
中部教区センターニュース                  №６１３ 

６月号 ２０２２年６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(水) ～2 日(木)日本聖公会第 67(定期)総会 ルーテル市ヶ谷センター等 
3 日(金) ～4 日(土)キリスト教学校教育同盟定時総会 横浜共立学園 

5 日(日) 聖霊降臨日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
〃  教区教役者協議会 18:00 (オンライン) 

7 日(火) エキュメニズム委員会 10:00 (オンライン) 

8 日(水) 学校法人桃山学院講演会 桃山学院教育大学 
9 日(木) 宣教協議会・ぶどうの枝分科会 19:00 (オンライン) 

12 日(日) 立教大学行事  
15 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 
17 日(金) 宣教協議会実行委員会 19:00 (オンライン) 
19 日(日) 聖霊降臨後第 2 主日 聖餐式 10:30 愛知聖ルカ教会 
22 日(水) 常置委員会 19:00 (オンライン) 
26 日(日) 聖霊降臨後第 3 主日 聖餐式・逝去者記念礼拝 10:30  高田降臨教会 

28 日(火) ～30 日(木) 主教会 ナザレ修女院 
 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

1 日(水) ～2 日(木)日本聖公会第 67(定期)総会 ルーテル市ヶ谷センター等 
3 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 

〃  ウイリアムス神学館理事会 18:00 ウイリアムス神学館 
4 日(土) 財務部会 10:00 (オンライン) 
5 日(日) 聖霊降臨日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

〃  教区教役者協議会 18:00 (オンライン) 
11 日(土) 使徒聖バルナバ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 

〃  結婚式 14:00   〃 
12 日(日) 三位一体主日・聖霊降臨後第 1 主日 聖餐式 10:30 直江津聖上智教会 

〃  聖公会学園理事会 15:00 聖上智オリーブこども園 
15 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 
16 日(木) 教区歴史的教会聖堂建築プロジェクト 14:00 (オンライン) 

〃  聖公会上田福祉会理事会 18:00 (オンライン) 
19 日(日) 聖霊降臨後第 2 主日 聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会 
20 日(月) 教区運営会議 10:00 (オンライン) 
22 日(水) 常置委員会 19:00 (オンライン) 
23 日(木) 新生病院執行理事会等 11:30 新生病院 
26 日(日) 第 6 回教区組織・財政構想ワーキンググループ 19:00  (オンライン) 
27 日(月) 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 
28 日(火) 聖公会上田福祉会評議員会 18:00 (オンライン) 
29 日(水) 使徒聖ペテロ・使徒聖パウロ日聖餐式 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 

3 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 
4 日(土) 財務部会 10:00 (オンライン) 
5 日(日) 教区教役者協議会 18:00 (オンライン) 

８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 

9 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:00 中部教区センター 

15 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 
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 
20 日(月) 教区運営会議 10:00 (オンライン) 

22 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 
〃 常置委員会 19:00 (オンライン) 

23 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 中部教区センター 

26 日(日) 主教座聖堂“英語”聖餐式 14:30 主教座聖堂 
〃 第 6 回教区組織・財政構想ワーキンググループ 19:00  

 
(オンライン) 

 
 

 

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

・地球環境のために祈る日 

6 月５日は「地球環境のために祈る日」（聖霊降臨日、6 月 5 日の国連「世界環境デー」

の直近の主日）です。その後 1 週間が「原発のない世界を求める週間」です。管区事務所

より届いている「地球環境のための祈り」を代祷の中でお捧げください。 

 

・教区「沖縄の日」・教区「海外協働の日」 

6 月 19 日は教区「沖縄の日」（6 月 23 日・沖縄慰霊の日に最も近い主日）、6 月 26 日は

教区「海外協働の日」(6 月の最終主日)です。各教会へ送付されたポスターを掲示いただ

き、これらに関わる教区の諸活動を覚えてお祈りください。当日の信施は教区センターへ

お送りください。 

 

・ウクライナ緊急募金のお願い 

日本聖公会中部教区では、2022 年 6 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日までウクライナ緊急募

金（第 1 次 ※その後は情勢に応じて改めて判断します。）を開始することとなりました。

募金の使途や集め方に関しては各教会・関連施設にお送りした「ウクライナ緊急募金のお

願い」のしおりをご確認ください。 

 



・フィリピン北中央教区との姉妹関係の継続に関して 

５月の常置委員会で、フィリピン聖公会北中央教区との姉妹関係の継続に関して確認がなさ

れました。 

2022 年 2 月 23 日に、復活大聖堂にて開催されました北中央教区の第 34 教区会において、

「日本聖公会中部教区との宣教における協働関係の更新（2022 年～2026 年）」の議案が可

決、承認されています。これにより、わたしたち中部教区とフィリピン聖公会北中央教区の

間の姉妹関係は、すでに結ばれた状態になっています。 

どうぞ代祷の中で、姉妹教区である北中央教区のためにお祈りをお捧げいただきますよう

に、お願いいたします。 

 

・沖縄週間／沖縄の旅 Web プログラムのお知らせ 

6 月 19 日(日)～25 日(土)は第 64 総会にて可決・継続された沖縄週間(6 月 23 日を含む 1 週

間)です。期間中「沖縄週間の祈り」を代祷の中でお捧げください。今年も Web プログラム

が企画されています。お申込み方法は各教会に届いている「2022 年沖縄週間/沖縄の旅 

Web プログラムのご案内」をご確認ください。締め切りは 6 月 16 日 (木 )です。 

             申し込みフォーム⇒https://forms.gle/fw5rrjZZpwSs8ia86 

 

・教育部からのお知らせ 

 中部教区教育部主催「ヒューマン・ライブラリーへの招待」が 6 月 18 日(土)、Zoom によ

るオンライン開催にて予定されています。お知らせチラシを各教会にお送りいたしましたの

で、内容をご確認いただき、参加ご希望の方はチラシに記載の申し込み方法で 6 月 13 日ま

でにお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

※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://forms.gle/fw5rrjZZpwSs8ia86

