
中部教区センターニュース                  №６２２ 

３月号 ２０２３年３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(水) 聖公会神学院卒業礼拝 13:00 聖公会神学院諸聖徒礼拝堂 
5日(日) 大斎節第 2主日 聖餐式 10:30 名古屋聖マタイ教会 

〃  名古屋学生青年センター運営委員会 15:30 （オンライン） 
8日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:00 主教座聖堂 
9日(木) 世界聖公会科学委員会(Anglican Communion Science Commission) 21:00 （オンライン） 

12日(日) 大斎節第 3主日 聖餐式 10:30/15:00 福島教会/飯田聖アンデレ教会  
13日(月) 日本聖公会・憲法プロジェクト学習会 20:00 （オンライン） 

〃  世界聖公会大学連合会（CUAC）理事会 21:00 （オンライン） 
14日(火) 日本聖公会管区共通聖職試験委員会 13:00 （オンライン） 
15日(水) 香蘭女学校卒業式 9:30 香蘭女学校 

〃  常置委員会 19:00 （オンライン） 
19日(日) 大斎節第 4主日 聖餐式 10:30 立教学院 
22日(水) 立教大学卒業礼拝 14:00 立教大学(新座)・聖パウロ礼拝堂 
23日(木) 立教大学卒業礼拝 10:00 立教大学(池袋)・諸聖徒礼拝堂 

〃  立教大学卒業式  立教大学 
24日(金) 立教大学卒業式  立教大学 
26日(日) 大斎節第 5主日 聖餐式・堅信受領者総会 10:30 高田降臨教会 
30日(木) ～31日(金)世界宗教者平和会議(WCRP)研究会 （会場未定） 

 

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】 

1日(水) 教区センタースタッフミーティング 13:30 教区センター 
2日(木) 名古屋学生青年センターWG 13:30 教区センター 
5日(日) 大斎節第 2主日 聖餐式 11:00 名古屋聖ステパノ教会 

 〃  名古屋学生青年センター運営委員会 15:30 （オンライン） 
6日(月) 旧軽井沢ホテル音羽ノ森役員会 10:00 熱海 
8日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式 10:30 主教座聖堂 
9日(木) 教区運営会議 10:00 （オンライン） 

〃  キリスト教講話会 14:00 教区センター 
10日(金) 特定医療法人新生病院面談 14:00 新生病院 
12日(日) 大斎節第 3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) 学校法人柳城学院理事会① 13:30 柳城学院 

〃  学校法人柳城学院評議員会 14:00  〃 
〃  学校法人柳城学院理事会② 15:30  〃 
〃  常置委員会 19:00 （オンライン） 

16日(木) 特定医療法人新生病院理事会等 11:30 新生病院 
19日(日) 大斎節第 4主日 聖餐式 10:30 直江津聖上智教会 
21日(火) 学校法人聖公会聖母学園評議員会・理事会 10:00 聖公会聖母こども園 
24日(金) 社会福祉法人聖公会上田福祉会理事会 18:30 （オンライン） 
25日(土) 聖マリヤへのみ告げの日 聖餐式 9:00 名古屋聖マタイ教会 

   



26日(日) 大斎節第 5主日 聖餐式 10:30 直江津聖上智教会 
〃  学校法人聖公会学園評議員会・理事会 聖公会オリーブこども園 

27日(月) 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 

 

【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 
〃  教区センタースタッフミーティング 13:30 教区センター 

2日(木) 名古屋学生青年センターWG 13:30 教区センター 
5日(日) 名古屋学生青年センター運営委員会 15:30 （オンライン） 

〃  財政局 財務部会 19:00 （オンライン） 
6日(月) 宣教局 教育部会 19:00 （オンライン） 
8日(水) 教区逝去教役者記念聖餐式（説教：石田司祭） 10:00 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) 教区運営会議 13:30 （オンライン） 

15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） 

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 
〃  ～21日(火)青年集まろう！の会 名古屋学生青年センター 

23日(木) ロウそくつくロウ！ 15:30 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 
27日(月) 教区会計監査 10:00/13:00 教区センター/名古屋学生青年センター  
29日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00 主教座聖堂 

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

・神学校卒業式 

 3 月 1 日(水)午後 1 時半より聖公会神学院卒業礼拝が諸聖徒礼拝堂において、3 月 10 日(金)

午前 11 時よりウイリアムス神学館卒業礼拝が京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会）にお

いて行われます。卒業される方の上に主の豊かな導きがありますようにお祈りください。 

 

・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、差別の現実を知り、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。先月発送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。 

 



 

・日本聖公会中部教区規定集送付のお知らせ 

 中部教区各教会へ教区報「ともしび」第 563号と一緒に「日本聖公会中部教区規定集」を

お送りいたしました。第 94(定期)教区会で決議された諸規定の改正内容もすべて網羅されて

おりますので、各教会にて適切に管理・活用くださいますようお願いいたします。 

 

・トルコ・シリア大地震への対応について 

 本年 2 月 6 日(月)未明に発生したトルコ・シリア大地震の被災者への支援に関して、中部

教区では教区独自の活動は行わず、各教会や関連施設、個人で募金を行う場合には、日本聖

公会管区事務所に直接送金していただくこととしました。管区事務所で取りまとめた募金は、

日本キリスト教協議会（NCC）が所管する ACT ジャパン・フォーラムを通じて、現地で活

動を行っている ACT アライアンスの活動などに用いられる予定です。ACT の現地での活動

の詳細は、同団体のホームページ（https://actalliance.org/news）などでご確認ください。

英文ですが、写真だけでもご覧いただき、現地の状況に心をお寄せいただければと思います。 

送金要領 

・ゆうちょ銀行振替貯金 00120-0-78536 

・銀行振込：三菱 UFJ銀行飯田橋支店（普）4515547 

※名義はいずれも「ニッポンセイコウカイ」です。 

※管区の振込用紙を使用する場合「トルコ・シリア地震被災者支援」等とご明記ください。 

※郵便振替の場合はその受領証が、銀行振込の場合はその振込控えが領収書となります。別

に受領書を必要とされる場合は管区事務所にお申し出ください。 

※銀行振またはゆうちょ銀行の電信振替をご利用の場合は、送金内容を管区事務所（03-

5228-3171）までお知らせください。 

 

・東日本大震災 12 周年記念の祈りと講演会ご案内 

  3月 11日(土)14時 15分から東北教区内諸教会にて記念の祈りが開催されます。東北教区

主教聖堂仙台基督教会における礼拝と 15 時 10 分からの講演会は YouTube チャンネルより

生配信されますので、詳しくは管区事務所から発送のチラシ、ポスターをご確認ください。

東北教区のWebサイトからも確認することができます。 

https://nskk-tohoku.com/infolist/12thworship_greateastjapanearthquake/ 

 

https://actalliance.org/news
https://nskk-tohoku.com/infolist/12thworship_greateastjapanearthquake/


 

・いのちをみつめる祈りの集い 

  3 月 13 日（月）20：00～、日本聖公会憲法プロジェクト主催の第 2 回「いのちをみ

つめる祈りの集い」が Zoom で開催されます。今回の語りは植松誠主教（日本聖公会主

教）です。お申し込みは不要で、以下の Zoomリンクからお入りいただけます。 

https://us02web.zoom.us/j/88658012800?pwd=Mi9lQnFvRUFLR3c5TGEwZTU0bj

E2QT09 

ミーティング ID: 886 5801 2800 

パスコード: 222911 

  詳細は管区事務所だよりに同封のチラシをご確認ください。 

 

・中日本宣教協働区・横浜教区「信徒神学校」特別講義のご案内 

  3 月 21 日(火)14 時 15 分から、横浜教区横浜聖アンデレ教会において信徒神学校第 28 期

特別講演会が開催されます。講師は前北海道教区主教ナタナエル植松誠師父（現・中部教区

岡谷聖バルナバ教会嘱託勤務）です。 

詳細はホームページ （https://anglican.yokohama/7066/）をご確認ください。 

 

・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」562号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。 

https://us02web.zoom.us/j/88658012800?pwd=Mi9lQnFvRUFLR3c5TGEwZTU0bjE2QT09
https://us02web.zoom.us/j/88658012800?pwd=Mi9lQnFvRUFLR3c5TGEwZTU0bjE2QT09
https://anglican.yokohama/7066/

