
中部教区センターニュース                  №６０５ 

１０月号 ２０２１年１０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.drive@gmail.com 

【西原主教スケジュール】 

１日(金) 広島女学院創立記念式典講演 10:30 (オンライン) 
3 日(日) 聖霊降臨後第 19 主日 聖餐式 (調整中) 

5 日(火) Bishops Conversation(ランベス会議準備) 22:00  (Web 会議) 
10 日(日) 聖霊降臨後第 20 主日 聖餐式・堅信式 10:30 上田聖ミカエル及諸天使教会 
12 日(火) ～14 日(木)日本聖公会主教会 北海道教区・札幌 

17 日(日) 立教大学ホームカミングデー 立教大学 
18 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
19 日(火) 教区教役者協議会 18:00 (Web 会議) 

〃   ～22 日(金)アジア宗教者平和会議(ACRP)世界大会  (オンライン) 
20 日(水) 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 柳城学院 
24 日(日) 聖霊降臨後第 22 主日 聖餐式 (調整中) 
25 日(月) 女子学院創立 150 周年記念式典講演 13:00 (女子学院・東京) 
31 日(日) 聖霊降臨後第 23 主日 聖餐式 10:30 直江津聖十字教会 

 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

1 日(金) 教区センタースタッフミーティング 13:30 中部教区センター 
3 日(日) 聖霊降臨後第 19 主日聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

〃  財務部会 16:00 (Web 会議) 
10 日(日) 聖霊降臨後第 20 主日聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会  
11 日(月) 教区運営会議 13:30 (Web 会議) 
18 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
19 日(火) 教区教役者協議会 18:00 (Web 会議) 
20 日(水) 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 柳城学院 
22 日(金) 中日本宣教協働区協働委員会 16:00 (Web 会議) 
25 日(月) 【管区】常議員会 14:00 (Web 会議) 
27 日(水) 旧軽井沢ホテル音羽ノ森役員・幹部会議 14:00  ホテル音羽ノ森 
28 日(木) 新生病院理事会等 11:30 新生病院 

 

【教区・伝道区・関連法人行事】 

1 日(金) 教区センタースタッフミーティング 13:30 中部教区センター 
3 日(日) 財務部会 16:00 (Web 会議) 
6 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 

11 日(月) 教区運営会議 13:30 (Web 会議) 
13 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 

〃 ヨハネのおうち 16:00 名古屋聖ヨハネ教会 
14 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 中部教区センター 
15 日(金) 社会宣教部会 19:00 (Web 会議) 

   



   
17 日(日) 性的少数者とともに捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 
18 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
19 日(火) 教区教役者協議会 18:00 (Web 会議) 
20 日(水) 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 
22 日(金) 中日本宣教協働区協働委員会 16:00 (Web 会議) 
24 日(日) 主教座聖堂英語聖餐式 14:30 主教座聖堂 
28 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 中部教区センター 

 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、予定は変更の可能性があります。 
 

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

・愛岐伝道区の日 

10 月 3 日（特定 22 を用いる主日）は愛岐伝道区の日です。しかし、昨今の新型コロナウイ

ルス感染症の状況を鑑み、当日の信施については、今年は集めません。また、11 月 28 日に予

定されていた伝道区会は中止となりました。 

 

・教区設立記念日 

 福音記者聖ルカ日(10 月 18 日)は教区設立記念日です。10 月 17 日の主日は教区設立を覚え

てお祈りください。当日の信施は教区センターへお送り下さい。主教資金として用いられます。          

♬ともに歌おう♬～主を求めよ～ 

 礼拝音楽部から教区設立記念日を覚えて、聖歌 412 番『主を求めよ』をご自宅で一緒に歌

えるよう音源公開のお知らせが届きました。詳しくは教区センターニュースと一緒に各教会へ

発送したチラシをご確認ください。 

 

・社会事業の日 

 10 月 24 日（特定 25 を用いる主日）は社会事業の日です。この日は全ての社会事業の働き

を覚え、お祈りください。当日の信施は、直接管区事務所へお送りください。 

 

・主教座聖堂の礼拝について 

 愛知県の緊急事態宣言が 9 月 30 日をもって解除となりましたので、10 月の主教座聖堂の礼

拝は予定通り再開いたします。引き続き、教区から発信される最新の礼拝案内にてご確認をお

願いいたします。 



 

・教区研修会 2021 

 今年の教区研修会も無事に終えることができました。配信にご協力くださった皆様、視聴し

てくださった皆様ありがとうございました。当日視聴 67 カ所、動画の再生回数は 420 を超え

ました。当初動画は当日だけの公開の予定でしたが、第 2 部の完成版が公開できるまで、引き

続き中部教区 Web サイト「教区関連動画」から見ることができます。まだご覧になっていな

い方は中部教区 Web サイト（下記 URL）をご確認ください。 

https://nskk-chubu.org/ 

 

・第 93(定期)教区会について 

 今年の教区会も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、Web 会議システムを用い、

会場を複数に分け行うこととなりました。「報告と議案」の原稿をまだ提出されていない教会、

施設、各部担当者はお早めにご提出ください。皆様のご協力、よろしくお願いいたします。 

 

・八事墓地礼拝 

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

る予定です。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る

案内をご覧ください。 

 

・召命黙想・読書会のご案内 

 中部教区聖職養成委員会より西原主教が監訳された前カンタベリー大主教ローワン・ウイリ

アムズ師の著書『キリスト者として生きる』を用いた召命黙想・読書会の案内が届きました。

2022 年 1 月 7 日(金)から毎週金曜日全 4 回のシリーズです。お申込み・詳細については、各

教会にお送りしたチラシをご覧ください。 

 

・他教区からのお知らせ 

 北海道教区では、11 月 3 日(水・休)午前 9 時から午後 3 時まで北海道教区主教座聖堂(札幌

キリスト教会)に於いて第 80(臨時)教区会が行われます。北海道教区主教選挙を覚えてお祈り

ください。 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により予定は変更の可能性があります。 
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