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日本聖公会九州教区 

      教 区 事 務 所 だ よ り 

                                                                       
                           ２０１４年  ３月  No．５５７ 
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― 主 教 動 静 ― 

３月 ２日（日）   小倉インマヌエル教会（洗礼・堅信式） 
   ３日（月）   教区業務・会計監査（１２時） 教育部会（１５時） 
   ５日（水）   大斎始日 聖餐式（１０時３０分） 
   ６日（木）   草ケ江幼稚園理事会（１８時３０分） 
   ９日（日）   厳原聖ヨハネ教会 
           東日本大震災３周年追悼と再生を願う合同祈祷会（１７時） 
  １１日（火）   東日本大震災３周年記念礼拝（仙台 １３時） 
  １２日（水）   ウィリアムス神学館卒業式（１１時） 
  １４日（金）   日韓協働プロジェクト会議（管区事務所 １３時３０分 東京泊） 
  １６日（日）   長崎聖三一教会 
  １７日（月）   草ケ江幼稚園卒園式（９時３０分） ５年後の夢委員会（１８時３０分） 
  １８日（火）   リデルライトホーム役員会（リデルライトホーム １５時） 
  １９日（水）   聖ヨセフ日聖餐式（１０時３０分） 福岡ベテル教会聖書勉強会（１４時）  

常置委員会（１８時３０分） 
  ２０日（木）   教区教役者逝去者記念聖餐式（１０時３０分） 
           草ケ江幼稚園評議員会（１８時３０分） 
  ２２日（土）   九聖保新任研修会（福岡） 
  ２３日（日）   延岡聖ステパノ教会 
  ２４日（月）   原発事故・放射能汚染の学び（鹿児島） 
  ２５日（火）   聖マリヤへのみ告げの日聖餐式（１０時３０分） 
  ２６日（水）   教区女性の会役員会（１０時１５分） 

  ３０日（日）   福岡ベテル教会 

― 諸 部・委 員 会 ―  
◇ 業務・会計監査 ３月 ３日（月） １２：００～ 教区センター 
◇ 教育部会 ３月 ３日（月） １５：００～ 教区センター 
◇ ハラスメント防止委員会 ３月 ３日（月） １９：００～ 教区センター 
◇ 伝道部会 ３月１２日（水） １２：００～ 熊本聖三一教会 
◇ 総務部会 ３月１７日（月） １６：００～ 教区センター 
◇ ５年後の夢委員会 ３月１７日（月） １８：３０～ 教区センター 
◇ 常置委員会 ３月１９日（水） １８：３０～ 教区センター 
◇ 広報部会 ３月３１日（月） １０：００～ 宮崎聖三一教会 

 
 

― 教 区 内 ― 

☆ 公示：以下の人事を発令します。 
 
  司祭バルナバ壹岐裕志  

２０１４年４月１日付で、管理牧師主教ルカ 
武藤謙一のもとで、福岡ベテル教会嘱託司祭
の勤務、及び佐賀聖ルカ伝道所協力司祭を委
嘱する。但し、法規５３条第２項に基き、任
期を１年とする。 
 
 

 
司祭デビッド・Ａ・コフリン  
２０１４年４月１日付で、司祭ミカエル李
相寅のもとで、小倉インマヌエル教会嘱託
司祭の勤務を委嘱する。但し、法規５３条
第２項に基き、任期を１年とする。 
 

  司祭パウロ濱生正直 
２０１４年４月１日付で、主教ルカ武藤謙一
のもとで、主教座聖堂付嘱託勤務を委嘱する。
但し、法規５３条第２項に基き、任期を１年
とする。 

 



☆１９７０年４月実習候補生として小倉インマ
ヌエル教会での勤務から４３年間に亘り九州
教区でお働き下さいましたフランシス堀尾憲
孝司祭が３月３１日を以って退職されます。こ
の佳き日をご家族の皆さまと共にご健康の内
に迎えられましたことを主に感謝いたします。 
４月からは新しい住まいを佐賀に移されます。 

  〒849-0926佐賀市若宮2-17-8サーパス若宮701 

  ＴＥＬ 090-1927-2401 

 
☆ 教育部よりお知らせ 

２０１４年教育部主催および関連プログラ
ムの開催日は下記の通りです。ご予定下さい。 
○召命黙想会 

    ４月２７日（日）～２９日（火・祝） 
○ 礼拝研修会 

７月２０日（日）・２１日（月・祝） 
○ 中高生のつどい 

８月８日（金）～１１日（月） 
○ 長崎原爆記念礼拝 

８月９日（土） 
○ 信徒研修会 

９月２２日（月）・２３日（火・祝） 
※ 詳細はあらためてお知らせします 
 

☆熊本聖三一教会信徒セシリア塚本祐子姉が、４
月よりウィリアムス神学館で学ぶことになり
ました。尚、同姉は九州教区の教区神学生とし
て学ばれます。塚本姉の学びのためにお祈り下
さい。 

☆３月は多くの方々にとって巣立ちの時です。 
 九州教区の５つの幼稚園でも沢山の園児が卒
園します。園児、ご家族、教師の方々、又卒園
式を覚えお祈り下さい。 
・ 直方セントポール幼稚園 ３月１４日（金）10時～ 

・ 久留米天使幼稚園    ３月１５日（土）10時～ 

・ 草ケ江幼稚園     ３月１７日（月）9：30～ 

・ 大口幼稚園      ３月１９日（水）9：30～ 

・ 聖公幼稚園      ３月２０日（木）10：20～ 

☆九州教区東日本大震災被災者支援室より 
 ○東日本大震災３周年記念日について 
  ・３月９日    主日礼拝の中で、主教会

作成の「祈りと嘆願」を用いて下さい。福岡
キリスト教一致祈祷会では、午後５時より福
岡聖パウロ教会を会場に「３・１１東日本大
震災三周年追悼と再生を願う合同祈祷会」が
開催されます。 

  ・３月１１日    教会又は個人で午後２
時４６分に黙祷・黙想を行って下さい。又、
主教会作成「祈りと嘆願」を用いて下さい。 

 ○４月上旬の開催予定だった「被災地訪問」は、
参加者が得られず中止としました。 

  次回は、秋の開催を目指します。被災地をお
訪ねし、顔と顔がつながって祈り合うこと、
支え合うことをこれからも大切にしたいと
思っています。 

☆主教座聖堂委員会より 
  ○新しい「聖職に召される人が与えられるた

め」の祈り（別紙同封）ができました。 

これまで毎月の第１主日に捧げている祈りに
差替えて用いて下さい。 

 
☆放射能・原発についての学び 
 「原発事故その後」の学習会を開催いたします 
 講師：越山健蔵司祭（東北教区、郡山聖パウロ聖ペ

テロ教会牧師） 
     山本尚生氏 （九州教区東日本大震災被災者

支援室員） 
 ３月２３日（日） 
   １３：３０～１５：３０ 宮崎聖三一教会 
 ３月２４日（月） 
   １４：００～１６：００ 鹿児島復活教会 
 ３月２５日（火） 
    ９：３０～１１：３０ 大口聖公会 
✝ 教役者逝去記念聖餐式 

３月２０日（木）１０：３０～ 主教座聖堂 
＜説教者＞ 司祭 テモテ 山﨑貞司 
▽伝道師 ﾔｺﾌﾞ奥森襄 ▽宣教師 Ｇ.ノット 
▽伝道師 ｱﾚｷｼｽ水科五朗 ▽司祭 施洗者ﾖﾊﾈ
武気敏雄 ▽司祭 松岡林治 ▽宣教師 ミセ
ス･エライザ･モンドレル ▽司祭 ｱﾀﾅｼｵｽ蘇永
弼 ▽司祭 高橋善哉 ▽執事 平井志朗 ▽伝
道師 中尾やす ▽宣教師 Ｇ.Ｓスティーブン
ソン ▽司祭 ｱﾝﾃﾞﾚ山田勝敏 ▽司祭 ﾖﾊﾈ洪恒
太郎 

― 管 区・他 教 区 ― 
☆ ＜東北教区＞ 

東日本大震災３周年記念礼拝および 
 「２時４６分の黙想」について 
日時：３月１１日（火）午後１時 
東北教区では、とくに３ヶ所（①福島聖ステ
パノ教会②東北教区主教座聖堂仙台基督教
会③盛岡聖公会）の教会において合同記念礼
拝を捧げます。武藤謙一主教が出席致します。 
 

☆ ＜２０１３年度卒業礼拝＞ 
・ 聖公会神学院 ３月１日（土）午後２時～ 
・ ウィリアムス神学館 

     ３月１２日（水）午前１１時～       
☆ ＜東京教区＞ 
 第１２２（定期）教区会 
 日時：３月２１日（金・休）午前９時より 
 場所：聖アンデレ主教座聖堂 
☆ ＜京都教区＞ 
 執事按手 聖職候補生 マタイ古本靖久 
 日時：３月８日（土） 
場所：桃山基督教会 

☆ ＜神戸教区＞ 
 司祭按手 執事ポール・マイケル・トルハースト 

執事按手 聖職候補生リチャード池澤隆輝 
執事按手 聖職候補生ミカエル杉野達也 
日時：３月２１日（金）午前１０時３０分 
場所：神戸聖ミカエル大聖堂 

― 教 区 事 務 所 ― 
 ☆今年も３月１日（１９１９年の３月１日朝鮮

独立運動）に近い主日、３月２日大斎節前主

日の信施を「聖公会生野センターの働きのた

め」に祈り、信施をお捧げ下さい。 


