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主 教 動 静 

４月 １ 日（金） 聖公会八王子幼稚園 

   教区事務所主事・職員会議 

 ３ 日（日） 聖救主教会 

 ５ 日（火）  管区事務所 

 ７ 日（木） Bishop’s Conversation 

   カパティラン理事会 

 ９ 日（土） 川越基督教会 

 １０ 日（日） 川越基督教会 

 １４ 日（木） 聖木曜日 司祭按手の約束の更新・聖油聖別の聖餐式 

   立教女学院 

   聖マルコ教会 

 １５ 日（金） 聖金曜日 受苦日礼拝 

   立教学院理事会 

 １６ 日（土） 真光教会 

   聖マルコ教会 

 １７ 日（日） 阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 

 ２０ 日（水） 香蘭女学校イースター礼拝 

   教役者逝去者記念聖餐式 (聖アンデレ主教座聖堂) 

 ２１ 日（木） 立教女学院理事会 

 ２２ 日（金） 臨時主教会 

 ２３ 日（土） 北海道教区主教按手式・就任式 

 ２４ 日（日） 新町聖マルコ教会 

 ２５ 日（月） 北関東教区・東京教区宣教協働特別委員会 

   人権セミナー準備会 

 

委員会・集会等      

4月 １ 日（金） 13:30 教区資料保全員会 

   14:30 教区事務所主事・職員会議 

   19:00 教区青年会プログラム 
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 ５ 日（火） 18:00 教役者待遇調査委員会 

 ９ 日（土） 18:30 財政委員会 （Web） 

 １４ 日（木） 11:00 聖木曜日 司祭按手の約束の更新・聖油聖別の聖餐式 

 １５ 日（金） 正午 聖金曜日 受苦日礼拝 

 １９ 日（火） 18:30 礼拝音楽委員会 （Web） 

 ２０ 日（水） 10:30 教役者逝去者記念聖餐式 

   19:00 北関東・東京教区合同財財政小委員会 (Web) 

 ２２ 日（金） 18:00 人権委員会 （Ｗｅｂ） 

 ２６ 日（火） 19:00 信仰と生活委員会 （Web） 

 ２８ 日（木） 19:00 聖職養成委員会 （Web ） 

     

人 事 

人事異動を以下のように発令します。 

執事 セシリア髙柳章江 

    ３月１２日付 聖パウロ教会牧師補に任命する。 

 

執事 スザンナ中村真希  

    ３月１２日付 聖アンデレ教会牧師補に任命する。 

    ３月１７日付 「北関東教区・東京教区宣教協働特別委員会」宣教協働 

            小委員会委員に委嘱する。 

    ４月 １日付 聖ルカ礼拝堂チャプレン補の勤務を許可する。 

 

  聖職候補生 ウィリアムズ藤田誠 

    ３月１７日付 「北関東教区・東京教区宣教協働特別委員会」宣教協働 

            小委員会委員に委嘱する。 

 

司祭 ダビデ倉澤一太郎 

    ３月３１日付 社会福祉法人滝乃川学園聖三一礼拝堂チャプレンの任を解く。 

 

聖職候補生 ヤコブ高瀬祐二 

    ４月 １日付 社会福祉法人滝乃川学園聖三一礼拝堂チャプレンに任命する。 

 

司祭 ケビン・シーバー 

    ４月 １日付 願いにより、休職の１年延長を許可する。 

 

司祭 パウロ中村淳 

４月 １日付 東京聖マリア教会副牧師に任命する 
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司祭 ヨハネ塚田重太郎 

    ４月 １日付 立教女学院非常勤チャプレンに任命する 

                                                以上    

お 知 ら せ 

◆代祷・信施奉献先 （４月） 

・エルサレム教区のため （受苦日 ４月１５日） 

・つきしまキッズデイ 

・児童養護施設のため 

・月島聖ルカ保育園のため 

 

◆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：４月２０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  落合吉之助   司祭  稲垣陽一郎  主教 ジョン マキム 

主教  上田一良    司祭  田井正一   司祭 大藤鋳三郎   

司祭  大木弘行    司祭  大野敏之   司祭 松原喜七 

執事  八木立三    主教  大久保直彦  司祭 中島 修  

伝道師 織間小太郎   司祭  木村信一   司祭 島田忠雄 

主教  元田作之進   司祭  山口信太郎  司祭 伊勢恭哉 

伝道師 ヘレン ボイド 伝道師 安枝武雄   司祭 早川喜四郎 

主教  蒔田 誠     伝道師 鈴木繁子   司祭 小林彦五郎 

伝道師 斉藤伊佐子   伝道師 後藤房蔵 

 

◆聖木曜日・聖金曜日礼拝 （主教座聖堂ホームページより動画配信いたします） 

http://anglicancathedral.tokyo       

 ✞聖木曜日 「司祭按手の約束の更新・香油聖別の聖餐式」 

・日 時：４月１４日（木）１１：００ ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司 式・説教：主教 髙橋 宏幸 

✞聖金曜日「受苦日礼拝」   

・日 時：４月１５日（金）１２：００ ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

・司 式：司祭 髙橋顕       ・説 教：司祭 林永寅 

 

◆第 1４０（定期）教区会（３月２１日リモート会議）決議・選挙等 

 1. 決議 

 ・第１号議案  日本聖公会東京教区第１３９（定期）教区会の決議第２号「旧諸聖徒幼稚園

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

http://www.st-andrew-tokyo.com/web/
http://anglicancathedral.tokyo/
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の件」 文言の一部を修正する件を承認 

  ・第２号議案 ２０２１年度教区会計報告(一般会計、特別会計)決算承認の件を承認 

 ・第３号議案 ２０２２年度教区収支補正予算案承認の件を承認 

 ・第４号議案 監事指名承認の件を承認 

 ・第５号議案 日本聖公会に東京教区の資産を貸与する件を承認 

 

 2. 常置委員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。 

 

◆２０２２年度入学礼拝  ご加祷ください。  

十 ウィリアムス神学館 

・日 時：４月６日（水）１１：００ ・場 所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

・入学予定者 本科生： ヴェロニカ 薦田久美子（大阪教区）     

        

◆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） 

 ・４月は、１２日、２６日を予定していますが、実施については世話人にご確認ください。 

 

管区・他教区等 

◆北海道教区  主教按手式および主教就任式  どうぞご加祷ください。 

 主教被選者マリア・グレイス笹森田鶴師の主教按手式および主教 就任式  

 ・日  時：２０２２年４月２３日（土）１０時   

 ・場  所：北海道教区主教座聖堂（札幌キリスト教会）  

 

◆九州教区聖職按手式 どうぞご加祷ください。 

執事セシリア塚本祐子師が公会の司祭に叙任されます。 

・日 時：４月２９日（金・休）１１：００ ・場 所: 主教座聖堂 福岡聖パウロ教会 

  

◆訃 報 

・大阪教区退職主教  ヤコブ 宇野
う の

徹
とおる

師 が３月８日逝去されました。（８３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ます。 

      


