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主 教 動 静 

 ２月 １ 日（月） 東日本宣教エリア協働委員会 

 ３ 日（水） 立教女学院理事会 

 ４ 日（木） 聖職候補生学びの会 

 ５ 日（金）  臨時常置委員会  

 ７ 日（日）  聖ミカエル教会堅信受領者総会 

 ８ ～１０日 主教会（前橋聖マッテヤ教会） 

 １１ 日（木・休） 東日本大震災、また世界各地の自然災害を憶えて祈る（聖アンデレ主教座聖堂） 

 １２ 日（金） 教育プロジェクト 

 １３ 日(土) 礼拝音楽委員会（Web 会議） 

 １４ 日（日） 真光教会教会委員会 

 １５ 日（月）  聖公会八王子幼稚園 

 １６ 日（火） 聖公会神学院理事会 

   常置委員会（Web 会議） 

 １７ 日（水）  教役者逝去者記念聖餐式 

 １８ 日（木） 立教女学院理事会 

 １９ 日(金) 教区事務所職員会議・主事会議 

 ２１ 日（日） 教区モニカ会 

 ２２ 日（月） 聖公会八王子幼稚園 

   信仰と生活委員会（Web 会議） 

 ２５ 日（木） 聖職候補生学びの会 

    

委員会・集会等  

２月 ２ 日（火） 10:30 被献日礼拝 （録画配信） 

 ８ 日（月） 18:30 礼拝音楽委員会（Web 会議） 

 １１ 日(木・休） 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 

 １３ 日（土） 13:00 礼拝音楽委員会（委員研修会）（Web 会議） 

   18:30 財政委員会（Web 会議） 

 １６ 日（火） 17:00 常置委員会（Web 会議） 

 １７ 日（水） 10:30 教役者逝去者記念聖餐式 

 １９ 日（金） 11;00 教区事務所職員会議・主事会議 
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 １９ 日（金） 18:30 聖職養成委員会（Web 会議） 

 ２２ 日（月） 19:00 信仰と生活委員会（Web 会議） 

 ２５ 日（木） 18:30 人権委員会（Web 会議） 

     

◆人 事【順不同】 

人事異動を以下のように発令します 

 

主教フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸 

   ４月 ４日 渋谷聖公会聖ミカエル教会管理牧師の任を解く  

           聖公会八王子幼稚園チャプレン任を解く 

司祭ペテロ井口 諭 

   ３月３１日 定年により退職とする   

   ４月 １日 神田キリスト教会嘱託司祭を委嘱する。任期１年 

司祭パウロ宮﨑 光 

   ４月 ４日 聖パウロ教会管理牧師の任を解く   

   ４月 ５日 大森聖アグネス教会管理牧師に任命する 

司祭セラピム高橋 顕 

   ４月 １日 神田キリスト教会管理牧師任命する 

司祭アモス金 大原 

   ３月３１日 立教学院出向を解く 

   ４月 １日 香蘭女学校チャプレンに任命する 

   ４月 ４日 東京聖十字教会管理牧師の任を解く 

   ４月 ５日 三光教会牧師に任命する   

司祭マリア・グレイス笹森田鶴 

   ４月 ４日 東京聖三一教会管理牧師の任を解く 

   ４月 ５日 渋谷聖公会聖ミカエル教会管理牧師に任命する 

司祭ニコラス中川英樹 

  ４月 ５日 東京聖十字教会管理牧師に任命する 

司祭ヨナ成 成鍾 

  ３月３１日 香蘭女学校チャプレンの任を解く 

  ４月 ４日 三光教会牧師の任を解く 

        大森アグネス教会管理牧師任を解く 

  ４月 ５日 八王子復活教会牧師任命 

     聖パトリック教会管理牧師任命 

     聖公会八王子幼稚園チャプレン任命 

司祭ナタナエル池 星煕 

  ４月 ４日 聖パウロ教会副牧師の任を解く 

  ４月 ５日 聖パウロ教会牧師に任命する 
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司祭シモン林永寅 

  ４月 ４日 東京聖三一教会副牧師の任を解く 

   ４月 ５日 聖愛教会牧師に任命する 

司祭ロイス上田亜樹子 

  ４月 １日 葛飾茨十字教会管理牧師に任命する 

司祭バルナバ菅原裕治 

  ４月 ４日 聖パトリック教会牧師の任を解く  

         八王子復活教会管理牧師の任を解く 

   ４月 ５日 東京聖三一教会牧師に任命する 

司祭シモン・ペテロ上田憲明 

  ４月 １日 聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂牧師（チャプレン）に任命する 

司祭ケビン・シーバー 

  ３月３１日 聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂牧師（チャプレン）の任を解く 

    ４月 １日 願いにより、休職を許可する。ただし１年間 

執事セシリア下条知加子 

   ４月 １日 葛飾茨十字教会牧師補に任命する 

司祭オーガスチン杉山修一 

  ４月 １日 渋谷聖公会聖ミカエル教会嘱託を委嘱する。任期１年 

        香蘭女学校嘱託チャプレン（非常勤）委嘱する。任期１年 

 司祭ペテロ井口 諭 

  ３月３１日 聖職試験委員長、小平墓地委員長、 

     および正義と平和協議会議長の委嘱を解く 

司祭バルナバ菅原裕治 

  ４月 １日 聖職試験委員長を委嘱する。任期２０２１年１２月３１日 

司祭ダビデ倉澤一太郎 

  ４月 １日 小平墓地委員長を委嘱する。任期２０２１年１２月３１日 

                          以  上  

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先（2 月） 

・東京教区神学生のため（大斎節第一主日 ２月２１日） 

・聖公会生野センターのため（３月１日に近い主日 ２月２８日） 

・「佐賀聖ルカ教会」伝道所の働きのため 

・全生園聖フランシス聖エリザベツ礼拝堂のため 

 

◆被献日礼拝 *録画配信* 

・日 時：２月２日（火）１０：３０   ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司  式・説教：主教 髙橋宏幸                
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◆教役者逝去者記念聖餐式  (非公開) 

新型コロナウィルス感染症対応、また政府からも緊急事態宣言が発出されたことに鑑み、非

公開で行うことといたしました。 髙橋宏幸主教司式のもと主教座聖堂主任司祭等で献げさせ

ていただきます。皆さまには是非、それぞれの場所にてお祈りを共にして下さいますようお

願いいたします。 

・日 時：２月１７日（水）１０:３０  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂  

・説教者：司祭 下条裕章 

主教 村尾昇一 主教 小笠原重二 司祭 桑田繁吉 

司祭 高松孝治 司祭 岡墻清蔵 司祭 皆川晃雄 

司祭 粟飯原 信 司祭 遠藤義光 司祭 山口千尋 

司祭 澤 邦介 司祭 大和田 功 執事 戸所芳一 

執事 金井登 執事 栗原素行 伝道師 多治見十郎 

伝道師 深尾猪曽子 司祭 梅本芳哉 司祭 原田新一 

伝道師 杉浦詮三 伝道師 森安せつ 伝道師 小宮珠子 

司祭  野田昭次   

   

◆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９９８回  ２月９日（火）    第９９９回 ２月２３日（火）  

◆教会グループ２０２１年度幹事教会 

   城南：聖ミカエル教会  外濠：東京聖テモテ教会  下町：葛飾茨十字教会 

山手：聖愛教会  環状：阿佐ヶ谷聖ペテロ教会  多摩：聖パトリック教会 

◆教区教役者会２０２１年度幹事 

 ・幹事長：司祭 倉澤一太郎 ・副幹事長：司祭 須賀義和・司祭 大森明彦 

  ・会計： 執事 下条知加子 ・連絡係：聖職候補生 荻原充 

◆受聖餐者総会資料・決議録の提出について 

 資料および決議録を２部ずつ、３月中を目処に教区事務所にお送りください。 

 

◆信徒奉事者認可・分餐奉仕許可の申請について  

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 12 日 (金 )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、

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。  
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◆国、地方自治体、その他からの照会、質問等の取り扱いについて  

各教会・礼拝堂宛に直接、統計や調査の依頼・質問等がありました場合は教区事務所へお知らせ 

ください。法人格を持たない各教会・礼拝堂は、それらに対して回答する必要がありませんので 

ご注意ください。 

担当の教会委員の方、特に新たに担当することになった教会委員の方にその旨をお伝えください。 

◆管区・他教区 

◆神戸教区聖職按手式 どうぞご加祷ください。 

・テモテ遠藤洋介執事が公会の司祭に叙任されます。 

・日 時：２月１１日（木・休）１０：３０ ・場 所:神戸聖ミカエル大聖堂 

◆京都教区聖職按手式 どうぞご加祷ください。 

・アンデレ江渡由直執事が公会の司祭に叙任されます。 

・日 時：２月２３日（火・休）１３：００ ・場 所:四日市聖アンデレ教会 

・ルカ柳原健之執事が公会の司祭に叙任されます。 

・日 時：２月２７日（土）１０：３０ ・場 所:富山聖マリア教会 

◆北関東教区第８８回(臨時)教区会 どうぞご加祷ください。 

 ・日 時： ２月１１日(木・休) １０：３０      ・ 場 所： 志木聖母教会 

 

◆日本聖公会第６６(臨時)総会 どうぞご加祷ください。 

  ・日 時： ３月６日(土) １３：００  ＊オンライン開催（COVID-１９感染拡大防止のため） 

  ・目 的： 日本聖公会法規の一部を改正する件 (｢伝道教区制｣に関わるもの｣)、 日本聖公会北関東 

        教区が｢伝道教区｣ となる同教区会決議承認の件 

◆訃 報 

・京都教区退職主教 ヨハネ 岡野
お か の

利
とし

治
はる

師が１月３1日逝去されました。（９６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。 

 

  

 

 

 

 

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。 


