
中部教区センターニュース                 №５９４ 

１１月号 ２０２０年１１月１日 
〒466-0034 名古屋市昭和区明月町 2-28-1 

電話(FAX):052-858-1007（1008） mailto:office.chubu@nskk.org 

【西原主教スケジュール】 

1 日(日) 諸聖徒日 聖餐式・堅信式 10:30 軽井沢ショー記念礼拝堂 

  2 日(月) 柳城学院創立記念礼拝・講演会 9:00 名古屋柳城女子大学 

3 日(火) ~5 日(木) 主教会 富山 

6 日(金) ~7 日(土) キリスト教学校教育同盟総会 桜美林大学 

11 日(水) 常置委員会 19:00 (Web 会議） 

15 日(日) 聖霊降臨後第 24 主日 聖餐式 10:30 岡谷聖バルナバ教会 

16 日(月) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 

〃   柳城学院理事会 14:00 名古屋柳城女子大学 

21 日(土) キリスト教学校教育懇談会 11:00 (Web 会議) 

23 日(月) 中部教区第 92(定期)教区会 10:00 主教座聖堂及び Web 会議 

24 日(火) 名古屋学院大学講演会 13:00 名古屋学院大学 

29 日(日) 降臨節第 1 主日 聖餐式 10:00 可児聖三一教会 
 

【土井司祭(主教補佐)スケジュール】 

1 日(日) 諸聖徒日 聖餐式・牧師任命式 10:30 長野聖救主教会 

2 日(月) 柳城学院創立記念礼拝・講演会 9:00 名古屋柳城女子大学 

〃   教区センタースタッフミーティング 14:00 教区センター 

3 日(火) 八事共同墓地礼拝 14:00 八事霊園 

4 日(水) 新生病院理事会等 14:00 新生病院 

5 日(木) 音羽ノ森役員幹部会議 15:00 ホテル音羽ノ森 

8 日(日) 聖霊降臨後第 23 主日 聖餐式 10:30 福島教会 

〃      〃            15:00 飯田聖アンデレ教会 

11 日(水) 常置委員会 19:00 (Web 会議） 

12 日(木) 教区運営会議 14:00 (Web 会議) 

15 日(日) 聖霊降臨後第 24 主日 聖餐式 10:30 稲荷山諸聖徒教会 

16 日(月) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 

〃   柳城学院理事会 14:00 名古屋柳城女子大学 

23 日(月) 中部教区第 92(定期)教区会 10:00 主教座聖堂及び Web 会議 

24 日(火) 音羽ノ森役員幹部会議 15:00 ホテル音羽ノ森 

30 日(月) 使徒聖アンデレ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
 

【教区・伝道区・関連法人行事】 

2 日(月) 教区センタースタッフミーティング 14:00 教区センター 

3 日(火) 八事共同墓地礼拝(司式:後藤司祭、説教:下原司祭) 14:00 八事霊園 

4 日(水) 主教座聖餐式 9:00 主教座聖堂 

11 日(水) 常置委員会 19:00 (Web 会議） 

〃   主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 



11 日(水) ヨハネのおうち 16:00 名古屋聖ヨハネ教会 

12 日(火) 教区運営会議 14:00 (Web 会議) 

15 日(日) 性的少数者と共に捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 

16 日(月) 教区逝去教役者記念聖餐式(説教:西原主教) 10:00 主教座聖堂 

18 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 

23 日(月) 中部教区第 92(定期)教区会 10:00 主教座聖堂及び Web 会議 

25 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 

26 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 教区センター 

29 日(日) 新潟伝道区会 14:30 長岡聖ルカ教会 

〃  長野伝道区会 15:00 松本聖十字教会 

〃  愛岐伝道区会 16:00 名古屋聖マタイ教会 
 

お知らせ ···························································································  

・柳城学院創立記念礼拝・講演会 

11 月 2 日(月) ９：００より名古屋柳城女子大学で創立記念礼拝及び西原新主教の講演会が行

われます。演題は「キリスト教大学に求められる＜グローバル化＞とは」です。 

 

・八事共同墓地礼拝 

11 月 3 日(火・休)14 時より、八事霊園・中部教区共同墓地において合同礼拝が行われます

(雨天決行)。司式：後藤司祭、説教：下原司祭。主に召された方々の魂の平安をともに祈り

ましょう。詳しくは各教会に送られている案内をご覧ください。尚、新型コロナウイルス感

染症対策のため、体調の悪い方は決して無理をなさらずご自宅で祈りを合わせていただけれ

ば幸いです。 

 

・主教座聖堂の礼拝再開及び教区センター企画再開のお知らせ 

11 月 1 日より、これまで休止されておりました主教座聖堂の礼拝を再開いたします。 

・毎週水曜日の聖餐式 ・教区逝去教役者記念聖餐式(レクイエム)  

※英語聖餐式は 11 月も休止いたします。 

また、長らく休止しておりましたロウそくつくロウ！とヨハネのおうちは引き続き予約制にて

開催しております。 

 

・教役者住所訂正のお知らせ  

 大和玲子執事・大和孝明執事の新住所に誤りがありましたので、訂正いたします。    



 

・退職聖職者のための主日  

 11 月 22 日（降臨節前主日）の信施金は、退職教役者と逝去教役者配偶者の方々へのクリ

スマスプレゼントとして用いさせていただきます。どうぞこれらの方々を覚えて、祈りとと

もに信施をお捧ください。この日の信施は教区センターへお送り下さい。 

 

・人権活動を支える主日  

 11 月 29 日（11 月最終主日）は人権活動を支える主日です。どうぞこれらの方々を覚えて、

祈りと信施をお捧ください。この日の信施は直接管区事務所に送金してください。 

 

・教区代祷表 2021 ご協力のお願い  

来年度に向けて、教区代祷表を作成いたします。代祷項目と必要部数を各教会・関係団体へ

お聞きしますので、フォームが届きましたら、ご協力をお願いいたします。 

 

・【教役者・職員向け】保険料控除申告書（兼配偶者特別控除申告書）の記入と提出について 

 今年も年末調整の時期がやってきます。保険料控除の申告がある方は、教区センターまで

ご提出ください。また、扶養家族に変更のあった方や不明点がありましたら、教区センター

までお知らせください。 

 

・ともしび 11 月・12 月合併号  

教区報「ともしび」11 月号は 12 月号と合併とし、主教按手式特別号として 12 月中旬に発行

予定です。どうぞお楽しみに！ 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、行事・予定は変更する可能性が 

ありますので、詳細は担当窓口までお問い合わせください。 

 


