
中部教区センターニュース                  №６０７ 

１２月号 ２０２１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.drive@gmail.com 

【西原主教スケジュール】 

2 日(木) 創立者ウィリアムズ主教記念日礼拝 18:00 立教大学 
3 日(金) Anglican Communion Science Commission (世界聖公会科学委員会)21:00  (オンライン) 

5 日(日) 降臨節第 2 主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
〃  名古屋聖マタイ教会・教会委員会（礼拝後）     〃 

7 日(火) Bishops Conversation(ランベス会議準備) 22:00-00:00 (オンライン) 

10 日(金) ウィリアムズ主教記念基金運営委員会 (オンライン) 
12 日(日) 降臨節第 3 主日 聖餐式 10:30 新生礼拝堂 

〃  堅信式 14:00   〃 
14 日(火) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
15 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 
18 日(土) 相原太郎執事・司祭按手式 10:30 岐阜聖パウロ教会 
19 日(日) 名古屋聖マルコ教会 70 周年記念・聖餐式 10:30  名古屋聖マルコ教会 
24 日(金) 降誕日前宵礼拝 18:00 高田降臨教会 
25 日(土) 降誕日 (調整中) 

26 日(日) 降誕後第 1 主日 10:30 高田降臨教会 
 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

1 日(水) 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(金) (管区)常議員会 14:00 (Web 会議) 
4 日(土) 教区組織・財政構想ワーキンググループ 17:00  (Web 会議) 
5 日(日) 降臨節第 2 主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

〃  名古屋聖マルコ教会・教会委員会 14:30 名古屋聖マルコ教会 
7 日(火) ～8 日(水)教区センタースタッフ研修会 軽井沢・小布施 

10 日(金) 教区運営会議 13:30 (Web 会議) 
11 日(土) 愛知聖ルカ教会・教会委員会 13:30 愛知聖ルカ教会 
12 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(火) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
15 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 
18 日(土) 相原太郎執事・司祭按手式 10:30 岐阜聖パウロ教会 
19 日(日) 降臨節第 4 主日 聖餐式・牧師任命式 10:30    〃 
21 日(火) 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 
22 日(水) 新生病院執行理事会等 11:30 新生病院 
24 日(金) クリスマス・イヴ礼拝 19:00 名古屋聖マルコ教会 
25 日(土) 降誕日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 
26 日(日) 降誕後第 1 主日 聖餐式 (調整中) 
27 日(月) 最初の殉教者聖ステパノ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
28 日(火) 福音記者使徒聖ヨハネ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 

〃  (管区)法憲法規委員会 18:00 (Web 会議) 
29 日(水) 聖なる幼子の日 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】 

1 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 
〃  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 

7 日(火) ～8 日(水)教区センタースタッフ研修会 軽井沢・小布施 
8 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 
9 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 中部教区センター 

10 日(金) 教区運営会議 13:30 (Web 会議) 
14 日(火) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
15 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式（説教:後藤司祭） 10:00 主教座聖堂 

〃 ヨハネのおうち 16:00 名古屋聖ヨハネ教会 
18 日(土) 相原太郎執事・司祭按手式 10:30 岐阜聖パウロ教会 
19 日(日) 性的少数者とともに捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 
22 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 

   
※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。 

※主教座聖堂《英語》聖餐式は 26 日の名古屋聖マタイ教会聖餐式と合同で開催されます。  
 

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

・教区神学生のための主日 

12 月 12 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

お送りください。 

 

・相原太郎執事・司祭按手式 

 11 月 16 日付の公示にもありましたように、12 月 18 日(土)午前 10 時半より岐阜聖パウロ

教会に於いて中部教区執事相原太郎師の司祭按手式が参列者を限定して行われます。 

司式・主教アシジのフランシス 西原廉太師父、説教・司祭パウロ佐々木道人師 

式典長：司祭ヨセフ下原太介師 

主の豊かな導きと祝福をお祈りください。尚、詳細につきましては、式典長からの連絡をお

待ちください。 

 

・他教区聖職按手式 

  12 月 18 日(土)午後 2 時より聖マーガレット教会に於いて東京教区・聖職候補生ヒルダ藤

田美土里さんの執事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があり

ますようにお祈りください。 



 

・2021 年度統計報告、宣教資金拠出金、諸献金について 

  2021 年度統計報告は 2022 年 1 月末までに教区センターへお送りください。今年から紙の

統計報告書は配布をしておりませんので、印刷された報告書をご入用の教会は中部教区セン

ターまでお知らせください。教区 Web サイト・ライブラリからダウンロードすることも可

能です。また、2021 年度の宣教資金拠出金、諸献金を教区へ送金する場合、処理の関係で

2021 年度内の日付が必要になりますので、2021 年度内に送金してください。着金が 2022

年度になったものは、2022 年度の会計処理となります。 

・2022 年度教会委員・教区会信徒代議員当選届 

  表記当選届を 2022 年 1 月末日までに教区センターへお送りください。届出用紙は教区

Web サイトからもダウンロードできます。 

・2022 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 14 日(火)の常置委員会までに教区センターへお送りください。

それ以降は 1 月の常置委員会扱いとなります。 

・第 93(定期)教区会常置委員、総会代議員、及び諸決議 

 11月 23日（火・休）に行われた第 93（定期）教区会における常置委員選挙、総会代議員

選挙で当選されたのは下記の方々です。（当選順・敬称略） 

［常置委員］ 

聖職：司祭 江夏一彰【書記】、司祭 後藤香織【長】、司祭 下原太介、（次点）司祭 丁胤植 

信徒： 池住圭（名古屋聖ステパノ）、上野光一郎(高田降臨)、下条和子（名古屋聖マルコ）、

（次点）藤井正寛（松本聖十字）  

［総会代議員］ 

聖職：司祭土井宏純、司祭後藤香織、（次点）司祭市原信太郎、（次々点）司祭江夏一彰 

信徒：池住圭、牛島達夫（名古屋聖マタイ）、（次点）上野光一郎、（次々点）藤井正寛 

 

［諸決議］ 

第 1 号：教区会新信徒代議員歓迎の件 

第２号：司祭イサク伊藤幸雄師に対する感謝決議 

第３号：司祭テモテ島田公博師に対する感謝決議 

第４号：故司祭パウロ西澤誠太郎師に対する敬弔決議 



 

第５号：故司祭ダビデ峰村春二郎師に対する敬弔決議 

第６号：逝去者に対する敬弔決議 

第７号：日本聖公会中部教区教役者共済資金運用規則の一部を改正する件 

第８号：日本聖公会中部教区所有地を処分することの追認を求める件 

第９号：「人権の日」を継続する件 

第１０号：「沖縄の日」を継続する件 

第１１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（姉妹教区）の再締結を承認する件  

第１２号：２０２０年度一般会計決算 

第１３号：２０２２年度一般会計予算 

 

・教区センター臨時休館と年末年始休暇のお知らせ 

 12 月 7～8 日は教区センタースタッフ研修会のため終日教区センターは閉館となります。

予約以外のご利用はできませんので、ご了承ください。また 12 月 28 日(火)～2022 年 1 月

4 日(火)まで教区センターは休館となります。その間のお問い合わせはメール・留守番電話

にて承ります。尚、緊急の場合は諸岡総主事の携帯までご連絡ください。 

 

※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。 

 

 

 

 


