂の働きのため 

・視覚聴覚障害者伝道のため 

・聖救主福祉会（深川愛の園・まこと保育園、善福寺愛の園）のため 

・カパティランの働きのため 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式    

・日 時：１月１５日（水）10:30   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 笹森田鶴 

主教 アボット・ヴァイアル 司祭 小島茂雄 司祭 植村才一 

司祭 福島國五郎 主教 名出保太郎 伝道師 黒川とよ 

司祭 森 尭道 司祭 レイモンド・ハンマー 司祭 佐藤 裕 

伝道師 丹下トキ 司祭 細貝岩夫 伝道師 吉田とく 

司祭 前島 潔 司祭 柳原光  司祭 松本寛一 

伝道師 後藤まつ 伝道師 野元ナミ 司祭 竹内謙太郎 

伝道者 石井筆子 司祭 竹田眞二 伝道師 佐藤忠造 

主教 黒瀬保郎 司祭 横地 諫  

   

◆教区新年礼拝・合同堅信式 

・日 時：１月１１日（土）１３：００ 

・場 所：聖アンデレ主教座聖堂  ・司式・説教：主教 髙橋宏幸 

 

◆被献日前光の礼拝 キャンドルマス 

・日 時：２月１日（土）17:00   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司式：主教 髙橋宏幸 
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◆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 976 回  1 月 14 日（火）  第 977 回 1 月 28 日（火） 

 

◆日本聖公会「年次統計報告書」作成について 

期限（１月３１日）厳守にて２部ご提出ください。必ず教会に「控」を保管してください。 

 

◆堅信受領者総会資料（決議録）の提出について 

２月中を目処に教区事務所あて２部お送りください。 

◆イベント情報提供について 

各委員会および各教会、各教会グループはイベントを計画した場合、詳細について 

速やかに教区事務所および広報委員会までお知らせください。なお、ポスター・ちらし等は 

教区事務所あて必ずお送りください。 

 

◆信徒奉事者認可申請について  

信徒奉事者の認可は 3 月 31 日が期限となっています。  4 月以降も引き続き信徒奉事

者として推薦する場合は、2 月３日 (月 )までに届くように必要書類を教区事務所にお送り  

ください。  

新たに信徒奉事者として推薦する場合は、当該信徒の信仰歴や教会での奉仕内容な

どについて記した書類 （書式自由）を必ず添付して早めにお送りください。  

また、信徒奉事者として分餐奉仕をする場合は、信徒奉事者推薦と同時に「分餐奉仕

許可願」の旨を明記してご提出ください。  

 

◆小笠原聖ジョージ教会の FAX 

ファックが不調のため受信ができません。そのため、当教会へ書類等を  

送付される場合には教会宛メールに添付してお送り下さるようお願いい  

たします。  *聖ジョージ教会アドレス：  st-george.tko@nskk.org 

 

◆訃  報  

  ・ヨブ  内田
う ち だ

稔
みのる

司祭（東京教区退職）が１２月２５日に逝去されました。（90 歳）  

  召された魂の平安とご家族への慰めをお祈りいたします。  

 

 

 

 

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。 
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