
中部教区センターニュース                  №６１１ 

４月号 ２０２２年４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】 

3 日(日) 大斎節第 5 主日 聖餐式・牧師任命式 10:00 名古屋聖マタイ教会 
10 日(日) 立教大学関連行事 立教大学 

14 日(木) 聖木曜日 聖餐式(聖油聖別、司祭按手の約束の更新) 8：00  主教座聖堂 
17 日(日) 復活日 聖餐式 10:30 高田降臨教会 
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 
〃  常置委員会 19:00 (オンライン) 

22 日(金) 臨時主教会・北海道教区主教按手式レセプション 15:00 ポールスター札幌 
23 日(土) 北海道教区主教按手式 10:00 北海道教区主教座聖堂 
24 日(日) 復活節第 2 主日 聖餐式 10:30 長岡聖ルカ教会 

〃  新潟伝道区役員会 14:30    〃 
 

【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 
2 日(土) 名古屋柳城短期大学・名古屋柳城女子大学入学式 9:30 柳城学院体育館 
3 日(日) 大斎節第 5 主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

〃  教区組織・財政構想ワーキンググループ 18:00  (オンライン) 
4 日(月) (管区)常議員会 14:00 管区事務所 
7 日(木) 名古屋学生青年センターワーキンググループ 13:30 教区センター 

10 日(日) 復活前主日 聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会  
12 日(火) 教区運営会議 13:30 (オンライン) 
14 日(木) 聖木曜日 聖餐式(聖油聖別、司祭按手の約束の更新) 8：00  主教座聖堂 
15 日(金) 聖金曜日（受苦日）礼拝 12:00 名古屋聖マタイ教会 
17 日(日) 復活日 聖餐式 10:30 直江津聖上智教会 
20 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 

〃  学校法人柳城学院理事会 14:00 柳城学院 
〃  常置委員会 19:00 (オンライン) 

22 日(金) 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 
24 日(日) 復活節第 2 主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
25 日(月) 福音記者聖マルコ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
28 日(木) 特定医療法人新生病院執行理事会等 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) 教区組織・財政ワーキンググループ 18:00 (オンライン) 
6 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 
7 日(木) 名古屋学生青年センターワーキンググループ 13:30 中部教区センター 

   



   
12 日(火) 教区運営会議 13:30 (オンライン) 
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) 聖木曜日 聖餐式（聖油聖別、司祭按手の約束の更新 8：00  主教座聖堂 

〃 ロウそくつくロウ！ 15:30 中部教区センター 
17 日(日) 性的少数者と共に捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 
20 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式(説教：相原司祭) 10:00 主教座聖堂 

〃 常置委員会 19:00 (オンライン) 
24 日(日) 主教座聖堂”英語“聖餐式 14:30 主教座聖堂 
27 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 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 ····························································································  

・主教座聖堂礼拝について 

まん延防止等重点措置が 3 月 21 日に解除となりましたので、4 月より通常通り主教座聖

堂の礼拝を予定しております。今後の感染状況などを確認しつつ、変更があればご連絡い

たします。ご不明な点がございましたら、中部教区センターまでお知らせください。 

・神学校入学式 

４月 6 日午前 11 時より京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会）においてウイリアムス神

学館入学礼拝（入学予定者：ヴェロニカ薦田久美子さん［大阪教区］）が行われます。入

学される方の上に主の豊かな導きがありますようにお祈りください。 

・大斎克己献金 

「大斎克己献金」は、管区事務所に直接ご送金ください。 

 

・北海道教区主教按手式について 

4 月 23 日（土）午前 10 時より、主教按手式および北海道教区主教就任式が主教座聖堂札

幌キリスト教会に於いて席数・人数を限定して執り行われます。主教被選者マリア・グレ

イス笹森田鶴師、北海道教区のことを覚え、ご加祷ください。尚、オンライン配信の

URL は下記のとおりです。 

https://sites.google.com/view/mg-st/home 

 

 

https://sites.google.com/view/mg-st/home


 

・他教区按手式 

九州教区では、4 月 29 日(金・祝)午前 11 時より主教座聖堂福岡聖パウロ教会に於いて、

セシリア塚本祐子執事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。 

 

・大型連休中の教区センターの業務予定 

4 月 29 日～5 月 1 日、5 月 3 日～5 日は教区センターを休館いたします。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、センター長・後藤

香織司祭（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。 


