
中部教区センターニュース                  №６０９ 

２月号 ２０２２年２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】 

4 日(金) マンハッタン・ジャパニーズミニストリー(MJM)講演会 9:00 (オンライン) 
5 日(土) 横浜教区信徒神学校講演会 14:00 (オンライン) 

6 日(日) 顕現後第 5 主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
8 日(火) ～10 日(木)日本聖公会主教会 大阪 
９日(水) ～15 日(火)世界教会協議会(WCC)中央委員会 毎夜 22:00～1:00 (オンライン) 

13 日(日) 顕現後第 6 主日 (オンライン) 
14 日(月) 教区教役者協議会 18:00 (オンライン) 
16 日(水) 柳城学院評議員会 14:00 柳城学院 

〃  柳城学院理事会 15:30  〃 
〃  常置委員会 19:00 (オンライン) 

17 日(木) 中日本宣教協働区協働委員会 19:00 (オンライン) 
20 日(日) 顕現後第 7 主日 (オンライン) 
24 日(木) 日韓聖公会合同主教会 18:00 (オンライン) 
25 日(金) 日本聖公会宣教協議会実行委員会 19:00 (オンライン) 

27 日(日) 大斎節前主日 聖餐式・堅信受領者総会 10:30  高田降臨教会 
 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

２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 
４日(金) ウイリアムス神学館集中講義 13:30 ウイリアムス神学館 
6 日(日) 長野伝道区オンライン礼拝 10:30 (オンライン) 
8 日(火) 教区運営会議 13:30 (オンライン) 

11 日(金) ウイリアムス神学館集中講義 13:30 ウイリアムス神学館 
13 日(日) 長野伝道区オンライン礼拝 10:30 (オンライン) 
14 日(月) (管区)常議員会 14:00 (オンライン) 

〃  教区教役者協議会 18:00 (オンライン) 
16 日(水) 柳城学院評議員会 14:00 柳城学院 

〃  柳城学院理事会 15:30  〃 
〃  常置委員会 19:00 (オンライン) 

17 日(木) 中日本宣教協働区協働委員会 19:00 (オンライン) 
18 日(金) ウイリアムス神学館集中講義 13:30 ウイリアムス神学館 
20 日(日) 顕現後第 7 主日聖餐式 10:30 直江津聖上智教会 
24 日(木) 新生病院執行理事会等 11:30 新生病院 
25 日(金) 旧軽井沢ホテル音羽ノ森役員・幹部会議 15:00  ホテル音羽ノ森 
26 日(土) 教区組織・財政構想ワーキンググループ会議 18:00 (オンライン) 
27 日(日) 名古屋学生青年センター運営委員会 16:30 (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。 



 

【教区・伝道区・関連法人行事】 

2 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 
8 日(火) 教区運営会議 13:30 (オンライン) 

14 日(月) 教区教役者協議会 18:00 (オンライン) 
16 日(水) 常置委員会 19:00 (オンライン) 
17 日(木) 中日本宣教協働区協働委員会 19:00 (オンライン) 
19 日(土) 愛知聖ルカセンター運営委員会 16:00 (オンライン) 
20 日(日) 性的少数者とともに捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 
26 日(土) 教区組織・財政構想ワーキンググループ会議 18:00 (オンライン) 
27 日(日) 名古屋学生青年センター運営委員会 16:30 (オンライン) 

   
 

 

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

・教区への提出物について（再） 

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）」をまだ提出されていない教会は速やかに

教区センターへお送りください。ご協力をお願いいたします。 

 

・主教座聖堂礼拝休止のお知らせ 

愛知県にまん延防止等重点措置が発令されたことを受け、主教座聖堂は下記礼拝を 2 月い

っぱい休止しております。ご不明な点がございましたら、中部教区センターまでお知らせ

ください。 

・毎週水曜日の聖餐式 ・教区逝去教役者記念聖餐式（レクイエム） ・英語聖餐式 

 

・ハンセン病問題啓発の日 

2 月 13 日（顕現後第 6 主日）は、ハンセン病問題啓発の日です。礼拝の中で「ハンセン

病問題への理解が深まるための祈り」をおささげし、ハンセン病問題に対する一層の理解

が深まるよう祈りましょう。 

 

・聖公会生野センターのための主日 

2 月 27 日（3 月 1 日《独立宣言の日》に最も近い主日）は、聖公会生野センターのための

主日です。同センターを覚え、礼拝の中でお祈りください。また、当日の信施は直接管区

事務所へお送りください。 



 

・教区人権の日 

3 月 6 日（3 月 3 日《水平社宣言の日》に最も近い主日）は、教区人権の日です。様々な

差別によって人権を奪われている人々が、その苦しみと痛みから解放されるよう祈りを捧

げましょう。また、それらの人々と出会い、差別の現実を学びながら、人権が尊重される

社会の実現を目指す取り組みを行いましょう。当日の信施は中部教区センターまでお送り

ください。 

 

・北海道教区主教按手式および主教就任式について 

北海道教区では、4 月 23 日（土）午前 10 時より、主教被選者マリア・グレイス笹森田鶴

師の主教按手式および主教就任式が北海道教区主教座聖堂（札幌キリスト教会）に於いて

行われます。主教被選者マリア・グレイス笹森田鶴師と北海道教区を覚えてお祈りくださ

い。 

 

・他教区聖職按手式について 

東京教区では、3 月 12 日（冬期聖職按手節土曜日）午後 2 時より、東京教聖アンデレ主

教座聖堂に於いて聖職候補生スザンナ中村真希さんと聖職候補生セシリア高柳章江さんの

執事按手式が行われます。按手される方々の上に主の豊かな導きと祝福をお祈り下さい。 

 

・健康診断受診、家族表提出のお願い 

2021 年度協会けんぽの生活習慣予防検診（一般検診）のお知らせを受けていて、まだ受

診されていない教役者の方は、3 月の年度内に受診されますようにお願いいたします。 

また、4 月から被扶養親族の異動がある教役者の方は、家族表を教区センターまで提出し

てくださいますようお願いいたします。 

 

※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。 

 


