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今週・来週の予定

１０月２日～１５日

　２（日） 聖霊降臨後第１７主日
　３（月） 人権委員会
　７（金） 教区青年会（Web)
　８（土） 各教会会計・監査担当者懇談会（Web)
 ウクライナの平和を祈る（Web)
 常置委員会（Web)
　９（日） 聖霊降臨後第１８主日
１１（火） 礼拝音楽委員会（Web)
１２（水） 教区青年会（Web)
１５（土） 財政委員会（Web)

◇１０月の代祷・信施奉献先

▽野宿生活者支援のため（Ⅰ）▽薬物依存リハビ

リ施設の働きのため▽小笠原諸島における宣教拠

点のため（17 日教会創立記念日）▽教役者緊急

援助資金のため（16 日）▽社会事業の日（23 日）

◇常置委員会報告（9 月 22 日）

主教報告

・ランベス会議報告（7/26 ～ 8/8）

・「202230」のアンケートについて。

・10/10 の生野センター 30 周年記念礼拝に参加

教区事務所関連報告

総主事報告（代務）

・９月以降の教役者の礼拝体制について、一覧表

を作成し、各教役者と共有した。　

・東京諸聖徒教会の新築建物関係の進捗について。

・遺贈物件について。

・教役者待遇調査委員会が主教の諮問を受け、「宗

教法人日本聖公会東京教区教役者給与規程」を作

成中

・旧牛込聖公会聖バルナバ教会の備品等の整理に

ついて。

教務主事報告

・第 141( 定期）教区会については 11/19 ( 土 )

開催予定

・小平墓地の今年度墓地礼拝開催ついて。

財務主事報告

・2022 年 8 月末までの会計報告　

宣教主事報告

委員会関係

①正義と平和協議会運営委員会

・10 月 8 日（土）ウクライナ正教会のポール司

祭による講演会を開催する。

②信仰と生活委員会

・中高生世代キャンプが無事に開催された。

・中高生世代活動、教区青年会のスタッフ、チャ

プレンの合同キャンプを開催

③聖職養成委員会

・新委員に２名追加の提案

④広報委員会　　　　　　　　　　　　

・9 月の奉献先紹介は藤田誠聖職候補生が「こど

も食堂・フードパントリー」をレポート

・コミュニオン秋号は 10 月 23 日発行予定

その他報告

１）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「巡礼チーム」ブログ開設。

・東京教区教役者、信徒代議員対象の「説明懇談会」

を９月２３日開催

２）「東京教区パワーシフト・キャンペーン」ニュー

スレター最終号発行予定

３）宣教協議会に向けて８月２２、２３日に「ぶ

どうの枝協議会」を開催

主教座聖堂主任司祭報告

・旧牛込聖公会聖バルナバ教会礼拝堂聖別解除の
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式を 9 月 3 日に行った。

・聖職按手式（執事按手）10 月 1 日午後 2 時

・教役者研修会予定 （9 月 27 日）

　「ランベス会議２０２２報告」　

  講師　髙橋宏幸主教　　

・11 月 10 日ハラスメント防止についての研修会

・理事会　10 月初旬開催予定

・活動委員会　10 月 3 日開催予定。議題は来年

度の計画、聖職按手式、女性への暴力根絶のため

の祈り、合同堅信式などについて。

常置委員長

・北関東教区との新教区設立推進の可否について

の延長を議案準備について。

・小笠原のアパート契約について。

協議事項

・第 141（定期）は対面開催とする。書記に大森

明彦司祭、藤田美土里執事、髙柳章江執事を任命

する。開催時間については別途協議する。

・2023 年度常置委員会予算を 50,000 円として

申請する。　

・宣教協議会の件

・産業医の件

・2023 年に迎える教区成立 100 年準備について。

・旧牛込聖公会聖バルナバ教会の備品等について

は教区事務所で整理し、搬出時期などを決める。

・人事について。

▽下町聖書の会（10 月）

①日時：7 日（金）10 時半

　場所：神田キリスト教会

②日時：14 日（金）19 時

　場所：オンライン開催

参加されたい方は上田亜樹子司祭（ueda-a.tko@

nskk.org）にご連絡ください。

③日時：21 日（金）10 時半

　場所：神田キリスト教会

・学ぶ箇所は次の主日の聖書箇所です。下町グルー

プ以外の方の参加も歓迎します。

▽【教区青年会】 10 月の予定

月 3 回の定例プログラムを開催しています。

■金曜『テゼの歌といのりの集い』@Insta ライブ

日時：７日（金） 21 時から約 20 分ほど配信予定

です。時間は当日 SNS にてお知らせします。

■水曜『食事会』@Zoom

日 時：12 日（ 水 ） 19 時 30 分 ～ 21 時 @

ZOOM

オンラインでいつもの食事会をします！最近

のことをみんなで話したり聞いたりしながら

一緒に食事しませんか？

■土曜『マルコとごはん』

日 時：22 日（ 土 ）11 時 30 分 ～ 13 時 @

ZOOM

　毎日変わっていく「気持ち」で聖書を読ん

で感じたことをシェアするのが、青年会流の

聖書を読む会です！この土曜プログラムだけ、

東日本宣教協働区につながりを広げて一緒に

読んでいます。

　対象世代 :18 ～ 35 歳 ( ※高校生除く )

　教会への所属は問いませんが、いずれのプ

ログラムも開催方法や参加条件が異なります。

参加方法とあわせて、詳しくは SNS をご確認

下さい。プログラムの約 1 週間前になりまし

たら、詳細を投稿します。

（Instagram/Twitter ⇨ @tko_seinenkai/

Facebook ⇨ @tko.seinenkai）

問合先 :seinenkai.tko@gmail.com

▽ウクライナの平和を祈る（ネット配信）

日時：10 月８日（土）14 時～ 15 時半

　ウクライナ正教会のポール・コロルーク司祭と

ともに、ウクライナの現状を知り、平和のための

祈りの一時を持つ。講演会後、東京教区正義と平

和協議会が行われる。

主催：正義と平和協議会

参加申し込み：メール mission-sec.tko@nskk.org

URL：https://us02web.zoom.us/j/89661532274



☆第 1回北関東教区との宣教協働・教区再編に関する説明懇談会開かれる

　9 月２３日（金・休）聖アンデレ主教座聖堂を

会場に説明懇談会が教役者・信徒代議員を対象

に開催された。

　髙橋宏幸主教の開会の挨拶の後、中川英樹司

祭の懇談会の趣旨説明、北関東教区常置委員長 

矢萩栄司司祭の北関東教区での宣教協働教区再

編についてのお話し、各小委員会担当者の活動

報告がされた。報告の後、各出席者からの話し

合いの時がもたれた。

　当日会場にてスクリーンに投影された資料は教区ホームページにて見ることができます。

?pwd=SEZtVHZHbDJnd3Q0Rmx5Z1N2V01pUT09

▽聖公会生野センター 30 周年記念感謝礼拝

「そこにキリストは共にいる」

～弱った手に力を込め　よろめく膝を強くせ

よ。（イザヤ :35:3）～

日時：10 月 10 日（月・休）

場所：プール学院中学校・高等学校メアリーズホー

ル（大阪市生野区勝山北１-19-31）

プログラム：13 時 30 分～　＜聖餐式＞

司式：武藤謙一首座主教・磯晴久主教・植松誠主教

説教：李京浩主教 ( 大韓聖公会議長主教・ソウル

教区主教 )

15 時 30 分～　パネルディスカッション

＜聖公会生野センターのミッションを語る＞

パネリスト：井田泉司祭 ( 京都教区 退職 )、池住

圭さん（日本聖公会正義と平和委員会）、松原恵

美子さん（大阪教区）

【新型コロナウイルス感染症患者のため・医療

看護に携わっている方々のため】
　世の救い主よ、主は十字架の苦しみによってわ

たしたちを贖われました。どうか、わたしたち、

ことにこの度の新型コロナウイルス感染症の苦し

み、不安の内にある人々を救い、癒しのみ手を差

し伸べてください。また、医療と看護に携わる人

びとの働きを助け導き、み力をもってその人びと

を守り、励ましてください。主イエス・キリスト

によってお願いいたします　アーメン

【新型コロナウイルス感染症によって亡くなら

れた方々のため】
　永遠にいます全能の神よ、新型コロナウイルス

感染症によって尊い命を失った方々の魂をすべて

の重荷から解放し、主の聖徒とともに永遠のみ国

で安らかに憩わせてください。また、悲しみの中

にある方々に主の慰めが与えられますように、命

の贖い主であられる主イエス・キリストによって

お願いいたします　アーメン

　主よ、世を去った人びとの魂が、主の憐れみに

よって安らかに憩うことができますように

　　　    　　   アーメン

【教区事務所開所時間】

開所日：月曜～金曜 （休日を除く）
開所時間：10 時～ 17 時半

　皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。　　　　　　　　　　　東京教区事務所

教区トピックス
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