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日本聖公会東京教区  

教 区 事 務 所 便 り 

URLhttp://nskk.org/tokyo/ 

主 教 動 静 

10月 １ 日（土） 教区 聖職(執事)按手式 

 ２ 日（日） 渋谷聖公会聖ミカエル教会巡回 

 ３ 日（月） 聖アンデレ主教座聖堂活動委員会 

   キリスト教センター運営委員会 

 ４ 日（火） ～６日 日本聖公会主教会 （仙台） 

 ７ 日（金） 教区事務所職員・主事会議 

 ８ 日（土） 会計担当者・監査担当者懇談会 

   常置委員会 (Web) 

 ９ 日（日） 聖ルカ礼拝堂巡回 

 １０ 日（月・休） 聖公会生野センター３０周年記念感謝礼拝 

 １１ 日（火） ナザレ修道院管理補助者会 

 １２ 日（水） ～１３日 管区人権セミナー（草津） 

 １３ 日（木） 北関東・東京教区宣教協働特別委員会（Web） 

 １４ 日（金） 立教女学院常務理事会 

   カパティラン理事会 

 １６ 日（日） 大宮聖愛教会巡回 

 １７ 日（月） 立教女学院高校礼拝 

 １８ 日（火） 聖公会神学院評議員会 

 １９ 日（水） 教区教役者逝去者記念聖餐式 

   北関東教区常置委員会 

 ２３ 日（日） 聖アンデレ教会巡回 

 ２４ 日（月） 立教女学院理事会 

 ２７ 日（木） 立教女学院創立記念礼拝・墓地礼拝 

 ３０ 日（日） 東京諸聖徒教会巡回 

    

委員会・集会等 

10月 １ 日（土） 14：00 教区聖職(執事)按手式 

 ３ 日（月） 11:30 聖アンデレ主教座聖堂活動委員会 

   14:00 臨時人権委員会 

 ５ 日（水） 18:00 人権委員会世界エイズデー礼拝準備会（Web） 

   19:00 聖アンデレ主教座聖堂理事会 (Web) 
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 ５ 日（水） 19:00 北関東・東京教区宣教協働特委 財務小委員会（Web） 

 ７ 日（金） 14:00 教区事務所職員・主事会議 

   19:00 教区青年会プログラム 

 ８ 日（土） 14:00 会計担当者・監査担当者懇談会（Web） 

   14:00 平和のつどい ウクライナの平和を祈る （主催：正義と平和協議会） 

   19:00 常置委員会 (Web) 

 １１ 日（火） 18:30 礼拝音楽委員会 (Web) 

 １２ 日（水） 19:30 教区青年会プログラム 

 １５ 日（土） 18:30 財政委員会（Web） 

 １８ 日（火） 18:30 人権委員会 （Web） 

 １９ 日（水） 10:30 教区教役者逝去者記念聖餐式 

 ２２ 日（土） 11:30 教区青年会プログラム 

 ２８ 日（金） 15:30 下町Ｇ牧師協議会    

     

人 事 

人事異動を以下のように発令します。 

執事 ウイリアムズ 藤田 誠 

    １０月１日付 目白聖公会牧師補に任命する。 

   東京教区中高生会チャプレンに任命する。 

      

お知らせ 

◆代祷・信施奉献先（１０月） 

・野宿生活者支援のため(Ⅰ)（浅草聖ヨハネ教会、笹島キリスト教連絡会、 

ちかちゅう給食活動、聖公会野宿者支援活動・渋谷） 

・薬物依存リハビリ施設の働きのため（特非 東京ダルク） 

・小笠原諸島における宣教拠点のため（１０月１７日 教会創立記念日）（小笠原聖ジョージ教会） 

・教役者緊急援助資金のため（第３主日 １０月１６日）（東京教区教役者緊急援助資金） 

・社会事業の日（特定２５ １０月２３日）（総会決議） 

 

◆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：１０月１９日（水）１０時３０分   ・場所：聖アンデレ主教座聖堂 

・説教者： 司祭 菅原裕治 

司祭 山田助次郎 主教 松井米太郎 司祭 河合良隆 司祭 遠藤敏雄 

司祭 青木毅三 主教 八代斌助 主教 高瀬恒徳 司祭 牛島惣太郎 

司祭 副島虎十 伝道師 長尾よつ 伝道師 前田華江 司祭 坂下内匠 

主教 山田襄 司祭 竹之内瑞男 司祭 岡精三 司祭 速水敏彦 

司祭 津田昌男 司祭 福澤道夫 司祭 村松順道 伝道師 小西トキ 
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司祭 片田蔦五郎 宣教師 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ M ﾍｰﾙ 伝道師 石川光子 伝道師 小西栄三郎 

 

◆２０２２年度会計担当者・監査担当者懇談会(主催：教区財政委員会) 

・日時：１０月８日（土）１４:００ ・Web 会議 

・議題：2023 年度教区費分担金、財務アンケート結果の報告等について他 

 

◆２０２２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、今年も小平墓地および各霊園・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。 

※尚、青山墓地、谷中墓地の礼拝につきましては、各墓地委員会によって決定されることに 

 なっています。 

 

◆平和のつどい (主催：東京教区正義と平和協議会) 

 ～ウクライナの平和を祈る～ (ウクライナ正教会 ポール・コロルーク司祭とともに) 

  ・日 時：１０月８日（土）１４：００～１５:３０  （Zoom 開催） 

  ウクライナの平和のための祈りとポール・コロクール司祭のお話 

   講演会後、東京教区正義と平和協議会議が行われます。 

 

◆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 

＊コロナ禍のため緊急休会もあり得ます。実施については世話人へご確認下さい。 

 

◆教区事務所からのお願い 

 各委員会においては委員会の日程（Web 会議含む）を教区事務所まで必ずご連絡ください。 

 ご協力よろしくお願いいたします。 

 

管区・他教区 

◆東北教区第１０６（臨時)教区会 ご加祷ください 

  ・日 時： １１月３日(木・休) １３：００～１７：００   ・ 場 所： 東北教区主教座聖堂 (仙台基督教会) 

   ・議 題： 東北教区主教選挙 

 

◆沖縄教区聖職按手式 どうぞご加祷ください。 

 ・ 志 願者  ウ リ エル 仲 宗根遼祐聖職候補生 が 公会 の執事に 叙任 され ま す 。  

・日 時：１１月３日（木・休）１０：３０ ・場 所: 主教座聖堂 三原聖ペテロ聖パウロ教会 
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 事務所便りは教区のホームページにも掲載しています。 


