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                                        No.７０８ 

                                             ２ ０ ２２年５月１日  

日本聖公会東京教区  

教 区 事 務 所 便 り 

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

主 教 動 静 

５月 １ 日（日）  葛飾茨十字教会 

   聖救主教会 

 ６ 日（金）  教区事務所主事・職員会議 

 ８ 日（日） 榛名聖公教会 

 ９ 日（月） 多摩 G牧師協議会 

   立教学院諸聖徒礼拝堂 

 １１ 日（水） 常置委員会 （Web) 

 １２ 日（木）  正義と平和協議会運営委員会  (Web) 

 １３ 日（金）  立教学院理事会 

   カパティラン理事会 

 １４ 日（土） 下町 G教会協議会（Web） 

 １５ 日（日） 水戸ステパノ教会 

 １６ 日（月） 人権セミナー準備会 

 １７ 日（火） 北関東教区 

 １８ 日（水）  教役者逝去者記念聖餐式（聖アンデレ主教座聖堂） 

 １９ 日（木） 立教女学院理事会 

 ２０ 日（金）  環状 G牧師協議会 

   下町 G牧師協議会 

 ２１ 日（土） 立教学院諸聖徒礼拝堂 

 ２２ 日（日） 高崎聖オーガスチン教会 

   城南 G教会協議会（Web） 

   環状 G教会協議会 環状 G教会協議会（Web） 

 ２５ 日（水） 教役者研修会 

 ２６ 日（木） 香蘭女学校理事会 

 ２７ 日（金） 立教学院理事会 

   立教女学院理事会・評議員会 

 ２８ 日（土） 聖公会八王子幼稚園理事会・評議員会 

 ２９ 日（日） 幸手基督教会 

 ３０ 日（月） 立教学院評議員会 

 

http://www.nskk.org/index.htm
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 ３１ 日（火） 日本聖公会第６７（定期）総会（～６月２日） 

   臨時主教会 

委員会・集会等 

５月 ５ 日（木・休） 13:00 北関東・東京宣教協働特別委員会 財政小委員会 

 ６ 日（金） 14:30 教区事務所主事・職員会議 

   21:00 教区青年会プログラム 

 ７ 日（土） 10:30 教区ハラスメント防止委員会 

 １１ 日（水） 18:00 常置委員会（Web） 

 １２ 日（木） 19:00 正義と平和協議会運営委員会（Web） 

 １４ 日（土） 15:00 下町 G教会協議会（Web） 

   18:30 財政委員会（Web） 

 １7 日（火） 18:30 礼拝音楽委員会（Web） 

 １８ 日（水） 10:30 教役者逝去者記念聖餐式 

 ２０ 日（金） 15:30 下町 G牧師協議会  

 ２２ 日（日） 13:30 城南 G教会協議会（Web） 

   15:00 環状 G教会協議会（Web） 

 ２３ 日（月） 19:00 信仰と生活委員会 (Web) 

 ２４ 日（火） 18:00 教役者待遇調査委員会 

 ２５ 日（水） 19:00 教役者研修会 

 ３１ 日（火） 13:00 日本聖公会第６７（定期）総会 （～６月２日） 

     

人 事 

人事異動を以下のように発令します。 

司祭 セラピム髙橋顕 

    ４月１日付  治療の必要を認め、４月 1 日より三カ月の休養を命じ、 

           教区事務所総主事の任を解く 

 

司祭 ヨセフ太田信三 

    ４月１１日付  東京教区事務所総主事代務を命じる  

 

司祭 フランシス下条裕章  

４月 ６日付  聖オルバン教会管理牧師の任を解く  

        

司祭 マイケル・D・モイアー 

    ４月 ７日付   聖オルバン教会牧師に任命する 
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お知らせ 

◆代祷・信施奉献先 （５月） 

 ・神学校のため（復活節第 4主日５月８日） 

 ・教区こどもたちへの活動のため 

 ・教区中高生世代活動のため 

・カルト問題キリスト教連絡会の働きのため 

 ・アジア・エキュメニカル週間（５月２９日～６月４日） 

  

◆教役者逝去者記念聖餐式  *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：５月１８日（水）１０：３０   ・場  所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者：司祭 卓 志雄 

宣教師 メアリー・チャンドラー   執事 土田三秀   司祭 井原泰男 

伝道師 田中則貞   伝道師 串上清枝   司祭 佐藤信康   司祭 松原剛 

司祭 西村哲郎  司祭 ケネス・ハイム   司祭 末吉万吉   司祭 西俊司 

司祭 矢澤信夫  司祭 伊東松太郎   伝道師 井原多美子 

   司祭 一杉經法  司祭 竹内弘  司祭 河野裕道 

 

◆第１４０（定期）教区会（会期：３月２１日～４月１９日）常置委員選挙 

（郵送投票）結果について 

３回の郵送による投票の結果、次の方々が選出されました。(敬称略) 

   ・聖職常置委員：司祭 上田亜樹子 司祭 卓志雄 司祭 中川英樹（補欠：司祭 下条裕章） 

・信徒常置委員：植松功 黒澤圭子  後藤務 （補欠：加藤望） 

   *常置委員長 司祭 中川英樹  *書記 黒澤圭子 

 

◆教区合同堅信式 ご加祷ください。 

・日 時：６月４日（土） １４：００ ・場 所：聖アンデレ主教座聖堂 

 堅信志願者推薦書は５月２８日（土）までにご提出ください。 

 

◆定期健康診断について （教役者の皆さま、健康診断は必ずお受け下さい） 

生活習慣病予防の健診を申し込まれた方は、ご自分の予約日に必ずお受け下さい。 

 

◆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） 

 ・５月は、１０日、２４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。 

http://www.st-andrew-tokyo.com/web/
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管区・他教区 

◆日本聖公会第６７（定期）総会 ご加祷ください 

 ・日 時：５月３１日（火）１３時～６月２日（木）１２時まで 

  ・場 所：ルーテル市ヶ谷センター・ホール（開会聖餐式および３日目） 

      KTP市ヶ谷カンファレンスセンター（１日目・２日目） 

 

◆「Thy Kingdom come（み国が来ますように）」キャンペーン 

 ５月２６日（木）昇天日から６月５日（日）聖霊降臨日までの１１日間にかけて行われ

る世界的な祈りの運動です。各教会・礼拝堂にお届けする「１１日間の祈りのしおり」

を活用して、クリスチャンに導きたい家族、友人、知人５名を覚えてお祈りください。  

  管区事務所の HP に PDF 版が掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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