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日本聖公会九州教区 

      教 区 事 務 所 だ よ り 

                                                                       

                         ２０１７年 ３月  No．５９３ 
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― 主 教 動 静 ― 

３月 １日（水） 大斎始日礼拝（１０：３０ 福岡ベテル教会） 

    ３日（金） 世界祈祷日礼拝（１０：００ キリスト教会館） 

    ５日（日） 佐賀聖ルカ伝道所  

    ６日（月） 九聖保協議会（１４：３０） 

          主教座聖堂委員会（１８：３０） 

    ８日（水） 教区監査（１２：００） 

    ９日（木） 九州地震被災者支援室会議（１８：００ 熊本） 

   １０日（金） 女性の聖職に関わる特別委員会（東京） 

   １２日（日） 厳原聖ヨハネ教会    

１３日（月）～１４日（火） 沖縄プロジェクト会議（沖縄） 

１４日（火） 常置委員会（１８：３０） 

１５日（水） 草ヶ江幼稚園卒園式（９：３０） 

       教育部会（１４：００） 

       教区建築準備委員会（１８：３０） 

１６日（木） 教区教役者逝去記念聖餐式（１０：３０） 

１７日（金） ウイリアムス神学館卒業式（京都） 

１９日（日） 大分聖公会 

１９日（日）～２０日（月）５年後の夢各教会代表者会（教区センター）    

２１日（火） 福岡ベテル教会聖書に親しむ会（１４：００） 

       草ヶ江幼稚園理事会（１８：３０） 

２４日（金） ５年後の夢委員会（１８：３０） 

２５日（土） ナザレ修女会会友会（１１：００ 小倉インマヌエル教会） 

２６日（日） 小倉インマヌエル教会 

２８日（火） 草ヶ江幼稚園評議員会（１８：３０） 

２９日（水） 主教室ミーティング 

３０日（木） 福岡聖パウロ教会麦の会黙想会（１０：３０ 福岡ベテル教会） 

３１日（金）～４月１日（土） 

       第３回ハラスメント防止・対策担当者会（名古屋） 
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― 諸 部・委 員 会 ―     

◇ハラスメント防止委員会   ３月 ４日（土） １３：００～ 熊本聖三一教会 

◇主教座聖堂委員会      ３月 ６日（月） １８：３０～ 教区センター 

◇広報部会          ３月 ７日（火） １１：３０～ 久留米聖公教会 

◇教区業務・会計監査     ３月 ８日（水） １２：００～ 教区センター 

◇九州地震被災者支援室会議  ３月 ９日（木） １８：００～ 熊本聖三一教会 

◇常置委員会         ３月１４日（火） １８：３０～ 教区センター 

◇教育部会          ３月１５日（水） １４：００～ 教区センター 

◇教区建築準備委員会     ３月１５日（水） １８：３０～ 教区センター 

◇海外協働委員会       ３月１６日（木） １８：３０～ 教区センター 

◇５年後の夢委員会      ３月２４日（金） １８：３０～ 教区センター 

◇東日本大震災被災者支援室会議４月 ３日（月） １８：３０～ 教区センター 

◇伝道部会          ４月１１日（火） １１：００～ 宮崎聖三一教会 

◇事業委員会         ４月１９日（水） １４：００～ 教区センター 

― 教 区 内 ― 
☆ ５年後の夢 各教会代表者会 

日 時：３月１９日（日）１７：００～２０日（月・祭日）１４：００ 

会 場：九州教区センター 

参加者：各教会信徒（２名以内）及び教役者 

 

☆東日本大震災発生の日「３月１１日」から６周年を迎えます。  

  九州教区東日本大震災被災者支援室よりご案内が出ていますが、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 

● 近い主日（３月５日または１２日）の礼拝の中で記念の祈りを捧げること 

をお願いいたします。 

尚、九州教区では今年も諸支援プログラムを計画中です。詳しくは、またあらためてお知らせ

いたします。東日本大震災被災者支援活動を覚えてお祈りください。 

 

☆ 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。 

   いろいろな巣立ちがある中、最初に訪れるのが卒園式。今年も元気に子どもたちの巣立ちの姿

を見ることができ感謝です。各々の幼稚園、こども園で行われる卒園式を覚えお祈りください。 

 

・ 認定こども園久留米天使こども園 ３月１０日（金） １０：００～ 

・ 直方セントポール幼稚園     ３月１１日（土） １０：００～ 

・ 草ヶ江幼稚園          ３月１５日（水）  ９：３０～ 

・ 認定こども園大口幼稚園     ３月１７日（金）  ９：３０～ 

・ 大分聖公学園 聖公幼稚園    ３月１８日（土） １０：１０～  
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☆２月２０日（月）～２７日（月）迄フィリピン中央教区ヌエバ・エシハ州パラレの聖ダビデ聖公教会を

キャンプ地に教会の柵作りを中心に屋内、屋外のワークが行われました。事故もなく全員元気に

帰国されました。感謝いたします。 

 

✝ 教役者逝去記念聖餐式             

３月１６日（木）１０：３０～ 主教座聖堂  

＜説教者＞ 司祭 ミカエル 李相寅 

▽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〉 

各教区ハラスメント防止・対策担当者会 

 日程：３月３１日（金）１４：３０～４月１日（土）１２：００ 

 会場：中部教区センター 

   ※九州教区より武藤謙一主教、山﨑貞司司祭が出席いたします。 

 

☆<東北教区> 

 東日本大震災６周年記念聖餐式 

    および午後２時４６分の黙想 

 日時：３月１１日（土）１３：３０～ 

 場所：東北教区主教座聖堂 仙台基督教会 

 司式：東北主教 主教 ヨハネ 加藤博道  

 説教：司祭 ピリポ 越山健蔵 
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☆<ウイリアムス神学館> 

 ２０１６年度卒業礼拝（卒業証書・修業証書授与式） 

 日時：３月１７日（金）１１：００～ 

 場所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

 説教：九州教区主教 主教 ルカ 武藤謙一  

セシリア 塚本祐子 聖職候補生は３年間の学びを終え、４月より武藤謙一
主教のもと福岡聖パウロ教会で勤務いたします。 
新たな門の前に立つ塚本聖職候補生の歩みが祝されますようお祈りください。 
 
☆<聖公会神学院> 
 第９８回卒業礼拝 
 日時：３月９日（木）１３：００～ 
 場所：聖公会神学院諸聖徒礼拝堂 
 説教：主座主教 主教 ナタナエル 植松誠  
 

☆<神戸教区> 
○公示：主教 アンデレ 中村豊 ２０１７年３月３１日付定年により退職とする。
○司祭按手 執事 イサク 坪井智 

執事 セバスチャン 浪花朋久 
執事按手 聖職候補生 テモテ 遠藤洋介 

日時：３月２５日（土）午前１０時３０分 
場所：神戸聖ミカエル大聖堂 
司式・説教：神戸教区主教 主教 アンデレ 中村豊 
※３月２５日の聖職按手式に引き続き、中村主教の退職感謝の祈り
が行われます。 

○次期教区主教選挙のための臨時教区会が、３月４日（土）午前１１時
より行われます。神戸教区を覚えお祈り下さい。 
 

☆ <沖縄教区> 
 沖縄教区主教座聖堂 三原聖ペテロ聖パウロ教会礼拝堂聖別式 
 日時：３月２０日（月・春分の日）１０：３０～ 

場所：沖縄教区主教座聖堂 三原聖ペテロ聖パウロ教会 
司式・説教：沖縄教区主教 主教 ダビデ 上原榮正 

 
 
― 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。 

 共済会からお祝い金を差し上げます。 

 
☆平成２９年度３月分（４月給与控除分）より、健保保険料率、介護保険料率が変更と

なります。 
   健康保険料率 現行 １０．１０％ → １０．１９％ 
   介護保険料率 現行 １．５８％  → １．６５％ 

 


	＜説教者＞　司祭　ミカエル 李相寅

