
中部教区センターニュース                  №６０８ 

１月号 ２０２２年１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(日) 降誕後第 2 主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
6 日(木) 岐阜アソシア理事会 13:00 岐阜アソシア 

7 日(金) 中部教区召命黙想・読書会 19:00 (オンライン) 
9 日(日) 顕現後第 1 主日・主イエス洗礼の日 聖餐式 10:30 名古屋聖ヨハネ教会 

14 日(金) 中部教区召命黙想・読書会 19:00 (オンライン) 

16 日(日) 顕現後第2主日 聖餐式・礼拝堂聖別式 10:30 一宮聖光教会 
19 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 
21 日(金) 中部教区召命黙想・読書会 19:00 (オンライン) 
23 日(日) 顕現後第 3 主日 聖餐式 (調整中) 
24 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
28 日(金) 中部教区召命黙想・読書会 19:00 (オンライン) 
30 日(日) 顕現後第 4 主日 聖餐式 新潟聖パウロ教会 

 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

２日(日) 降誕後第２主日 聖餐式 (調整中) 
４日(火) 礼拝堂聖別式打ち合わせ 10:30 一宮聖光教会 
5 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 
6 日(木) 顕現日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
7 日(金) 中部教区召命黙想・読書会 19:00 (オンライン) 
9 日(日) 顕現後第 1 主日・主イエス洗礼の日 聖餐式 10:30/15:00  福島教会/飯田聖アンデレ教会  

14 日(金) ウイリアムス神学館講義 13:30 ウイリアムス神学館 
〃  中部教区召命黙想・読書会 19:00 (オンライン) 

16 日(日) 顕現後第2主日 聖餐式・礼拝堂聖別式 10:30 一宮聖光教会 
18 日(火) 教区運営会議 13:30 (Web 会議) 
19 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 
21 日(金) ウイリアムス神学館講義 13:30 ウイリアムス神学館 

〃   中部教区召命黙想・読書会 19:00 (オンライン) 
23 日(日) 顕現後第 3 主日 聖餐式 (調整中) 
24 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
25 日(火) 使徒聖パウロ回心日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
27 日(木) 新生病院理事会等 11:30 新生病院 
28 日(金) 中部教区召命黙想・読書会 19:00 (オンライン) 
30 日(日) 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 
31 日(月) 旧軽井沢ホテル音羽ノ森賀詞交歓会 17:00 ホテル音羽ノ森 

【教区・伝道区・関連法人行事】 

5 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(金) 中部教区召命黙想・読書会（担当:石田司祭）19:00 (オンライン) 



11 日(火) ともしび編集会議 14:00 中部教区センター 
12 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 
13 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 中部教区センター 
14 日(金) 中部教区召命黙想・読書会（担当:大和玲子司祭）19:00  (オンライン) 
16 日(日) 礼拝堂聖別式 9:30 一宮聖光教会 

〃 性的少数者とともに捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 
18 日(火) 教区運営会議 13:30 (Web 会議) 
19 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式（説教:中尾司祭） 10:00 主教座聖堂 
21 日(金) 中部教区召命黙想・読書会（担当:金司祭）19:00 (オンライン) 
23 日(日) 主教座聖堂“英語”聖餐式 14:30 主教座聖堂 
24 日(月) 常置委員会 19:00 (Web 会議) 
26 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 
27 日(木) ロウそくつくロウ！ 15：30 中部教区センター 
28 日(金) 中部教区召命黙想・読書会（担当:江夏司祭）19:00 (オンライン) 

   
※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 ····························································································  

・教区代祷表 2022 

各教会、関連施設に教区代祷表をお送りいたしました。教区 Web サイト・ライブラリか

らもダウンロードすることができます。是非、ご活用ください。 

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

・召命黙想・読書会 

1 月の毎週金曜日、19:00 から 4 回にわたって召命黙想・読書会が Web 会議システム

(Zoom)を利用し行われます。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』をもとに 4 つの主題に対して担当の教役者よりお話しを聞い

て黙想と分かち合いの時間を持ちます。本を未読の方や、申し込みなしでの参加も可能で

すので教会に配布したチラシ、または教区 Web サイトをご覧ください。ご不明な点は教

区センターへお問い合わせください。 

 

・一宮聖光教会・礼拝堂聖別式 

愛知県一宮市にある一宮聖光教会の新聖堂が昨年の１２月に完成しました。礼拝堂聖別

式は１月 16 日(日)に行われます。新しい礼拝堂の聖別を感謝し、一宮聖光教会のこれか

らの歩みに多くの恵みがありますように、お祈りの内にお覚えください。 

 



・教区への提出物について 

①「2021 年度統計報告」、②「2022 年度教会委員・信徒代議員当選届」、③「2022 年

度堅信受領者総会資料及び信徒名簿（あれば）」を教区センターへお送りください。 

①、②については１月３１日が締め切りです。③は総会後すぐに２部（主教用、センター

保管用）お送りください。今年から資源削減のため、統計報告書の紙の送付を取りやめま

した。 上記①、②は教区 Web サイト・ライブラリからダウンロードすることができま

す。ご活用ください。ご不明な点は中部教区センターまでお問い合わせください。 

・2022 年度の教区会・教区研修会について 

2022年度の教区会は2021年度と同じく、Web会議システムを利用し開催の予定です。

教区研修会については、コロナウイルスの発生状況にもよりますが、対面での開催を再開

したいと思っております。詳細につきましては、決まり次第各教会にお知らせいたします。 

 

・教区センター年末年始休暇のお知らせ 

 2021 年 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。 

 

 

 

 


