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                                                No.６８３ 

                                              ２０２０年４月１日  

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 

４月 １ 日（水） 聖公会八王子幼稚園 

 ９ 日（木） 司祭按手の約束の更新・聖油聖別の聖餐式 (非公開) 

 １０ 日（金）  受苦日礼拝 (非公開) 

 １１ 日（土） 東日本大震災、また世界各地の自然災害を憶えて祈る 

 １５ 日（水） 香蘭女学校 

   教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

   教区事務所主事会議 

 １６ 日（火） 常置委員会 

 １７ 日（金）  立教学院理事会 

 ２２ 日（水） 教区事務所職員会議 

 ２４ 日（金） 東洋英和女学院 

   聖公会神学院入学礼拝 

 

委員会・集会等      

4月 ９ 日（木） 11:00 司祭按手の約束の更新・聖油聖別の聖餐式 (非公開) 

 １０ 日（金） 12:00 受苦日礼拝 (非公開) 

 １１ 日（土） 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 

 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) 

   15:30 教区事務所主事会議 

 １６ 日（木） 16:00 常置委員会 

 ２２ 日（水） 14:00 教区事務所職員会議 

 ２４ 日（金） 14:00 聖公会神学院入学礼拝 

     

人 事 

   ・司祭ジェームズ  須賀義和         2020 年 3 月 31 日  

学校法人光の子ども学園聖公会八王子幼稚園チャプレン解任  

社会福祉法人滝乃川学園チャプレン解任  

 ・主教フランシスコ・ザビエル  髙橋宏幸  2020 年 4 月 1 日  

学校法人光の子ども学園聖公会八王子幼稚園チャプレン 任命  

 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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 ・司祭パウロ  田光信幸               2020 年 4 月 1 日  

学校法人光の子ども学園聖公会八王子幼稚園チャプレン代行（非常勤）委嘱  

ただし任期は１年  

  ・司祭ダビデ  倉澤一太郎             2020 年 4 月 1 日  

社会福祉法人滝乃川学園チャプレン任命  

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先 （４月） 

・エルサレム教区のため （受苦日 ４月１０日） 

・つきしまキッズデイ 

・児童養護施設のため 

・月島聖ルカ保育園のため 

 

 ◆教役者逝去者記念聖餐式 

・日 時：４月１５日（水）１０：３０ 

・場 所：聖アンデレ主教座聖堂  ・説教者：司祭 井口 諭 

司祭  落合吉之助   司祭  稲垣陽一郎  主教 ジョン マキム 

主教  上田一良    司祭  田井正一   司祭 大藤鋳三郎   

司祭  大木弘行    司祭  大野敏之   司祭 松原喜七 

執事  八木立三    主教  大久保直彦  司祭 中島 修  

伝道師 織間小太郎   司祭  木村信一   司祭 島田忠雄 

主教  元田作之進   司祭  山口信太郎  司祭 伊勢恭哉 

伝道師 ヘレン ボイド 伝道師 安枝武雄   司祭 早川喜四郎 

主教  蒔田 誠     伝道師 鈴木繁子   司祭 小林彦五郎 

伝道師 斉藤伊佐子 

    

◆２０２０年度入学礼拝  ご加祷ください。 

十 聖公会神学院 （学生、教職員、関係教役者のみ） 

・日 時：４月２４日（月）１４：００ ・場 所：聖公会神学院諸聖徒礼拝堂 

・新入生： パウロ 福永 澄（東京教区）        

十 ウィリアムス神学館 

・日 時：４月２日（水）１１：００ ・場 所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

・入学予定者 本科生： ステパノ 高野洋（横浜教区） サムエル 藤井和人（京都教区）     

            ダビデ 梁権模（京都教区） 

 

◆銀座朝祷会（毎月第２・第４火曜８：００ 場所：スターバックス銀座 2丁目ﾏﾛﾆｴ通店） 

・第９８２回 ４月１４日（火） ・第９８３回 ４月２８日（火） 
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◆教区事務所開所時間変更について 

「新型コロナウイルス感染症」への対応として、さまざまな対応・対策がなされております。  

東京教区ではこの対応として、２０２０年４月１日より、教区事務所の開所時間を短縮することと  

いたしました。これに伴い、ご不便をおかけすることが生じるかもしれませんが、どうぞご理解の  

ほどよろしくお願いいたします。 変更後の開所時間は下記となります。 

月曜日～金曜日（休日を除く）午前 10時 30分～12時 30分  午後 13時 30分～15時 00分 

  事務所へのご連絡等は上記時間帯に下さるようお願いいたします。 

 

管区・他教区等 

◆中部教区  主教按手式日程変更  どうぞご加祷ください。 

 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：１０月２４日（土）１０：００  ・場 所：主教座聖堂（名古屋聖マタイ教会） 

 

◆訃 報 

・横浜教区退職司際 ペテロ 久保田
く ぼ た

 伊作
い さ く

師が３月２１日逝去されました。（９３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。 

================================================================================= 

◆主教座聖堂より  ホームページ  http://anglicancathedral.tokyo 

   (ホームページより次の礼拝がインターネット配信されます) 

（１）４月９日午前１１時 司祭の約束の更新・聖油聖別の聖餐式 （非公開） 

   司式・説教 教区主教   

     ライブストリーミング（生中継）される予定です。 

（２）４月１０日正午 受苦日礼拝 (非公開) 

   司式 佐々木庸司祭、説教 成成鍾司祭 

    ライブストリーミング（生中継）される予定です。 

 （３） 上記以外、以下の礼拝の配信（録画配信）が予定されています。 

   ・４月中の各主日の礼拝 （司式・説教 教区主教） 

   ・聖木曜日 夕 聖餐制定と洗足の礼拝 （司式・説教 教区主教） 

   ・聖土曜日 夕 復活前夕の礼拝 （司式・下条裕章司祭、市原信太郎司祭 ） 

   ※復活のろうそくの祝別・洗礼の約束の更新はありません。 

     ぜひ、各教会・礼拝堂の主日礼拝再開の折に、これら祝別と更新を用いることを 

ご検討ください。 

 

 

 

                           教区事務所便りは教区のホームページにも順次掲載します。  

http://anglicancathedral.tokyo/
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