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日本聖公会九州教区 

      教 区 事 務 所 だ よ り 

                                                                       

                         ２０１７年１２月  No．６０２ 
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― 主 教 動 静 ― 
１２月２日（土） 福岡聖パウロ教会サーバー研修会 

    ３日（日） 福岡聖パウロ教会  
    ４日（月） 主教室ミーティング（１１：００） 
    ５日（火） 聖職養成担当者会（１０：００）  
          宣教合同会議（１４：００） 
    ６日（水）～８日（金） 
          女性の聖職に関する特別委員会 各教区人権担当者会（東京） 
   １０日（日） 降臨教会礼拝堂 熊本聖三一教会    

１１日（月）～１２日（火） 各教区宣教担当者の集い（京都） 
１４日（木） 久留米天使こども園クリスマス礼拝（１０：００） 
       九州地震被災者支援室会議（１９：００ 熊本） 
１５日（金） 草ヶ江幼稚園クリスマス礼拝（９：３０） 
       海外協働委員会（１４：００） 
１６日（土） 福岡ベテル教会クリスマスコンサート（１４：００） 
１７日（日） 久留米聖公教会 

   ２０日（水） 常置委員会（１８：３０） 
２１日（木） 使徒聖トマス日 

          教区教役者逝去記念聖餐式（１０：３０） 
２４日（日） 大分聖公会 
       福岡ベテル教会クリスマス・イブ礼拝（１８：００） 
       福岡聖パウロ教会降誕日礼拝（２３：００） 
２５日（月） 菊池黎明教会降誕日礼拝（９：００） 
２６日（火） 最初の殉教者聖ステパノ日聖餐式（１０：３０） 
２７日（水） 福音記者使徒聖ヨハネ日聖餐式（１０：３０） 
２８日（木） 聖なる幼子の日聖餐式（１０：３０） 
３１日（日） 福岡ベテル教会 

１月１日（月） 主イエス命名の日聖餐式（福岡ベテル教会） 
 

― 諸 部・委 員 会 ―     

◇教区・佐賀協働委員会  １２月 ４日（月） １５：００～ 佐賀聖ルカ伝道所 

◇宣教合同会議      １２月 ５日（火） １４：００～ 教区センター 

◇教育部会         １２月 ８日（金） １３：３０～ 教区センター 

◇教区・直方協働委員会  １２月１１日（月） １５：００～ 直方キリスト教会 
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◇広報部会        １２月１２日（火） １１：３０～ 久留米聖公教会 

◇九州地震被災者支援室会議 １２月１４日（木） １９：００～ 熊本聖三一教会 

◇海外協働委員会     １２月１５日（金） １４：００～ 教区センター 

◇常置委員会       １２月２０日（水） １８：３０～ 教区センター 

◇伝道部会         １月 ８日（月） １１：００～ 宮崎聖三一教会 
◇事業委員会        １月１５日（月） １４：００～ 教区センター 
◇財政部会         １月１６日（火） １４：３０～ 教区センター 
 

― 教 区 内 ― 
 

☆ 第１１２（定期）教区会が１１月２２日（水）～２３日（木）に開催され、１２の議案、４つの動議が

出され全て可決されました。又、本教区会で次の方々が各委員・教区監事に選出されました。 

【常置委員】 

  教役者：山﨑貞司司祭（長）、小林史明司祭、李浩平司祭（書記）   

次点 中村正司祭 次次点 李相寅司祭 

    信  徒：東美香子（小倉インマヌエル教会）、秋山みどり氏（熊本聖三一教会）、細川眞二氏

（直方キリスト教会） 次点 馬越隆子（福岡ベテル教会） 次次点 宮本泰輔氏（福岡

聖パウロ教会） 

  【管区総会代議員】 

    教役者：牛島幹夫司祭、李浩平司祭  

次点 小林史明司祭、次次点山﨑貞司司祭、柴本孝夫司祭 

信  徒：東美香子氏、細川眞二氏  

       次点 馬越隆子氏（福岡ベテル教会）次次点 園木一男氏（福岡聖パウロ教会） 

 【教区監事】 

    村上信雄氏（熊本聖三一教会）、西 章氏（福岡聖パウロ教会）、宇津宮規久子氏（久留米聖

公教会） 

   ※本教区会は、九州教区が２０１９年に教区設立１２５周年を迎えるにあたり、

「教区設立１２５周年記念礼拝」を行うことを決議し、２０１８年は記念礼

拝計画・準備のための「教区設立１２５周年記念礼拝準備委員会」が発足い

たします。尚、２０１９年は日本聖公会宣教１６０周年の年でもあります。 

   ※開会礼拝信施（３１，２００円）は神学生資金のため、又、同日開催の恒例

教区ＧＦＳチャリティー・バザーの益金（３０，０００円）は、主教活動の

為捧げられました。 

 

☆２０１７年主教座聖堂サーバー研修会 

 日 時：１２月２日（土）午前１０時～午後４時 

  参加費：７００円（資料・昼食代） 

 

☆九州地震及び北部豪雨の支援活動は下記の通りです。 

１２月１３日（水）～１４日（木） 柴本孝夫司祭 

１２月２８日（木）～２９日（金） 山本尚生氏 

   《２０１８年》 

 １月１１日（木）～１２日（金） 柴本孝夫司祭 
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 １月２５日（木）～２６日（金）２７日（土・朝倉）山本尚生氏 

 ２月 ６日（火）～ ７日（水） ８日（木・朝倉）柴本孝夫司祭 

 ２月２２日（木）～２３日（金）２４日（土・朝倉・変更あり）山本尚生氏 

☆アドベントツアー中止のお知らせ 

  海外協働委員会では、１２月１２日～１５日に九州教区と協働関係にあるフィリピン中央教区が

支援している地区を視察（ワークキャンプの下見も兼ねておりました）するアドベントツアーを計画し

ておりましたが、参加者の予定数を満たすことができませんでしたので残念ですがこのツアーを中

止することといたしました。 

  しかし、２０１８年度のワークキャンプは従来と内容が少し変わっており、そのための下見を２０１８

年１月９日（火）～１２日（金）迄行います。 

  九州教区から武藤謙一主教、李相寅司祭、山﨑初穂委員が参加いたします。ワークキャンプ

をより実り豊かに又安全に行うための下見です。旅路の安全をお祈りください。 

 
☆ ２０１８年度信徒奉事者の認可を希望される教会は、教区主教宛１２月１０日（日）迄に推薦書

を提出してください。尚、聖杯分餐を申請される場合はその旨を記入してください。 

 
☆ ２０１８年福岡キリスト教一致祈祷会のご案内 

期 日：２０１８年１月２１日（日）午後６時 

会 場：西南学院バプテスト教会 

  テーマ：「主よ、あなたの右の手は力によって輝く」（出エジプト１５・６） 

  主 催：福岡キリスト教一致祈祷会実行委員会 

  ※近隣の方々へのお誘いをお願いいたします。 

 

☆ 書記作業 

１２月６日（水）１３：００～７日（木）  於：教区センター 

✝ 教役者逝去記念聖餐式  
１２月２１日（木）１０：３０～ 主教座聖堂  
＜説教者＞ 司祭 ステパノ 中村正 

▽ 主教 Ｃ．Ｍ．ウイリアムズ 

▽ 伝道師 ペテロ 大堀善諦 

▽ 宣教師 Ｆ．Ｍ．フリース 

▽ 司祭 アンデレ 小笠原三郎 

▽ 伝道師 郡山淳 

▽ 伝道師 アンデレ 草場官六 

▽ 司祭  ペテロ 貫主税 

▽ 司祭 乙部勘治 

▽ 宣教師 Ｏ．Ｍ．クロフォード 

▽ 司祭 Ａ．Ｒ．フラー 

▽ 司祭 Ｈ．Ｌ．ブレビイ 

▽ 司祭 Ｊ．Ｂ．ブランドラム 
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▽ 伝道師 目賀田栄 

▽ 執事 渡辺保治 

▽ 司祭 ペテロ 宮本憲二郎 
― 管区・他教区 ― 
☆〈管区事務所〉 

・各教区人権担当者会 
 日程：１２月７日（火）午後３時～８日（水）午後３時 
 会場：１日目ナザレ修女会 ２日目狭山現地調査 

※ 管区人権問題担当主教の武藤謙一主教、九州教区人権担当の阿万
留美氏が出席いたします。 

   
 ・宣教担当者の集い 
  日時：１２月１１日（月）午後２時～１２日（火）１２時 
   会場：京都教区センター 
     ※柴本孝夫司祭（宣教局長）が出席いたします。 
 
 ・青年担当者の集い 
  日程：２０１８年１月８日（月）～１１日（木） 
  場所：韓国済州島 
      
 ・女性に対する暴力の根絶を求めて祈る礼拝のご案内 
  （日本聖公会女性に関する課題の担当者より） 
  日時：１２月２日（土）午後２時 
  会場：東京教区聖アンデレ主教座聖堂  
 
☆<横浜教区> 
 ・司祭按手式 執事テモテ姜炯俊 
  日時：１２月１６日（降臨節第２主日後土曜日）午前１０時３０分 
  場所：横浜聖アンデレ主教座聖堂 
 ・１１月４日（土）に次期教区主教選挙が行われましたが、当選者は得られませんでした。 
 
☆<中部教区> 
 ・司祭按手式 執事フランシス江夏一彰 
  日時：１２月１６日（降臨節第２主日後土曜日）午後１時３０分 
  場所：長野聖救主教会 

 
― 教区事務所 ― 
 
☆ 教区会でお持ち帰りいただいた年末調整関係の書類は１２月１１日（月）教区事務

所必着でお願い致します。 
 
☆ ２０１７年度も１ヶ月となりました。各教会におかれましては預り諸献金がまだお

手元にございましたら１２月分担金と併せてお送りください。２０１７年の『総会に
よって定められた主日』等（教区事務所経由管区送金分）は“人権活動を支える主日
（１１月２６日）”が最後の主日信施です。尚、２０１８年度の一覧表は会計委員の
方宛にすでにお送りしております。ご確認ください。 

 
☆  教区事務所の冬休みは１２月２７日（水）～２０１８年１月５日（金）迄です。事

務所に御用がある方は早めにご連絡ください。よろしくお願い致します。 


	―　諸　部・委　員　会　―

