
中部教区センターニュース                  №６２１ 

２月号 ２０２３年２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】 

5 日(日) 顕現後第 5 主日 聖餐式・洗礼堅信式 10:30 直江津聖上智教会 
6 日(月) ～8 日(水) 日本聖公会主教会 高知 

12 日(日) 顕現後第 6 主日 聖餐式 10:30 豊田聖ペテロ聖パウロ教会 
15 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 

〃  学校法人柳城学院評議員会 14:00 柳城学院 

〃  学校法人柳城学院理事会 15:30  〃 
19 日(日) 大斎節前主日  
20 日(月) 常置委員会 19:00 （オンライン） 
26 日(日) 大斎節第 1 主日 聖餐式・新潟伝道区説教交換(三条合同) 10:30  長岡聖ルカ教会 

 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

２日(木) 被献日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 
〃  社会福祉法人聖公会上田福祉会理事会 19:00 （オンライン） 

3 日(金) ウイリアムス神学館講義 13:30 ウイリアムス神学館 
 5 日(日) 顕現後第 5 主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

6 日(月) 教区センタースタッフミーティング 13:30 教区センター 
8 日(水) 聖公会神学院講義 10:30 聖公会神学院 
9 日(木) キリスト教講話会 14:00 教区センター 

10 日(金) 結婚準備会 16:00 名古屋聖マタイ教会 
11 日(土) 聖婚式 11:00 名古屋聖マタイ教会 
12 日(日) 顕現後第 6 主日 聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会  
15 日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 

〃  学校法人柳城学院評議員会 14:00 柳城学院 
〃  学校法人柳城学院理事会 15:30 柳城学院 

16 日(木) 教区運営会議 13:30 （オンライン） 
17 日(金) ウイリアムス神学館講義 13:30 ウイリアムス神学館 
19 日(日) 大斎節前主日 聖餐式 10:30 直江津聖上智教会 
20 日(月) 常置委員会 19:00 （オンライン） 
22 日(水) 特定医療法人新生病院執行理事会等 11:30 新生病院 
24 日(金) 使徒聖マッテヤ日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 
26 日(日) 大斎節第 1 主日 聖餐式  

〃  愛岐伝道区役員会 16:00 名古屋聖マタイ教会 
27 日(月) (管区)常議員会 14:00 管区事務所 
28 日(火) 旧軽井沢ホテル音羽ノ森役員・幹部会議 14:00 ホテル音羽ノ森 

 

【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 
6 日(月) 教区センタースタッフミーティング 13:30 教区センター 
8 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 



8 日(水) 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！ 15:30（※今月は 1 回のみ） 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 
16 日(木) 教区運営会議 13:30 （オンライン） 

〃  第 1 回デジタル部会議 19:00 （オンライン） 
19 日(日) 愛知聖ルカセンター運営委員会 16:00 （オンライン） 

〃  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) 常置委員会 19:00 （オンライン） 

 26 日(日) 主教座聖堂“英語”聖餐式 14:30 主教座聖堂 
〃  愛岐伝道区役員会 16:00 名古屋聖マタイ教会ホール 

   
※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 ····························································································  

・教区への提出物について（再） 

① 「2022 年度統計報告」、②「2023 年度教会委員・信徒代議員当選届」 、③「2023 年

度堅信受領者総会資料及び信徒名簿（あれば）」を提出されていない教会は速やかに教区

センターへお送りください。ご協力をお願いいたします。 

教区 Web サイト・ライブラリの QR コード⇒⇒⇒ 

・ハンセン病問題啓発の日 

2 月 12 日（顕現後第 6 主日）は、ハンセン病問題啓発の日です。礼拝の中で「ハンセン病

問題の理解が深まるための祈り」をおささげし、ハンセン病問題に対する一層の理解が深ま

るよう祈りましょう。 

・聖公会生野センターのための主日 

2 月 26 日（3 月 1 日《独立宣言の日》に最も近い主日）は、聖公会生野センターのための

主日です。同センターを覚え、礼拝の中でお祈りください。また、当日の信施は直接管区事

務所へお送りください。 

・教区人権の日 

 3 月 5 日（3 月 3 日《水平社宣言の日》に最も近い主日）は、教区人権の日です。様々な差

別によって人権を奪われている人々が、その苦しみと痛みから解放されるよう祈りをささげ

ましょう。また、それらの人々と出会い、差別の現実を学びながら、人権が尊重される社会

の実現を目指す取り組みを行いましょう。同封のポスターを各教会で掲示いただき、当日の

信施は中部教区センターまでお送りください。 

 



・中部教区「ウクライナ緊急募金」について 

 2022 年 6 月から皆様にご協力いただきました「ウクライナ緊急募金」は 2023 年 1 月 31 日

をもって終了となりました。まだ教区へ送金が完了していない方や教会がございましたら、

お知らせと送金をお早めにお願いいたします。 

「ウクライナ緊急募金」は一次送金として 9 月 1 日に 234,150 円を「チェルノブイリ救援・

中部」へ送金しました。最終的な募金総額は今後のセンターニュース及び教区報「ともしび」

でお知らせする予定です。 

 

・健康診断受診、家族表提出のお願い 

 2022 年度協会けんぽの生活習慣病予防検診（一般検診）のお知らせを受けていて、まだ受

診されていない教役者の方は、3 月までに受診されますようにお願いいたします。 

健康診断や人間ドック受診された方は領収書を中部教区センターまでお送りください。教役

者共済から費用を負担いたします。 

 また、4 月から被扶養者親族の異動がある教役者の方は、家族表を教区センターまで提出し

てくださいますよう、お願いいたします。 

 

・青年！集まろうの会 

 3 月 19 日(日)～21 日(火)、名古屋学生青年センターに於いて 18 歳から 25 歳の中部・京都

教区の青年を対象とした集まりが開催されます。参加費や詳細については教区報「ともしび」

に同封のチラシをご確認ください。締め切りは 3 月 5 日(日)までです。 

 

 

 

※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。 


