中部教区センターニュース

№６００
５月号 ２０２１年５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】
2 日(日)
9 日(日)
11 日(火)
16 日(日)
〃
19 日(水)
25 日(火)
〃
26 日(水)
〃

復活節第 5 主日 聖餐式 10:30
復活節第 6 主日聖餐式・愛知聖ルカ教会創立 31 周年記念礼拝 10:30
常置委員会 19:00
復活節第 7 主日聖餐式・名古屋聖マルコ教会創立 70 周年記念礼拝 10:30
教役者協議会 18:00
教区逝去教役者記念聖餐式 10:00
(管区)女性の聖職位に関わる委員会 18：00
(ランベス会議準備)Bishop’ｓ Conversation Training：時間未定
岐阜アソシア理事会 10:00
柳城学院理事会・評議員会 14:00

名古屋聖マタイ教会
愛知聖ルカ教会
(Web 会議)
名古屋聖マルコ教会
(Web 会議)
主教座聖堂
(Web 会議)
(Web 会議)
岐阜アソシア
柳城学院

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】
1 日(土)
６日(木)
７日(金)
9 日(日)
10 日(月)
11 日(火)
13 日(木)
16 日(日)
〃
19 日(水)
24 日(月)
25 日(火)
26 日(水)
30 日(日)
〃

新生病院会議 15:00
教区センタースタッフミーティング 13:30
教区運営会議 13:30
復活節第 6 主日聖餐式・愛知聖ルカ教会創立 3１周年記念礼拝 10:30
(管区)常議員会 15:00
常置委員会 19:00
昇天日 聖餐式 9:00
復活節第 7 主日聖餐式・名古屋聖マルコ教会創立 70 周年記念礼拝 10:30
教役者協議会 18:00
教区逝去教役者記念聖餐式 10:00
新生病院執行理事会等 11:30
ホテル音羽ノ森役員幹部会議 14:00
柳城学院理事会・評議員会 14:00
三位一体主日・聖霊降臨後第 1 主日 聖餐式 10:30
聖公会学園理事会・評議員会 13:30

新生病院（小布施）
教区センター
(Web 会議)
愛知聖ルカ教会
(Web 会議)
(Web 会議)
名古屋聖マタイ教会
名古屋聖マルコ教会
(Web 会議)
主教座聖堂
新生病院（小布施）
ホテル音羽ノ森（軽井沢）
柳城学院
直江津聖上智教会
聖上智オリーブこども園

【教区・伝道区・関連法人行事】
2 日(日)
5 日(水)
6 日(木)
７日(金)
10 日(月)
11 日(火)
12 日(水)
16 日(日)
〃
19 日(水)
23 日(日)

フィリピン北中央教区宣教協働関係総括会議 16:00
主教座聖堂聖餐式 9:00
教区センタースタッフミーティング 13:30
教区運営会議 13:30
ともしび編集会議 14:00
常置委員会 19:00
主教座聖堂聖餐式 9:00
性的少数者と共に捧げる聖餐式 17:00
教役者協議会 18:00
教区逝去教役者記念聖餐式(説教:相原執事) 10:00
主教座聖堂英語聖餐式 14:30

(Web 会議)
主教座聖堂
中部教区センター
(Web 会議)
中部教区センター
(Web 会議)
主教座聖堂
主教座聖堂
(Web 会議)
主教座聖堂
主教座聖堂

26 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00
30 日(日) (管区)オンラインフォーラム「原発はやめようよ」前半（～6/1 まで）

主教座聖堂
(Web 会議)

お知らせ ····························································································
・「新型コロナウイルス感染症への対応について４」を発信しました。
4 月 13 日付で標記の件を各教会へお送りいたしました。中部教区においては愛知県で「ま
ん延防止等重点措置」が発令されていますが、その他の感染が拡大している地域においても礼
拝の休止については各教会の判断となりますので、ご確認をお願いいたします。ご不明な点が
ございましたら、中部教区センターへお知らせください。

・Thy Kingdom Come(み国が来ますように運動)について
カンタベリー大主教とヨーク大主教の呼びかけで始まった「Thy Kingdom Come(み国が来
ますように運動)」が今年も 2021 年 5 月 13 日（昇天日）から 5 月 23 日（聖霊降臨日）まで
行われます。各教会へ小冊子とポスターをお送りいたしましたので、ぜひご参加ください。
Web サイト(日本語ページ)でもご覧いただけます。https://www.thykingdomcome.global/ja

・法憲法規送付のお知らせ
2021 年 4 月 4 日発行の新しい法憲法規を教区内２６教会に発送いたしました。送り状にあ
りますように、各教会にて保管いただけますよう、お願いいたします。

・健康診断受診のお願い
中部教区教役者・職員の方で協会けんぽに加入されている方は 2021 年 4 月～2022 年 3 月
の間に 1 回生活習慣病予防検診（協会けんぽの補助あり）を受診することができます。該当者
にはすでにメールをお送りしておりますので、年度内のご予約・受診をお忘れなきようお願い
いたします。関連施設等で定期検診を受けられている教役者の方にも教役者共済から補助が出
ますので、受診後に申請をお願いいたします。

・管区、他教区関連
・今年の原発のない世界を求める週間は、前半（5 月 30 日から 6 月 1 日）・後半（6 月 6
日から 6 月 7 日）に分けてオンラインフォーラムが企画されています。5 月 30 日の開会礼
拝と講演会は公開されますので、ご興味のある方は中部教区センターまでお知らせください。
・東北教区では 5 月 8 日(土)東北教区第 104（臨時）教区会が盛岡聖公会に於いて開催され
ます。ご加祷ください。
・北海道教区では 5 月 15 日(土)午後 1 時より北海道教区主教座聖堂（札幌キリスト教会）
に於いて執事ノア上平更さんの司祭按手式が行われます。按手される方の上に主の豊かな導
きと祝福をお祈りください。

・4 月号の訂正（神学校入学式）
4 月号でお知らせした聖公会神学院の入学者情報に誤りがありましたので、お詫びして訂正
いたします。正しくは九州教区の中山泰男さんが 1 年次に入学、横浜教区の染谷孝章さんが信
徒の奉仕・召命コースより 2 年次に編入です。入学された方々の上に主の豊かな恵みと導きが
ありますようにお祈りいたします。

・大型連休中の教区センターの業務予定
5 月 1 日～５日まで教区センターは休館いたしますので、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、総主事・諸岡研史までご連絡くだ
さい。
※新型コロナウイルスの発生状況により予定は変更の可能性があります。

