
中部教区センターニュース                  №６１４ 

７月号 ２０２２年７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) 聖霊降臨後第 4 主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
〃  教区教役者協議会 16:00 (オンライン) 

8 日(金) 中日本宣教協働区協働委員会 19:00 (オンライン) 
10 日(日) 聖霊降臨後第 5 主日 聖餐式 10:30 岡谷聖バルナバ教会 
15 日(金) 世界聖公会科学委員会（ACSC） 20:00 (オンライン) 

17 日(日) 聖霊降臨後第 6 主日 聖餐式 10:30 松本聖十字教会 
18 日(月) 世界聖公会大学連合会（CUAC）理事会 18:30 (オンライン) 
19 日(火) 世界聖公会大学連合会（CUAC）理事会 6:30 (オンライン) 

〃  中部－京都宣教協働会議 11:00  (オンライン) 
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) 

21 日(木) 世界聖公会大学連合会（CUAC）理事会 19:00 (オンライン) 
24 日(日) 立教大学行事 沖縄 

26 日(火) ～8/12(金) ランベス会議 英国・カンタベリー 
 

【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 
3 日(日) 聖霊降臨後第 4 主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

〃  教区教役者協議会 16:00 (オンライン) 
4 日(月) 中日本宣教協働区研修会担当者会議 19:00 (オンライン) 
6 日(水) (管区)常議員会 14:00 管区事務所 
8 日(金) 中日本宣教協働区協働委員会 19:00 (オンライン) 

10 日(日) 聖霊降臨後第 5 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 10:00 (オンライン) 
14 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 
17 日(日) 聖霊降臨後第 6 主日 聖餐式 10:30  
18 日(月) 旧軽井沢ホテル音羽ノ森開業 40 周年イベント ホテル音羽ノ森 
19 日(火) 中部－京都宣教協働会議 11:00 (オンライン) 
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) マグダラの聖マリヤ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
24 日(日) 聖霊降臨後第 7 主日 聖餐式 10:30 一宮聖光教会 

〃  第 7 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) 
25 日(月) 使徒聖ヤコブ日 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 新生病院 
31 日(日) 聖霊降臨後第 8 主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 

8/1(月) 軽井沢ショー祭 2022 13:30 軽井沢ショー記念礼拝堂 
   



 

【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) 教区教役者協議会 16:00 (オンライン) 
6 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 
8 日(金) 中日本宣教協働区協働委員会 19:00 (オンライン) 

12 日(火) 教区運営会議 10:00 (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) ロウそくつくロウ！ 15:30 中部教区センター 
17 日(日) 新潟伝道区合同礼拝 10:30 長岡聖ルカ教会 

〃  性的少数者とともに捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 

20 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式（説教:伊藤司祭）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 

〃  第 7 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(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 

8/1(月) 軽井沢ショー祭 2022 13:30 軽井沢ショー記念礼拝堂 

8/3(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 
8/6(土) 愛知聖ルカセンター運営委員会 14:00 (オンライン) 

 

 

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

・海の主日 

7 月 10 日（7 月第 2 主日）は海の主日です。海で働くすべての人々、またその方々に奉仕す

る聖公会及びキリスト教諸教派の海員宣教団体のため、ことに MTS（ミッション・トゥ・

シーフェアラーズ）の働きを覚えてお祈りください。当日の信施は、管区事務所まで直接お

送りください。 

 

・管区建築金融資金についてのお知らせ 

 先日行われた日本聖公会第 67(定期)総会では、「日本聖公会建築資金融資金規定」の一部を

改正する件が決議されました。第 10条(通則)に、地震・水害等天変地異及び火事による災害

時に加え、環境保全を要する際の融資について追記がありました。2020 年 10 月の第 65(定

期)総会において「原発のない世界を求める声明」賛同決議を受けて、省エネルギーや再生

可能エネルギーの導入を目的とした建物設備更新（エアコン入替や太陽光パネルの設置等）

については、無利息で融資金額を上限 300 万円として融資することが委員会で提案され、

「日本聖公会建築金融資金利用の手引き」にこれに関連することとして、註 5、6 が追記さ

れています。そのような建物設備更新を計画されている教会におかれましては、教区基金貸

付金と合わせてご検討いただけますようご確認ください。 

 



・「『2023 年度宣教資金拠出金』のお願い」送付のお知らせ 

6 月 27 日付で各教会宛に「『2023 年度宣教資金拠出金』のお願い」を送付いたしました。

教区会への予算案提出都合上、8月 24日(水)までに教区センター宛に FAX（０５２－８５８

－１００８）または、E メール（office.chubu.drive@gmail.com）にてご回答ください。 

 

・教区研修会第 2 信 

 教区研修会第 2 信（参加費等の詳細及び参加申し込み書）を近日中にお知らせする予定です。

研修会の日程は以下のとおり予定しております。 

 期日：2022 年 9 月 18 日(日)～19 日(月・敬老の日) 

 場所：黄金の湯 松代荘（宿泊＋1 日目プログラム） 受付開始 15:00(第 1 信から変更） 

                       プログラム①開始：16:00(第1信から変更) 

    長野聖救主教会（2 日目プログラム、礼拝）  プログラム②開始：  9:00 

                          研修会終了・解散：13:00 

・ランベス会議が 14 年ぶりに開催されます 

英国カンタベリーで開催されるランベス会議(現地時間：7 月 26 日～8 月 8 日)に参加される

主教様方、ことに西原廉太主教と西原美香子さん、そして会議のために現地でご奉仕される

日本聖公会のスタッフと翻訳グループの働きを覚えてお祈りください。 

 

・教区センター企画関連 

７月２８日、８月１１日、２５日の「ロウそくつくロウ！」は暑さで蝋が固まりにくいため

お休みといたします。 

 

教区センターがある東海地方も梅雨が明け、暑さが厳しくなっております。教区内外の皆さ

まも体調には十分お気を付けてお過ごしください。 

                

 

 

 

※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。 


