
中部教区センターニュース                  №６２０ 

１月号 ２０２３年１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） mail:office.chubu.drive@gmail.com 

【西原主教スケジュール】 

１日(日) 主イエス命名の日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
2 日(月) ～3 日(火) 箱根駅伝  

8 日(日) 顕現後第 1 主日・主イエス洗礼の日 聖餐式・教会委員会 10:00 長岡聖ルカ教会 
〃  教会委員会 13:30 三条聖母マリア教会 
〃  教会委員会 16:30 新潟聖パウロ教会 

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) 顕現後第 2 主日 聖餐式 10:30 豊橋昇天教会 
18 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 （オンライン） 
22 日(日) 顕現後第 3 主日 聖餐式 10:30 高田降臨教会 

23 日(月) 常置委員会 19:00 （オンライン） 

29 日(日) 顕現後第 4 主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マルコ教会 
 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

1 日(日) 主イエス命名の日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
5 日(木) キリスト教講話会 14:00 教区センター 

6 日(金) 顕現日 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 10:00 教区センター 

8 日(日) 顕現後第 1 主日・主イエス洗礼の日 聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会  

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) ウイリアムス神学館講義 10:30 ウイリアムス神学館 
14 日(土) 結婚準備会 15:00 名古屋聖マタイ教会 

15 日(日) 顕現後第 2 主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 
18 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 

19 日(木) 教区運営会議 13:30 （オンライン） 
20 日(金) ウイリアムス神学館講義 10:30 ウイリアムス神学館 
22 日(日) 顕現後第 3 主日 聖餐式 10:30 一宮聖光教会 

23 日(月) 常置委員会 19:00 （オンライン） 
25 日(水) 使徒聖パウロ回心日 聖餐式 9:00 （名古屋聖マタイ教会） 
26 日(木) 特定医療法人新生病院理事会等 11:30 新生病院 

27 日(金) 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 
29 日(日) 顕現後第 4 主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 

 

【教区・伝道区・関連法人行事】 

4 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 
〃  ともしび編集委員会 11:00 教区センター 

6 日(金) 教区センタースタッフミーティング 10:00 教区センター 

11 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 



11 日(水) 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！  教区センター 

〃  中日本宣教協働区協働委員会 19:00 （オンライン） 
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：相原司祭） 10:00  主教座聖堂 
19 日(木) 教区運営会議 13:30 （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 
23 日(月) 常置委員会 19:00 （オンライン） 
26 日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 教区センター 

※コロナウイルス感染症の状況により予定は変更の可能性があります。 
 

 

 

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

・教区代祷表２０２３ 

 各教会、関連施設に教区代祷表をお送りいたしました。教区 Web サイト・ライブラリから

もダウンロードすることができます。是非、ご活用ください。 

教区 Web サイト・ライブラリの QR コード⇒⇒⇒ 

 

・教区への提出物について 

① 「2022 年度統計報告」…締め切り：1 月 31 日(火) 

② 「2023 年度教会委員・信徒代議員当選届」…締め切り：1 月 31 日(火) 

③ 「2023 年度堅信受領者総会資料及び信徒名簿（あれば）」…締め切り：総会後すぐに。2 部 

上記①、②は教区 Web サイト・ライブラリからダウンロードすることができますので、ご活用

ください。ご不明な点がありましたら、中部教区センターまでお知らせください。 

・2023 年度の教区会・教区研修会について 

 2023 年度の教区会は、 11/23(木 ) Web 会議システムを利用し開催の予定です。 

教区研修会については 9/17(日)～18 日(月・敬老の日)に対面で開催の予定です。 

詳細は決まり次第お伝えいたします。 

・教区センター年末年始休暇のお知らせ 

 教区センターは 2022 年 12 月 29 日から 2023 年 1 月 3 日まで休館となります。お問い合わ

せはメール・留守番電話にて承ります。尚、緊急の場合はセンター長・後藤香織司祭の携帯

電話（）までご連絡ください。 



 

・Js キャンプ（中高生キャンプ）＠沖縄のご案内 

教区運営会議では、教区の青少年活動の活性化のため、また、中日本宣教協働区での協働を深め

るため、「Js キャンプ＠沖縄」（京都教区宣教局教育部主催、中部教区協力）への中高生の参加を、

中部教区の各教会に呼びかけることにいたしました。（詳細は QR コードのリンク先かセンターニ

ュースに同封した案内をご覧ください。） 

 Js キャンプとは、京都教区が毎年行っている中高生キャンプのことで、3 年に一度程度そのキャ

ンプを沖縄で開催しており、来年がちょうどその年にあたります。今回は中部教区もその準備に協

力し、当日も現地にスタッフを派遣する予定ですので安心して送り出していただければと思います。

参加費は 8 万円ですが、補助がありますので、ご確認ください。 

日 程：２０２３年３月２７日(月)～３１日(金)  

場 所：沖縄県（那覇、屋我地 、南部など）  

対 象：中学生・高校生世代の方  

参加費：８０，０００円（渡航費、宿泊費、キャンプ中交通費、 保険代など込み） 

申し込みは案内に記載の担当者まで。締め切りは１月１８日（水）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

中高生、集まれ～！ 


