No.６９７
２０２１年 ６月 １日

日本聖公会東京教区

教 区 事 務 所 便 り
URL

主

教

動

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

静

6 月 ３日（木）
４日（金）

ベタニヤ・ホーム
新任聖職候補生学びの会
教区事務所職員・主事会議
正義と平和協議会 運営委員会（Web）

５日（土）

東日本宣教協働区ハラスメント防止・対策研修会（Web）

６日（日）

真光教会 教会委員会
正義と平和委員会ｵﾝﾗｲﾝﾝﾌｫｰﾗﾑ「原発はやめようよ」

７日（月）

正義と平和委員会ｵﾝﾗｲﾝﾝﾌｫｰﾗﾑ「原発はやめようよ」

８日（火）

主教会（～１０日）

１０日（木）

聖職養成委員会（Web）

１１日（金）

立教学院理事会

１２日（土）

立教中高同窓会 70 周年礼拝

１３日（日）

小山祈りの家

１４日（月）

北関東教区 教役者会（Web）

１６日（水）

教役者逝去者記念聖餐式（非公開/Web）
北関東教区 常置委員会

１７日（木）

立教女学院理事会

２０日（日）

沖縄週間を覚えての礼拝（非公開/Web）

２１日（火）

東京教区 常置委員会（Web）

２３日（水）

東日本宣教協働区分科会（Web）

２８日（月）

信仰と生活委員会（Web）

２９日（火）

東京教区 教役者研修会

委員会・集会等
６月

４日（金）

５日（土）

14:30

教区事務所職員・主事会議

19:00

正義と平和協議会運営委員会（Web）

19:00

教区青年会プログラム（Web）

9:30

東日本宣教協働区ハラスメント防止・対策研修会（Web）

１

人

９日（水）

19:30

教区青年会プログラム（Web）

１０日（木）

19:00

聖職養成委員会（Web）

１１日（金）

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（Web 配信）

１２日（土）

18:30

財政委員会（Web）

１４日（月）

18:30

礼拝音楽委員会（Web）

１６日（水）

10:30

教役者逝去者記念聖餐式（非公開/Web 配信）

２０日（日）

17:00

沖縄週間を覚えての祈り（Web 配信）

２１日（月）

19:00

常置委員会（Web）

２３日（水）

19:00

東日本宣教協働区分科会（Web）

２４日（木）

16:00

聖アンデレ教会・常置委員説明会

２８日（月）

19:00

信仰と生活委員会（Web）

２９日（火）

19:00

東京教区 教役者研修会

事

・聖職候補生 藤田美土里

人権委員会 委員委嘱 2021 年 5 月 1 日付

・内野明和

教区資料保全委員会 委員委嘱 2021 年 5 月 1 日付

・小川清恵

聖職養成委員会 委員長解任 2021 年 5 月 31 日付

・小林幸子

聖職試験委員会 委員解任 2021 年 5 月 31 日付

・司祭

上田亜樹子

聖職養成員会 委員長委嘱 2021 年 6 月 1 日付

・小川清恵

聖職養成委員会 委員委嘱 2021 年 6 月 1 日付

・平松恵子

聖職試験委員会 委員委嘱 2021 年 6 月 1 日付

お知らせ
◆代祷・信施奉献先

（６月）

・教区青年活動のため
・国際こども学校の働きのため
・きぼうのいえのため
・東京教区神学生のため （聖霊降臨後第 2 主日 6 月 6 日）

◆教役者逝去者記念聖餐式

（非公開）＊聖アンデレ教会 HP よりライブ配信します。
http://www.st-andrew-tokyo.com/web/

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。

２

・日

時：６月１６日（水）１０時３０分

・場

所：聖アンデレ主教座聖堂

・説教者：髙橋顕司祭
司祭 山縣雄杜三 司祭 堀 正一 司祭 飯田栄次郎 司祭 秋山基一
執事 阪井徳太郎 司祭 柴田通三 伝道師 梅本總吉

司祭 木村 清

司祭 ジョセフ・ゴンザレス 司祭 大野俊朗 司祭 東 信行 伝道師 山口千里
伝道師 伊木久次郎 司祭

山縣与根二 司祭 牧岡鉄弥 伝道師 山田智代

伝道師 太田りゅう 伝道師 海保小鹿代 司祭 山崎正雄 司祭 遠山隆夫
司祭 寺井俊健 司祭 宅間信基

◆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１００４回 ６月８日（火） ・第１００５回 ６月２２日（火）

管区・他教区
◆「地球環境のために祈る日」６月６日（日）
どうぞご加祷ください。
２０１８年第６４（定期）総会決議により「国連世界環境デー・６月５日」に近い主日
に「地球環境のための祈り」を献げることになっています。

◆沖縄週間

６月２０日（日）～２６日（土）

沖縄週間は日本聖公会の全教区・教会が沖縄の現実に思いを寄せ、主の平和を求めて祈
ることを目的とするものです。沖縄教区では６月２３日（水）に「慰霊の日」記念礼拝が
行われます。どうぞそれぞれの場所にて覚えてお祈りください。
また、「２０２１年沖縄週間・沖縄の旅」は Zoom による Web プログラムで開催されます。
・第１夜

６月２２日（火）１９:００～

沖縄の歴史に聴く

・第２夜

６月２３日（水）１９:００～

沖縄の今に聴く

参加希望の方は https://forms.gle/5VJPn5cwtQiTLB6s9 へお申し込みください。
申込締切：６月１３日（日）

◆宣教協議会実行委員会

参加費：無料

「2022 年 日本聖公会 宣教協議会」へ向けてのアンケート

2022 年宣教協議会開催に向けて、2012 年宣教協議会の提言を改めて共有することと、2022
年宣教協議会企画にあたり、日本聖公会の交わりのうちにある皆様とともに恵みや課題を
分かち合い、実りのある協議会とするためのアンケートです。宜しくご回答ください。
アンケート締切：６月３０日（水）

３

◆管区

女性に関する課題の担当者、正義と平和委員会ジェンダープロジェクト

オンライン研修会「教会とセクシャル・マイノリティ

これだけは知ってほしい！」

日時：７月１９日（月・祝）１９：００～２１：００
講師：寺田留架さん(約束の虹ミニストリー代表)、
川口弾さん(研究者/神学・クィア理論)
参加希望の方は https://forms.gle/SVFtojViGAyzscky8 へお申し込みください。
申込締切：７月５日（月）

参加費：無料

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。

４

