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日本聖公会九州教区 

      教 区 事 務 所 だ よ り 

                                                                       

                         ２０１６年 ３月  No．５８１ 
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― 主 教 動 静 ― 

３月 １日（火） 主教室ミーティング（１０：３０） 
    ２日（水） 草ケ江幼稚園理事会（１８：３０） 
    ３日（木） 女性の聖職に関わる特別委員会（東京） 
    ４日（金） 教区監査（１０：３０） 
    ６日（日） 小倉インマヌエル教会 
    ７日（月） 常置委員会（１８：３０） 
    ８日（火）～９日（水）  日韓協働合同会議（東京） 
   １０日（木）～１１日（金） 東日本大震災５周年礼拝（仙台）   

１２日（土） 久留米天使こども園卒園礼拝（１０：００） 
１３日（日） 戸畑聖アンデレ教会 
１４日（月） 教育部会（阿蘇）    
１６日（水） 草ケ江幼稚園卒園式（１０：００） 
       福岡ベテル教会聖書に親しむ会（１４：００） 
１７日（木） 教区教役者逝去記念聖餐式（１０：３０） 
１８日（金） フィリピン協働委員会（１４：００） 
       草ケ江幼稚園理事会（１８：３０） 
１９日（土） 聖ヨセフ日聖餐式（１０：３０） 
       九聖保新任研修会 
２０日（日） 佐賀聖ルカ伝道所（堅信式） 
２０日（日）～２１日（月） 信徒研修会（小倉インマヌエル教会） 
２２日（火） 復活前火曜日聖餐式（１０：３０） 
２２日（火）～２３日（水） 立教大学卒業式礼拝（東京） 
２４日（木） 聖木曜日礼拝（聖油の聖別 １０：３０ 洗足式 １９：００） 
２５日（金） 聖金曜日礼拝（１２：００） 
２７日（日） 復活日（延岡聖ステパノ教会） 
２９日（火）～３０日（水） 鹿児島県キ保連研修会 
３１日（水） 復活後水曜日聖餐式（１０：３０） 
       東日本大震災被災者支援室会議（１８：３０） 

― 諸 部・委 員 会 ―     

◇業務・会計監査       ３月 ４日（金） １２：００～ 教区センター 
◇常置委員会         ３月 ７日（月） １８：３０～ 教区センター 
◇信徒研修準備会       ３月 ８日（火） １４：００～ 教区センター 
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◇九州教区・佐賀協働委員会  ３月 ９日（水） １５：００～ 「佐賀聖ルカ教
会」伝道所 

◇教育部会          ３月１４日（月） １１：００～ 阿蘇 YMCA 
 （S.S. 合同キャンプ下見） 
◇フィリピン協働委員会    ３月１８日（金） １４：００～ 教区センター 
◇東日本大震災被災者支援室  ３月３１日（木） １８：３０～ 教区センター 
◇教区建築準備委員会     ４月 １日（金） １８：３０～ 教区センター 
◇長崎原爆記念礼拝担当者会  ４月 ４日（月） １６：００～ 教区センター 
◇伝道・教育合同部会     ４月 ４日（月） １８：００～ 教区センター 
◇事業委員会         ４月 ６日（水） １４：００～ 教区センター 
◇広報部会          ４月１１日（月） １０：００～ 宮崎聖三一教会 

 

― 教 区 内 ― 
 

☆ １９９８年４月実習聖職候補生として福岡聖パウロ教会での勤務から１８年間に
亘りお働きくださいました司祭キャサリン吉岡容子師が３月３１日を以って退職
されます。主の豊かな祝福の内にこの大きな節目の時を迎えられましたことを皆
さまとともに主に感謝いたします。又、ゆっくりされる間もなく、４月より嘱託
司祭として八幡聖オーガスチン教会、宗像聖パウロ教会でお働きくださいます。
どうぞお祈りください。 

 
☆ ２０１６ 信徒研修会 
“二人または三人が、私の名によって集まっている所には、私もその中にいるのである”

マタイ １８：２０ 
皆さまに早々にご案内しておりました教育部と伝道部共催の信徒研修会がいよい
よ開催されます。昨年は講師の都合で開催できず、予定されていた方は残念な思い
をされたことと思います。今年は講師に日本バプテスト連盟東八幡キリスト教会牧
師の奥田知志師を迎え人権について学びます。奥田牧師は北九州を中心に NPO 法人
北九州ホームレス支援機構（その後 NPO 法人抱樸へ名称変更）を設立し、その働き
が全国で注目されている方です。 

  日 時：３月２０日（日）１７：００～２１日（月・祝）１５：００ 
  場 所：小倉インマヌエル教会 
  参加申込：申込書に記入の上牧師を通して教区事務所に 
  締 切：３月７日（月） 
  スケジュールなど詳しくはポスターをご覧ください。 

 
☆  「３月１１日午後２時４６分、 
   東日本大震災５周年記念の祈り、 
  ３月６日主日礼拝での祈りのお願い」 
未曾有の大震災から５年を迎えようとしております。 
東北教区ではこの日この時を覚え東日本大震災５周年記念聖餐式が行われます。九州
教区ではこの礼拝に思いを重ねて、各教会また各場所において、 
● ３月１１日同時刻に祈りを捧げること また 
● 一番近い主日（３月６日）の礼拝の中で記念の祈りを捧げること 
に取り組みたいと思います。 
２月１５日付で支援室よりお届けしております標記のお願い文書をお読みいただき
各々の場でお祈りをともに捧げたいと思います。 
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また、九州教区では今年も東日本大震災被災地訪問プログラム 
ー３月１１日、東北に立つーが企画されいよいよ出発の時を迎えました。4名
の参加者、スタッフとして支援室から３名、総勢７名の方々が被災地に立たれます。
このプログラムを覚え又参加者の旅路の安全をお祈りください。 

 
☆ 九州教区の５つの幼稚園、こども園で卒園式が行われます。 

   ３月までは年長さん、４月からピカピカの１年生と、子どもにとって大きな変化の時です。 
   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１１日（金） １０：００～ 
・ 認定こども園久留米天使こども園 ３月１２日（土） １０：００～ 
・ 草ケ江幼稚園          ３月１６日（水）  ９：３０～ 
・ 認定こども園大口幼稚園     ３月１８日（金）  ９：３０～ 
・ 聖公幼稚園           ３月１８日（金） １０：２０～  
 

☆ 九州教区神学生後援会からのお願い（世話人 秋山大路氏） 
  教区神学生 セシリア塚本祐子氏はこの４月より 終学年の３年目の学びに入り

ます。教区神学生として気持ちも新たにこの一年を過ごされることと思います。
今後とも皆さまのお祈りとご支援をお願いいたします。 
又、賛助会費が未納の教会はお納めください。ご協力よろしくお願いいたします。    

✝ 教役者逝去記念聖餐式             
３月１７日（木）１０：３０～ 主教座聖堂  

＜説教者＞ 司祭 バルナバ 壹岐裕志 
▽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 ― 
 
☆＜管区事務所＞ 

○２０１６年の『総会によって定められた主日』等についてすでにお
知らせしておりますが、３月以降の教区経由で管区に納める主日信施
を改めてお知らせいたします。 
①４月１７日（復活節第４主日）・・神学校のため 
②７月１０日（７月第２主日）・・・海の主日 



 4

③８月 ７日（８月第１主日）・・・日本聖公会青年活動のための日 
④１０月２３日（１０月２５日に も近い主日）・・社会事業の日 
⑤１１月２７日（１１月 後の主日）・・人権活動を支える主日 
尚、今年の受苦日は３月２５日（金）です。総会決議ではなくランベ
スの要請ですが、礼拝信施がある教会は教区事務所にお送りください。 
 
○―NCC 支援募金アピール― 台湾大地震被災者支援のお願い 
 
管区事務所を通して日本キリスト協議会（NCC）から標記のお願いが
届きました。ご協力いただける方は下記宛直接ご送金ください。 
募金期間：３月３１日まで 
郵便振替：００１８０－４－７５７８８ 
加入者名：日本キリスト教協議会 
※通信欄に「台湾大地震被災者支援」とご記入ください。 
 

☆<ウイリアムス神学館> 
  ２０１５年度卒業礼拝（卒業証書・修業証書授与式） 
  日時：３月１１日（金）午前１１時 
  場所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 
 
☆〈大阪教区〉 
 第１１６（臨時）教区会 
 日時：３月２０日（日）午後３時から５時 
 会場：大阪教区主教座聖堂（川口基督教会）会館  
 
☆ ２０１６年沖縄週間/沖縄の旅のご案内 
  正義と平和委員会沖縄プロジェクトより、標記のご案内が届きました。

正式なご案内は３月下旬との事ですが、まずは日時、テーマ、参加費
をお知らせいたします。 

 日 時：６月２４日（金）～２７日（月） 
 テーマ：「命どぅ宝～平和って何？わたしの平和、キリストの平和～」 
 参加費：約１９，０００円および各地からのホテルパック代 

 

✝  東京教区退職司祭パウロ梅本芳哉師が２月２３日（火）逝去されました。８３
歳。通夜は行われず、２月２６日（金）午後２時より葬送・告別式が東京聖三
一教会で行われました。梅本師の公会でのお働きに感謝し、魂の平安とご家族
の皆さまに主の豊かな慰めをお祈りいたします。                  

  
 

― 教区事務所 ― 
 
☆ 扶養家族に入学等異動のある教役者の方は、必ず家族報告書をお出しください。 

共済会よりお祝い金があります。 
 

☆ 教区報の送付枚数について再度お尋ねいたします。 
  現在各教会にお送りしております枚数は以前お申し出いただいたものです。今回

改めて枚数を確認したいと思います。ご連絡をお待ちいたします。 


