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主

教
10 月

動

静

１日（金） 聖職按手式前リトリート（ナザレ修女会）
立教学院理事会
２日（土） 教区 聖職(執事)按手式（参列者限定/Web 配信）
３日（日） 清瀬聖母教会
４日（月） 立教女学院理事会
５日（火） 主教ヨハネ竹田眞師父を憶えて 教区教役者によるレクイエム
７日（木） Bishops Conversation
９日（土） 環境保全、命を祝う礼拝
常置委員会
１０日（日） 真光教会 教会委員会
１２日（火） ～１４日（木）主教会（北海道）
１４日（木） 立教女学院理事会
１５日（金） 立教学院理事会
１６日（土） 教役者研修会（Web）
１７日（日） 大宮聖愛教会
２０日（水） 教区教役者逝去者記念聖餐式（参列者限定/Web 配信）
聖職養成委員会
２１日（木） 城南Ｇ牧師協議会
２５日（月） ナザレ修女会タスクフォース
２６日（火） 聖公会神学院評議員会・理事会
３０日（土） 池袋聖公会伝道所 聖別解除（池袋聖公会伝道所）
３１日（日） 水戸聖ステパノ教会

委員会・集会等
10 月

１日（金）10：00
20:30

聖職按手式前リトリート
教区青年会プログラム

２日（土）14:00

教区聖職(執事)按手式（非公開/Web 配信）

４日（月）

主教ヨハネ竹田眞師父を憶えて（９時～１７時 献花と黙祷）

５日（火）

主教ヨハネ竹田眞師父を憶えて（９時～１７時 献花と黙祷）

18:00
８日（金）14：30
19：00

主教ヨハネ竹田眞師父を憶えて教区教役者によるレクイエム

教区事務所職員・主事会議
財政委員会 (Web)

１

９日（土）14:00

会計担当者・監査担当者懇談会（Web）

14：00

環境保全、命を祝う礼拝（非公開/Web 配信）

17:00

常置委員会

１１日（月）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

18:30

礼拝音楽委員会 (Web)

１３日（水）19:30

教区青年会プログラム

１５日（金）18:30

人権委員会 （Web）

２０日（水）10:30

教区教役者逝去者記念聖餐式（非公開/Web 配信）

２３日（土）11:30

教区青年会プログラム

お知らせ
◆代祷・信施奉献先（１０月）
・野宿生活者支援のため(Ⅰ)（浅草聖ヨハネ教会、笹島キリスト教連絡会、
ちかちゅう給食活動、聖公会野宿者支援活動・渋谷）

・薬物依存リハビリ施設の働きのため（特非 東京ダルク）
・聖救主教会キッドスクール（幼稚園）のため （聖救主教会キッドスクール）
・小笠原諸島における宣教拠点のため（１０月１７日 教会創立記念日）（小笠原聖ジョージ教会）
・教役者緊急援助資金のため（第３主日 １０月１７日）（東京教区教役者緊急援助資金）
・社会事業の日（特定２５ １０月２４日）（総会決議）

◆主教ヨハネ竹田眞師父を憶えて
９月１３日に逝去されました主教ヨハネ竹田眞師父を憶え、髙橋宏幸主教の司式、東京教区教役者による
レクイエム（非公開）が行われます。

・日時：１０月５日（火）１８：００

・場所：聖アンデレ主教座聖堂（Web 配信）

また、レクイエムに先立ちまして、１０月４日（月）～５日（火）朝９時～１７時まで
主教座聖堂にご遺骨、ご遺影を安置し竹田主教様を憶えて献花と黙祷をお献げいただける
ことになりました。（教役者に限らずどなたでもご来場いただけます）
なお、お花料、ご供花は受け付けておりません。
◆東京教区聖職(執事)按手式 ご加祷ください。
聖職候補生 ヤコブ荻原充師が公会の執事に叙任されます。
・日時：１０月２日（土）１４：００

・場所：聖アンデレ主教座聖堂（Web 配信）

・司式:主教 フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸・説教:司祭 バルナバ関正勝
・式典長：司祭 セラピム髙橋顕

祭色：赤を用います

＊参列者を限定して行います。奉仕者・参列者詳細については式典長より連絡いたします。
◆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/

２

・日時：１０月２０日（水）１０時３０分

・場所：聖アンデレ主教座聖堂

・説教者： 司祭 上田亜樹子
司祭 山田助次郎

主教 松井米太郎

司祭 河合良隆

司祭 遠藤敏雄

司祭 青木毅三

主教 八代斌助

主教 高瀬恒徳

司祭 牛島惣太郎

司祭 副島虎十

伝道師 長尾よつ

伝道師 前田華江

司祭 坂下内匠

主教 山田襄

司祭 竹之内瑞男

司祭 岡精三

司祭 速水敏彦

司祭 津田昌男

司祭 福澤道夫

司祭 村松順道

伝道師 小西トキ

司祭 片田蔦五郎

宣教師 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ M ﾍｰﾙ

伝道師 石川光子

伝道師 小西栄三郎

◆環境保全、命を祝う礼拝（非公開：Web 配信）
礼拝を「聖アンデレ主教座聖堂ホームページ」より Web 配信いたします。
・日時：１０月９日（土）１４:００
・メッセージ：主教 髙橋宏幸

・場所: 聖アンデレ主教座聖堂

・司式：司祭 下条裕章

・補式・メッセージ朗読：司祭 太田信三
◆２０２１年度会計担当者・監査担当者懇談会(主催：教区財政委員会)
・日時：１０月９日（土）１４:００

・Web 会議

・内容：2022 年度教区費分担金、財務状況アンケート結果の中間報告等について

◆２０２１年度の教区墓地礼拝
新型コロナウィルス感染症の影響により、今年も各霊園・墓地で関係者が一堂に集まっての
礼拝は行わないこととなりました。
墓前での祈りをご希望される場合には、各々の教会・礼拝堂の牧師・管理牧師とご相談くだ
さい。
◆教区青年会プログラム(各月)
・第 1 金曜日 19:00～21:00

テゼの歌と祈りの集い

@Insta LIV

・第 2 水曜日 19:30～21:00

食事会

@Zoom

・第 4 土曜日 11:30～13:00

マルコとごはん(聖書を読む)

@Zoom

◆銀座朝祷会
・毎月第 2、第 4 火曜

８：００

場所：喫茶室ルノワール銀座マロニエ通店

＊１０月は１２日、２６日の予定ですが、コロナ禍のため緊急休会もあり得ます。
実施については世話人へご確認下さい。
◆教区事務所からのお願い
各委員会においては委員会の日程（Web 会議含む）を教区事務所まで必ずご連絡ください。
ご協力よろしくお願いいたします。
◆教区事務所の開所時間について
東京教区事務所は引き続き開所時間を下記のようにさせていただきます。

３

変更ある時はお知らせいたします。
・開所日：月曜日～金曜日（休日を除く）
・開所時間：午前１０時３０分～１２時３０分

午後１３時３０分～１５時３０分

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

管区・他教区
◆北海道教区第８０（臨時)教区会

ご加祷ください

・日 時： １１月３日(水・休) ９：００～１５：００

・ 場 所： 北海道教区主教座聖堂 (札幌キリスト教会)

・議 題： 次期教区主教選挙

◆訃報
た け だ まこと

・東京教区退職主教 ヨハネ竹田 眞 師父が９月１３日逝去されました。（９１歳）
・神戸教区退職司祭

ま え だ じ ろ う

ヨシュア前田 次郎 師父が９月２０日逝去されました。（８９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。

事務所便りは教区のホームページにも掲載しています。

４

