
中部教区センターニュース                 №５９５ 

１２月号 ２０２０年１２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】 

4 日(金) (管区・立教)ウイリアムズ主教記念基金運営委員会 17:00 (Web 会議) 

6 日(日) 降臨節第 2 主日 聖餐式・洗礼堅信式 10:30 新潟聖パウロ教会 

7 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議） 

13 日(日) 降臨節第 3 主日 聖餐式 10:30 一宮聖光教会 

14 日(月) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 

20 日(日) 降臨節第 4 主日 聖餐式・堅信式 10:30 名古屋聖マルコ教会 

21 日(月)   柳城学院会議 10:30 名古屋柳城女子大学 

24 日(木)   降誕日前宵礼拝 18:30 岡谷聖バルナバ教会 

25 日(金)   降誕日 聖餐式 10:30 岡谷聖バルナバ教会 
 

【土井司祭(主教補佐)スケジュール】 

1 日(火) 教区センタースタッフミーティング 14:00 教区センター 

〃   (管区)常議員会 16:00 (Web 会議) 

3 日(木) (管区)法憲法規委員会 10:00 (Web 会議) 

6 日(日) 降臨節第 2 主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

7 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 

9 日(水) 新生病院役員面談等 13:00 新生病院 

13 日(日) 降臨節第 3 主日 聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会 

14 日(月) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 

15 日(火) 新生病院理事会等 11:30 新生病院 

21 日(月) 使徒聖トマス日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 

〃   柳城学院会議 10:30 名古屋柳城女子大学 

23 日(水) 音羽ノ森役員幹部会議 ホテル音羽ノ森 

25 日(金) 降誕日 聖餐式 18:30 名古屋聖ステパノ教会 

26 日(土) 最初の殉教者ステパノ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 

27 日(日) 降誕後第 1 主日 聖餐式 10:30 稲荷山諸聖徒教会 

 ※教区運営会議の日程は未定です (Web 会議) 
 

【教区・伝道区・関連法人行事】 

1 日(火) 教区センタースタッフミーティング 14:00 教区センター 

2 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 

4 日(金) 礼拝音楽部会 13:00 (Web 会議) 

7 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議） 

9 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 

14 日(月) 教区逝去教役者記念聖餐式(説教:土井司祭) 10:00 主教座聖堂 

16 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 

20 日(日) 性的少数者と共に捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 

23 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 



30 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 

 ※教区運営会議の日程は未定です。 (Web 会議) 

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

・教区神学生のための主日  

12 月 13 日（降臨節第 3 主日）は「教区神学生のための主日」です。教区神学生が新たに与

えられることを求め、お祈りと信施をお献げください。なお、当日の信施は教区センターへ

お送り下さい。 

・第 92（定期）教区会常置委員及び諸決議 

 11 月 23 日(月・休)に行われた第 92(定期)教区会・常置委員選挙で当選されたのは下記の

方々です。（決議は隣のページにあります） 

 聖職：司祭 中尾志朗【長】、司祭 江夏一彰【書記】、司祭 後藤香織、[次点]司祭 丁胤植 

 信徒：牛島達夫(名古屋聖マタイ)、池住圭(名古屋聖ステパノ)、下条和子(名古屋聖マルコ)、 

[次点]藤井正寛（松本聖十字） 

・教区報「ともしび」11 月・12 月合併号  

教区報「ともしび」は 11 月・12 月合併号とし、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！ 

・2020 年度統計報告、宣教資金拠出金、諸献金について  

2020 年度統計報告は 2021 年 1 月末日までに教区センターまでお送り下さい。教区ウェブサ

イトからもダウンロードできます。また、2020 年度の宣教資金拠出金・諸献金を教区センタ

ーへ送金する場合、処理の関係で 2020 年度内の日付が必要になりますので、2020 年 12 月

28 日(月)までに送金を完了くださいますようお願いいたします。 

・2021 年度教会委員・教区会信徒代議員当選届  

表記当選届を、2021 年 1 月末日までに教区センターへお送り下さい。届出用紙は教区ウェブ

サイトからもダウンロードできます。 

・2021 年度「信徒奉事者推薦書」について  

信徒奉事者推薦書は 12 月 7 日(月)の常置委員会までに教区センターへお送り下さい。それ以

降は 1 月の常置委員会扱いとなります。 

 



・日課表について  

西原主教より各教会・教役者（嘱託含む）・関連施設に日課表をいただきました。是非、ご

活用ください。 

・他教区聖職按手式  

2020 年 12 月 12 日(土)10 時半より高崎聖オーガスチン教会に於いて北関東教区・聖職候補

生ミカエル大山洋平さんの執事按手式が予定されています。また、12 月 19 日(土)14 時半よ

り聖アンデレ主教座聖堂に於いて東京教区・聖職候補生セシリア下条知加子さんの執事按手

式が予定されております。按手される方々の上に主の豊かな導きと祝福がありますようにお

祈りください。 

・教区センター年末年始休暇のお知らせ  

2020 年 12 月 28 日（月）から 2021 年 1 月 3 日（日）まで教区センターは休館となります。

また 25 日（金）降誕日礼拝に出席のため、一時的に休館いたします。この期間中は留守番電

話・FAX・E メールでの対応となります。なお、緊急の場合は、諸岡総主事の携帯までご連

絡ください。 

諸決議  決議第 1 号：教区会新信徒代議員歓迎の件 

２号：主教ペテロ渋澤一郎師父に対する感謝決議 

       ３号：逝去者に対する敬弔決議 

        4 号：総主事推薦承認の件 

        5 号：日本聖公会中部教区運営規定の一部を改正する件 

        6 号：「NPO法人ルカ子ども発達支援ルーム」の設立を追認する件 

        7 号：2019 年度一般会計決算 

        8 号：2021 年度一般会計予算 

        9 号：フィリピン聖公会北中央教区との宣教における協働関係の継続の検討

を、中部教区主教、及び常置委員会に付託することを承認する件 

 

 

教区ウェブサイト URL：https://nskk-chubu.org 

教区各書式：ライブラリ – 日本聖公会 中部教区 (nskk-chubu.org) 

※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。 

 

https://nskk-chubu.org/
https://nskk-chubu.org/library/

