
中部教区センターニュース                  №６１２ 

５月号 ２０２２年５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(日) 復活節第 3 主日 聖餐式 10:30 大垣聖ペテロ教会 
8 日(日) 復活節第 4 主日 聖餐式 10:30 三条聖母マリア教会 

10 日(火) 宣教協議会実行委員会 19:00 (オンライン） 
12 日(木) 中日本宣教協働区協働委員会 19:00 (オンライン) 
13 日(金) ウィリアムズ主教記念基金運営委員会 18:30 立教大学 

15 日(日) 復活節第 5 主日 聖餐式・堅信式 10:30 一宮聖光教会 
〃  宣教協議会・ぶどうの枝分科会 19:00 (オンライン) 

18 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 
〃  常置委員会 19:00 (オンライン) 

22 日(日) 復活節第 6 主日 聖餐式・墓地礼拝 10:30 高田降臨教会 
24 日(火) Bishop’ｓ Room 19:00 (オンライン) 
25 日(水) 岐阜アソシア理事会 10:00 岐阜アソシア 

〃  柳城学院理事会 14:00 評議員会 16:30 柳城学院 
29 日(日) 復活節第 7 主日（昇天後主日）聖餐式 10:30 長野聖救主教会 

31 日(火) 臨時主教会 10:00 ルーテル市ヶ谷センター等 
〃  ～6/2(木)日本聖公会第 67（定期）総会 13:00  〃 

 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

1 日(日) 復活節第 3 主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 
2 日(月) 使徒聖ピリポ・使徒聖ヤコブ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 

〃  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(日) 復活節第 4 主日 聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会  

〃  教区組織・財政構想ワーキンググループ 19:00  (オンライン) 
11 日(水) 教区運営会議 10:00 (オンライン) 
12 日(木) 中日本宣教協働区協働委員会 19:00 (オンライン) 
15 日(日) 復活節第 5 主日 聖餐式・牧師任命式 10:30 名古屋聖マルコ教会 
18 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 

〃  常置委員会 19:00 (オンライン) 
19 日(木) 結婚式準備会 13:30 名古屋聖マタイ教会 
22 日(日) 復活節第 6 主日 聖餐式 10:30 一宮聖光教会 
24 日(火) 旧軽井沢ホテル音羽ノ森役員・幹部会議 10:00  ホテル音羽ノ森 
25 日(水) 柳城学院理事会 14:00 評議員会 16:30 柳城学院 
26 日(木) 新生病院理事会等 11:00 新生病院 
28 日(土) 聖公会聖母学園理事会 10:00 聖公会聖母こども園 
29 日(日) 復活節第 7 主日（昇天後主日）聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
31 日(火) ～6/2(木)日本聖公会第 67(定期)総会 ルーテル市ヶ谷センター等 

 

 
 
 



 

【教区・伝道区・関連法人行事】 

2 日(月) 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(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 
8 日(日) 教区組織・財政ワーキンググループ 19:00 (オンライン) 

11 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 

〃  教区運営会議 13:30 (オンライン) 
〃  ヨハネのおうち 16:00 名古屋聖ヨハネ教会 

12 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:00 中部教区センター 

15 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(水) 教区逝去教役者記念聖餐式（説教:石田司祭）10:00 主教座聖堂 

 〃 常置委員会 19:00 (オンライン) 

22 日(日) 主教座聖堂“英語”聖餐式 14:30 主教座聖堂 
25 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 
26 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 中部教区センター 

31 日(火) ～6/2(木)日本聖公会第 67(定期)総会 ルーテル市ヶ谷センター等 
 

 

 

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

・神学校のために祈る日 

5 月 8 日（復活節第 4 主日）は「神学校のために祈る日」です。聖公会神学院、ウイリア

ムス神学館を覚えてお祈りください。尚、当日の信施は管区事務所に直接お送りください。 

 

・日本聖公会第 67(定期)総会 

日本聖公会第 67(定期)総会が 5 月 31 日～6 月 2 日まで東京・ルーテル市ヶ谷センター等

において開催されます。中部教区からは西原廉太主教、聖職議員：土井宏純司祭、後藤香

織司祭、信徒代議員：池住圭さん（名古屋聖ステパノ）、牛島達夫さん（名古屋聖マタイ）

が出席されます。皆さまのご加祷よろしくお願いいたします。 

 

・教区研修会 2022 のお知らせ 

すでに各教会へは教役者メール、FAX にてお知らせしておりますが、9 月 18 日(日)、19

日(月・祝)に教区研修会が予定されております。会場は長野県長野市松代町の黄金の湯松

代荘と長野聖救主教会です。皆さまご予定のほどお願いいたします。 

 

 
 



 

・Thy Kingdom Come(み国がきますように)運動について 

今年も 5 月 26 日(昇天日)から 6 月 5 日（聖霊降臨日）まで Thy Kingdom Come(み国が来

ますように)運動が行われます。各教会へ小冊子（現在堅信受領者数分）とポスターをお送

りいたしましたので、ぜひご参加ください。Web サイト（日本語ページ）でもご覧いただ

けます。https://www.thykingdomcome.global/ja 

 

 

・オンラインルーム“Bishop’s Room”が始まります！ 

西原廉太主教とのオンライン対話形式の自由な時間です。 

聖書の分かち合い、祈りと黙想、聖公会について、神学について、質問コーナー、悩み相

談などなど。西原主教が毎回話題を提供します。第 1 回は 5 月 24 日（火）19:00～20:30

です。 

【開催日時】不定期月の第 4 火曜日・夜 19:00～20:30 

・2022 年は、5 月 24 日（火）、8 月 23 日（火）、9 月 27 日（火）、12 月 27 日（火）の 

19:00～20:30 に開催する予定です。 

【開催形式】 

・Zoom を用いたオンライン・ミーティング形式です。参加希望の方に Zoom のリンク先 

URL をお知らせします。 

【参加対象】原則・日本聖公会中部教区の信徒のみなさん限定 

【参加申込方法・お問い合わせ】 

・ご参加希望・ご質問等のある方は、西原廉太主教まで直接メールにてご連絡ください。 

    ＊西原廉太：  

 

・大型連休中の教区センターの業務予定 

5 月 1 日、5 月 3 日～5 日は教区センターは休館いたします。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。 

https://www.thykingdomcome.global/ja

