
中部教区センターニュース                  №６１５ 

８月号 ２０２２年８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】 

7/26(火) ～8/12(金)ランベス会議 英国・カンタベリー 
14 日(日) 聖霊降臨後第 10 主日 聖餐式 10:30 一宮聖光教会 

17 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 
18 日(木) 東京教区「今、福音に聴く」収録 10:00 聖公会神学院 
21 日(日) 聖霊降臨後第 11 主日 聖餐式 10:00 軽井沢ショー記念礼拝堂 

22 日(月) ～23 日(火)日本聖公会宣教協議会・ぶどうの枝協議会 管区事務所 
23 日(火) 聖公会関係学校代表者会 14:00 （オンライン） 

〃 Bishop’s Room 19:00 （オンライン） 
24 日(水) 聖公会関係学校教職員研修会 10:00 （オンライン） 

26 日(金) キリスト教学校教育同盟・大学新任教職員研修会講演 10:00  （オンライン） 

28 日(日) 立教大学行事 熊本 
29 日(月) キリスト教学校教育同盟・事務局長会議講演 10:00 (オンライン) 

〃 ～9/9(金)世界教会協議会(WCC)第 11 回総会 ドイツ・カールスルーエ 
 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

1 日(月) 軽井沢ショー祭 2022 13:30 軽井沢ショー記念礼拝堂 
4 日(木) 教区センタースタッフミーティング 10:00 教区センター 
6 日(土) 主イエス変容の日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
7 日(日) 聖霊降臨後第 9 主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

14 日(日) 聖霊降臨後第 10 主日 聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会  
15 日(月) 主の母聖マリヤ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
17 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 
21 日(日) 聖霊降臨後第 11 主日 聖餐式 10:30 直江津聖上智教会 
23 日(火) 教区運営会議 10:00 (オンライン) 
24 日(水) 使徒聖バルトロマイ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
25 日(木) 新生病院執行理事会等 11:00 新生病院 
28 日(日) 聖霊降臨後第 12 主日 聖餐式  

〃 教区組織・財政構想ワーキンググループ 19:00  (オンライン) 
30 日(火) 旧軽井沢ホテル音羽ノ森役員・幹部会議 ホテル音羽ノ森 

9/3(土) 教区財務部会 10:00 (オンライン） 

 

【教区・伝道区・関連法人行事】 

3 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 
4 日(木) 教区センタースタッフミーティング 10:00 教区センター 
6 日(土) 愛知聖ルカセンター運営委員会 14:00 (オンライン) 

10 日(水) 主教座聖堂聖餐式 9:00 主教座聖堂 
17 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式（説教:大西主教）10:00 主教座聖堂 
21 日(日) 性的少数者とともに捧げる聖餐式 17:00 主教座聖堂 

23 日(火) 教区運営会議 10:00 (オンライン) 
24 日(水) ヨハネのおうち 16:00 名古屋聖ヨハネ教会 



 28 日(日) 主教座聖堂“英語”聖餐式 14:30 主教座聖堂 
 〃 教区組織・財政構想ワーキンググループ 19:00  (オンライン) 

9/3(土) 教区財務部会 10:00 (オンライン) 
   

※8 月の常置委員会はありません。 
 

 

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

・青年活動のため 

8 月 7 日（日）は「日本聖公会青年活動のための日」です。青年のための様々な活動が盛ん

になることを祈り、信施をお送りください。当日の信施は、管区事務所まで直接お送りくだ

さい。 

 

・広島平和礼拝・長崎原爆記念礼拝 

 8 月 6 日(土)8 時 15 分から広島復活教会に於いて、広島平和礼拝（聖餐式）が行われます。 

ライブ配信は広島復活教会の YouTube からご覧になれます 

8 月 9 日(火)10 時半から長崎聖三一教会に於いて長崎原爆記念礼拝（聖餐式）が行われま

す。それぞれ、新型コロナウイルスの状況に留意いただき、各教会 Web サイト等で詳細を

ご確認ください。全ての被爆者を覚え、また平和の実現のために共に祈りを捧げましょう。 

 

・「『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の都合上、8 月 24 日(水)までに教区センター宛に FAX（０５２－８５

８－１００８）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 7 月 5 日に各教会へお送りいた

しました。お申し込みは 8 月 29 日(月)までに教区センターまでお願いいたします。 

 

・2022 年度「教区一括火災保険」について 

教区一括で加入している火災保険について、2022 年度の保険料をまだ納めていない教会が

ございましたら、お早めに送金をお願いいたします。 

 



 

・Bishop’s Room について 

西原廉太主教とのオンライン対話形式の自由な時間、オンラインルーム“Bishop’s Room”の

ご案内です。今夏のランベス会議での出会いと経験などをざっくばらんに分かち合いたいと

考えています。第 2 回は、8 月 23 日（火）19:00～20:30 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 

【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。 

【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。 

（前回参加くださった方には、直接、案内が送られます） 

    ＊西原廉太：  

 

・教区センター夏季休業について 

8 月 11 日(木)～8 月 17 日(水)まで、中部教区センターは夏季休業といたします。緊急の場合

は、センター長後藤香織司祭（）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。 


