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日本聖公会東京教区  

 

教 区 事 務 所 便 り 

URL http://www.nskk.org/tokyo/ 

主 教 動 静 

１２月 ３ 日（金） 教区事務所主事・職員会議 

 ４ 日（土） 教役者研修会 

 ５ 日（日） 前橋聖マッテヤ教会 

 ６ 日（月） 東日本宣教協働委員会 

 ８ 日（水） 北関東教区常置委員会 

 ９ 日（木） キッドスクール礼拝 

   立教女学院理事会・評議員会  

   Bishop’s Conversation 

 １０ 日（金） 城南 G 牧師協議会 

   聖公会神学院理事会 

   聖職養成委員会 (Web) 

 １２ 日（日） 聖ルカ礼拝堂 牧師任命式 

   聖救主教会 

 １３ 日（月） 信仰と生活委員会（Web） 

 １４ 日（火） 常置委員会 (Web) 

 １５ 日（水） 教役者逝去者記念聖餐式（参列者限定/ライブ配信） 

 １６ 日（木） キッドスクール礼拝 

   香蘭女学校理事会 

 １７ 日（金） 聖職按手式前教役者リトリート （ナザレ修道院） 

 １８ 日（土） 執事按手式 

 １９ 日（日） 阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 

 ２４ 日（金） 阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 

 ２５ 日（土） 真光教会 

 ２６ 日（日） 聖救主教会 

 

委員会・集会等 

１２月 ３ 日（金） 14:30 教区事務所主事・職員会議 

   20:30 教区青年会プログラム 

 ４ 日（土） 10:30 教役者会研修会 

 ８ 日（水） 19:30 教区青年会プログラム 

 

http://www.nskk.org/tokyo/
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 １０ 日（金） 13:30 教区資料保全委員会 

   19:00 聖職養成委員会 (Web) 

 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 

   15:00 下町 G 教会協議会  (Web) 

   18:30 財政委員会（Web） 

 １３ 日（月） 19:00 信仰と生活委員会 （Web） 

 １４ 日（火） 18:30 常置委員会 (Web) 

 １５ 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） 

 １７ 日（金） 10:00 聖職按手式前教役者リトリート （ナザレ修道院） 

 １８ 日（土） 14:00 執事按手式  (聖マーガレット教会)  

 ２５ 日（土） 11:30 教区青年会プログラム 

人 事 

執事ヤコブ荻原充 

   ２０２１年１０月２日  三光教会牧師補に任命する 

司祭ドミニカ朴 美賢   

   ２０２１年１１月２３日 沖縄教区への出向期間の３年間延長を命じる 

                期間：２０２２年４月１日から２０２５年３月３１日まで 

司祭グロリア西平妙子  

   ２０２１年１１月２３日 沖縄教区より東京教区への３年間の出向を受け入れる 

                期間：２０２２年４月１日から２０２５年３月３１日まで 

司祭パウロ中村淳 

２０２１年１１月３０日 聖救主教会牧師及び浅草聖ヨハネ教会管理牧師の任を解く 

２０２１年１２月１日  東京聖マリア教会の勤務を命ずる 

主教フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸 

２０２１年１２月１日   聖救主教会の管理牧師に任命する 

司祭ロイス上田亜樹子 

   ２０２１年１２月１日  浅草聖ヨハネ教会の管理牧師に任命する 

お 知 ら せ 

◆マリア・グレイス笹森田鶴司祭が主教被選者となられました。同師のこれからの歩みを 

  覚えてどうぞご加祷ください。 

   

◆代祷・信施奉献先（12月） 

 ・世界エイズデー (12 月１日) 

・野宿生活者支援のため（II） 

・エルサレム教区の難民支援活動のため 

・日本聖書協会の働きのため 

・難民・移住労働者のため 
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◆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：１２月１５日（水）１０：３０  ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：主教 髙橋宏幸        

司祭 富田孫太郎  司祭 清田海一郎  司祭 吉沢直江 主教 佐々木鎮次   

司祭 奥村 亮    司祭 貫 民之介 司祭 今宮良治 司祭 岩井祐彦     

司祭 竹内 寛 主教 工藤義雄 司祭 加藤九十九  司祭 秋吉光雄 

司祭 堀江 清 司祭 櫻井 享   司祭 島田 信     執事 赤間尚義 

伝道師 檜垣 茂  伝道師 輿石くは  伝道師 伊東千代子 司祭 大矢敬香 

司祭 内田 稔   司祭 高畠 靖 

 

◆第 1３９（定期）教区会（１１月２３日リモート会議）決議・選挙等について 

 1. 決議 

 ・第１号議案  基本財産（インマヌエル新生教会）の組み入れの件を承認 

  ・第２号議案 旧諸聖徒幼稚園園舎及び東京諸聖徒教会牧師館の取り壊しと 

新しい宣教のための建物新築の件を承認 

 ・第３号議案 日本聖公会東京教区施行規則一部改正の件を承認 

 ・第４号議案 「北関東教区・東京教区宣教協働・新教区設立推進に関する覚書」を 

         承認する件を承認 

 ・第５号議案 「北関東教区・東京教区 宣教協働特別委員会」設置の件を承認 

 ・第６号議案  伝道牧会資金取り崩しの２０％上限緩和を求める件を承認 

  ・第７号議案  ２０２２年度教区収支予算案を承認 

 

 2. 総会代議員の選挙については郵送による投票のため、選挙結果が出るまで 

   日数を要します。 

 

◆聖職按手式 どうぞご加祷ください。 

  ・聖職候補生 ヒルダ藤田美土里が公会の執事に叙任されます。 

 ・日 時：１２月１８日（土）１４：００   ・場 所：聖マーガレット教会 

・司  式 : 主教 フランシスコ・ザビエル 髙橋宏幸  ・説 教 : 司祭 ロイス上田亜樹子 

・式典長：司祭 ヨハネ塚田重太郎 

 

◆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） 

 ＊１２月は１４日、２８日の予定ですが、実施については世話人へご確認下さい。 

 

◆年末調整関係書類の提出について（教役者） 

 提出期限が 11月 30日(火)となっておりますので、未提出の方は早急にご提出ください。 

 

http://www.st-andrew-tokyo.com/web/


 ４ 

◆教区事務所への送金について 

教区会計の決算日は１２月末日ですが、当日は銀行が休業となりますので、教区としての 

受取最終日は１２月２９日（水）となります。 

最終日直前の送金は、ご利用の金融機関によっては教区の受取りが翌年になることがあり、 

教区の会計処理に影響が出ますので、入金日を確認するなどご注意ください。 

 

◆教区事務所の年末・年始休業について 

  ・１２月３０日（木）～１月６日（木）まで休業いたします。 

 

◆日本聖公会「年次統計報告書」作成について 

１２月中旬に書式一式を各教会・礼拝堂あてにメール添付にてお送りいたしますので、 

期限（２０２２年１月３１日）厳守にてご提出ください。 

 

管区・他教区 

◆中部教区聖職按手式 どうぞご加祷ください 

  執事 ヨハネ 相原太郎師が公会の司祭に叙任されます。 

・日 時：１２月１８日（土）１０：３０ ・場 所：岐阜聖パウロ教会 

 

◆訃 報 

 ・京都教区退職司祭 イザヤ浦地
う ら ぢ

洪一
こ ういち

師が１１月５日逝去されました。 （８５歳） 

 ・京都教区退職司祭 イグナシウス相澤
あいざわ

守
まもる

師が１１月１０日逝去されました。 （７８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。 

 


