
 １ 

                                                   No.７０２R 

                                                ２０２１ ．１ １． １  

 

日本聖公会東京教区  

教 区 事 務 所 便 り 

URLhttp://nskk.org/tokyo/ 

 

主 教 動 静 

１１月 １ 日（月） 聖公会神学院創立記念礼拝 

 ２ 日（火） 聖公会センター 

 ４ 日（木） Bishop’s Conversation 

 ５ 日（金） インマヌエル新生教会 

   北関東教区・東京教区分科会 

 ６ 日（土） インマヌエル新生教会新礼拝堂聖別式 

 ７ 日（日） 真光教会 

 １０ 日（水） 北関東・東京教区合同教役者会（Web） 

 １２ 日（金） 立教学院理事会 

 １３ 日（土） 聖公会八王子幼稚園理事会 

 １４ 日（日） 三光教会 

 １５ 日（月） 常置委員会 

 １７ 日（水） 教区教役者逝去者記念聖餐式 （参列者限定/ライブ配信） 

   聖職試験 執事説教試験 (非公開/ライブ配信) 

 １８ 日（木） 立教女学院理事会 

   環状Ｇ牧師協議会 

 １９ 日（金） 主教座聖堂活動委員会 

   信仰と生活委員会 

 ２０ 日（土） 北関東教区教区会 

 ２１ 日（日） 阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 

   モニカ会 

 ２３ 日（火・休） 第１３９（定期）教区会  

 ２６ 日（金） 立教学院理事会 

 ２７ 日（土） 教役者会 

   降臨節前夕の礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂 ライブ配信) 

 ２８ 日（日） 東京聖三一教会 

   城南Ｇ教会協議会 

   環状Ｇ教会協議会 

   女性に対する暴力の根絶を求めて祈る (動画配信) 
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委員会・集会等 

１１月 １ 日（月） 13:00 聖公会神学院創立記念礼拝 

 ５ 日（月） 14:30 教区事務所職員・主事会議 

   19:00 教区青年会プログラム 

 ９ 日（火） 19:00 正義と平和協議会運営委員会（Web） 

 １０ 日（水） 19:00 北関東・東京教区合同教役者会（Web） 

   19:30 教区青年会プログラム 

 １１ 日（木） 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 

 １２ 日（金） 13:30 教区資料保全委員会 

   19:00 人権委員会（Web） 

 １３ 日（土） 18:30 財政委員会 (Web) 

 １５ 日（月） 09:30 常置委員会（Web） 

   18:30 礼拝音楽委員会（Web） 

 １７ 日（水） 10:30 教区教役者逝去者記念聖餐式 （参列者限定/ライブ配信） 

   18:00 聖職試験 執事説教試験  (非公開/ライブ配信) 

 １９ 日（金） 15:00 主教座聖堂活動委員会 

   19:00 信仰と生活委員会（Web） 

 ２３ 日（火・休） 13:30 第１３９（定期）教区会 

 ２７ 日（土） 11:30 教区青年会プログラム 

   17:00 降臨節前夕の礼拝 (聖アンデレ主教座聖堂) ライブ配信 

 ２８ 日（日） 17:00 女性に対する暴力の根絶を求めて祈る  動画配信 

人 事 

 八木達郎 

      １０月３１日  教区事務所財務主事事務取扱の任を解く 

 前澤弘之    

      １１月 １日  教区事務所財務主事に任命する 

 公 告 

 日本聖公会東京教区インマヌエル新生教会の新礼拝堂聖別式を下記のとおり執り行います。 

 救主降世２０２１年１０月２６日 

                                         日本聖公会東京教区主教 

主教フランシスコ・ザビエル 髙橋宏幸 

記 

    日時：２０２１年１１月６日（土）１３時から１４時３０分 

    場所：インマヌエル新生教会 

        東京都練馬区小竹町１-３２－６  

 

以上 
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お知らせ        

◆代祷・信施奉献先（11 月） 

・済州(ﾁｪｼﾞｭ)教会・西帰浦(ｿｷﾞﾎﾟ)教会の働きのため 

・障害者週間のため（11 月 14 日～20 日） 

・アジア学院の働きのため 

・人権活動を支える主日（11 月最終主日 11 月 28 日） 

 

◆教役者逝去者記念聖餐式 (参列者限定) ＊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/ 

・日 時：１１月１７日（水）１０：３０  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 金 大原 

主教 後藤文蔵    司祭 杉浦義道司祭 坂野移文   司祭 鈴木光武  司祭 西村敬太郎 

司祭 矢崎健一   司祭 竹田鐵三  司祭 鈴木 勉司祭 粟飯原 謙  司祭 藤井慶一 

司祭 今井 献  司祭 塚田 理 司祭 小笠原愛作  執事 島田弟丸   伝道師 木村尚子 

  伝道師 千葉しげる    伝道師 水上春枝 

 

◆聖職試験 執事説教試験  ご加祷ください。 ライブ配信 

  日 時 :１１月１７日(水) １8：００   場 所 : 聖アンデレ主教座聖堂 

  志願者：聖職候補生 セシリア髙柳章江  聖職候補生 スザンナ 中村真希 

全能の神が志願者をみ旨に従って公会の聖職として召してくださるようお祈りください。 

 ※非公開で行われますが、聖アンデレ教会ホームページよりライブ配信があります。 

 

◆第１３９（定期）教区会  ご加祷ください。（リモート開催）  

 ・日 時：１１月２３日（火・休）１３：３０～１７：００  

 ・場 所：教区会館および各議場会場 

  ・書 記：司祭 菅原裕治  司祭上田憲明  執事 荻原充  聖職候補生 藤田誠 

・選挙は郵送投票により行います。  

 

◆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。 

 

◆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 
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＊１１月は９日、２３日の予定ですが、実施については世話人へご確認下さい。 

 

◆降臨節前夕の礼拝 ライブ配信 

・日 時：１１月２７日（土） １７：００  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司  式 : 主教 髙橋宏幸     ・説 教 : 司祭 下条裕章  

    クリスマス準備期間のアドヴェントの期節を皆さまと共に祈りながら  

   迎えたいと思います。それぞれの場所でお祈りをお捧げください。 

 

◆管区・他教区等 

日本聖公会各教区教区会 ご加祷ください。 

北海道教区 第８０（臨時）教区会 １１月３日 

 第８１（定期）教区会 １１月２２日 

東北教区 第１０５（定期）教区会 １１月２３日 

北関東教区 第８９（定期）教区会 １１月２０日 

横浜教区 第８３（定期）教区会 １１月２３日 

中部教区 第９３ (定期) 教区会 １１月２３日 

京都教区 第１１７（定期）教区会 １１月１０日～２２日 

  （６伝道区ごとに分けて） 

大阪教区 第１２７（定期）教区会 １１月２３日 

神戸教区 第９１（定期）教区会 １１月２３日 

九州教区 第１１７（定期）教区会 １１月２３日 

沖縄教区 第７１（定期） 教区会 １１月２２日～２３日 

 

◆女性に対する暴力の根絶を求めて祈る  動画配信 

・日 時：１１月２８（日） １７：００  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司  式 : 主教 髙橋宏幸  司祭 大岡左代子  ・説 教 : 司祭 三木メイ 

    礼拝を「聖アンデレ主教座聖堂ホームページ」より動画配信いたします。  

    今年も公開での礼拝は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           教区事務所便りは教区のホームページにも掲載しています。 


