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主 教 動 静 

 ３月 ３ 日（火） 教会 G 幹事教会牧師の会 

 ７ 日（土）  聖公会八王子幼稚園理事会 

 ８ 日（日） 月島聖公会巡回 

 ９ 日（月）  聖公会神学院卒業礼拝  

 １０ 日（火） 立教学院評議員会 

 １１ 日(水) 東日本大震災９周年記念の祈り (聖アンデレ主教座聖堂) 

 １３ 日(金) 立教学院理事会 

 １４ 日(土) 香蘭女学校高等科卒業感謝礼拝 

 １５ 日（日） 渋谷聖公会聖ミカエル教会 

 １７ 日(火) 常置委員会 

 １８ 日（水） 教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

   聖公会神学院理事会 

   教区事務所主事会議 

 １９ 日（木）  香蘭女学校理事会 

 ２０ 日(金・休) 第１３６(定期) 教区会 

 ２４ 日（火） 聖職養成委員会 

 ２５ 日（水） 教区事務所職員会議 

 ２６ 日（木） 立教女学院理事会 

 ２７ 日(金) 臨時主教会 

 ２８ 日(土) 中部教区主教按手・就任式（名古屋聖マタイ教会） 

 ３１ 日(火) 信仰と生活委員会 

 

  委員会・集会等 

３月 ３ 日（火） 18:30 教会 G 幹事教会牧師の会 

 ６ 日（金） 19:00 聖職試験委員会 

 ９ 日（月） 13:00 聖公会神学院卒業礼拝 

 １１ 日（水） 10:30 主教座聖堂活動委員会 

   14:00 東日本大震災９周年記念の祈り  (聖アンデレ主教座聖堂) 

   19:00 広報委員会 
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 １５ 日（日） 15:00 環状 G 教会協議会 （インマヌエル新生教会） 

 １７ 日（火） 18:00 常置委員会 

   18:30 財政委員会 

 １８ 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) 

   15:30 教区事務所主事会議 

   18：30 礼拝音楽委員会 

 １９ 日（木） 18:00 多摩 G 牧師協議会 （八王子復活教会） 

 ２０ 日(金・休) 9:00 第１３６（定期）教区会  

 ２２ 日（日） 14:00 外濠 G 教会協議会 (東京諸聖徒教会) 

   14:00 山手 G 教会協議会 （東京聖三一教会） 

 ２４ 日（火） 18:30 聖職養成委員会 

 ２５ 日（水） 13:30 教区事務所職員会議 

 ２９ 日（日） 14:00 下町Ｇ教会協議会 （千住基督教会） 

     

  お 知 ら せ  

 ◆代祷・信施奉献先 （３月） 

・聖公会生野センターのため（3 月 1 日に近い主日 3 月 1 日） 

・東京教区神学生のため（大斎節第 1 主日 3 月 1 日） 

・聖公会東京 311ボランティアチームの働きのため 

・葛飾学園（サンピエール・保育園・学童保育）のため 

・ぶどうのいえのため 

・女性の家 HELPのため 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：３月１８日（水）１０：３０ ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 須賀義和 

伝道師 遠藤英子  司祭 松坂勝雄  司祭 内田茂二    主教 後藤真  

主教  八代崇    司祭  長沢義正  伝道師 岡本房子   司祭 林五郎  

司祭 米村路三   司祭  安倍騰    伝道師 林歌子      伝道師 長谷川喜多子 

司祭  岸本隆一    司祭  伊藤堅逸   司祭   宿谷栄     主教  斉藤茂樹 

司祭 洪恒太郎 

 

◆下町大空襲記念礼拝（主催：下町Ｇ教会協議会） 

・日 時：３月１０日（火）１９：００  ・場 所：聖救主教会 

 ・お 話： 上原淳子 （聖救主教会信徒） 
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◆東日本大震災９周年記念の祈り ～同じ時 想いを一つに 皆で祈りを～ 

  「午後２時４６分の黙想」 「すべての逝去者、困難のうちにある方々を覚えて」 

 ・日 時：３月１１日（水）１４：００  ・(場 所：聖アンデレ主教座聖堂) 

 ・司 式：司祭 太田信三           

  ヨハネ加藤博道主教からビデオメッセージをいただきます。 

    今年も東北教区と同じ式文を用いて礼拝を行います。また、当日は礼拝をネット配信 

   いたしますので、それぞれの場所でお祈りください。 

 

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

  ・第９８０回 ３月１０日（火）  ・第９８１回 ３月２４日（火） 

 

◆第１３６（定期）教区会  ご加祷ください。     

 ・日 時：３月２０日（金・休）９：００～１７：００ 

 ・場 所：（開会聖餐式）聖アンデレ主教座聖堂 （議場）聖アンデレホール 

  ・書 記：司祭 髙橋顕  聖職候補生 下条知加子 

 

◆2019 年度卒業礼拝  ご加祷ください。 

十 聖公会神学院 

・日 時：３月９日（火）１３:００ 

・場 所：聖公会神学院 諸聖徒礼拝堂 

十 ウイリアムス神学館 

・日 時：３月１３日（金）１１：００ 

・場 所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

 

◆堅信受領者総会資料・決議録の提出について 

未提出の場合は、資料および決議録を各２部ずつ至急教区事務所にお送りください。 

 

管区・他教区等    

◆神戸教区 聖職按手式 ご加祷ください。 

   ・執事 バルナバ 永野拓也師が公会の司祭に叙任されます。 

  ・聖職候補生 ルカ 宮田裕三師が公会の執事に叙任されます。 

 ・日 時：３月２１日（土）１０：３０   ・場 所：神戸聖ミカエル大聖堂 

 

◆中部教区 ご加祷ください。 

  主教被選者 アシジのフランシス 西原廉太師の主教按手式および主教就任式 

・日 時：３月２８日（土）１０：００   ・場 所：主教座聖堂（名古屋聖マタイ教会） 

 

◆大阪教区第１２４（臨時)教区会 ご加祷ください 

   ・日 時： ３月２２日(日) １５：００   ・ 場 所： 大阪教区主教座聖堂 (川口基督教会) 
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◆東京教区 聖職按手式 ご加祷ください。 

    ・聖職候補生 セシリア 下条知加子師が公会の執事に叙任されます。 

  ・日 時：５月１６日（土）１３：３０   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 


