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― 主 教 動 静 ― 

３月 ２日（金） 管区人権問題担当者会（９：００ 熊本） 

   ３日（土） 教区女性の会 会長会（１０：３０ 教区センター） 

    ４日（日） 久留米聖公教会（洗礼・堅信式） 

    ５日（月） 事業委員会（１４：００） 

    ７日（水） 教区監査（１２：００） 

    ８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） 

          草ヶ江幼稚園理事会（１８：３０） 

   １１日（日） 戸畑聖アンデレ教会 

   １２日（月） 教区建築検討委員会（１９：００） 

   １４日（水） 草ヶ江幼稚園卒園式（９：３０） 

          常置委員会（１８：３０）     

１５日（木） 教区教役者逝去記念聖餐式（１０：３０） 

       海外協働委員会（１４：００） 

１８日（日） 小倉インマヌエル教会 

１９日（月） 聖ヨセフ日聖餐式（１０：３０） 

       福岡ベテル教会聖書に親しむ会（１４：００） 

２２日（木） 宣教合同会議（１４：００） 

２４日（土） 福岡ベテル教会逝去者記念式（１０：３０） 

２５日（日） 大口聖公会 

２６日（月） 復活前月曜日聖餐式（１０：３０） 

２７日（火） 復活前火曜日聖餐式（１０：３０） 

２８日（水） 復活前水曜日聖餐式（１０：３０） 

２９日（木） 聖木曜日礼拝（１９：００） 

３０日（金） 聖金曜日礼拝（１２：００） 

３１日（土） 聖土曜日 復活のローソクの祝福（１９：００） 
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― 諸 部・委 員 会 ―     

◇事業委員会        ３月 ５日（月） １４：００～ 教区センター 

◇ハラスメント防止委員会  ３月 ９日（金） １３：００～ 熊本聖三一教会 

◇教区建築検討委員会    ３月１２日（月） １９：００～ 教区センター 

◇広報部会         ３月１４日（水） １１：３０～ 久留米聖公教会 

◇常置委員会        ３月１４日（水） １８：３０～ 教区センター 

◇海外協働委員会      ３月１５日（木） １４：００～ 教区センター 

◇伝道部会         ３月１９日（月） １１：００～ 宮崎聖三一教会 

◇教育部会         ３月２２日（木） １８：３０～ 教区センター 

◇教区設立１２５周年記念礼拝準備委員会 

              ４月１１日（水） １４：００～ 教区センター 

◇九州地震被災者支援室   ４月１２日（木） １９：００～ 熊本聖三一教会 

◇主教座聖堂委員会     ４月１９日（木） １９：００～ 教区センター  

 

― 教 区 内 ― 
☆ 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。 

   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 ９日（金） １０：００～ 

・ 直方セントポール幼稚園     ３月１０日（土） １０：００～ 

・ 草ヶ江幼稚園          ３月１４日（水）  ９：３０～ 

・ 認定こども園大口幼稚園     ３月２０日（火）  ９：３０～ 

・ 大分聖公学園 聖公幼稚園    ３月２０日（火） １０：１０～  

 

☆東日本大震災７周年の祈り 

  今年は３月１１日が主日にあたります。主日礼拝の中で、または地震発生時刻に犠牲者・被災

者のためお祈りください。教区災害被災者支援室よりの案内をお読みください。 

 

☆九州地震及び九州北部豪雨の支援活動 

  震災発生後から支援活動を続けてきましたが、 ４月１２日（木）・１３日（金）の支援活動をもっ

て現体制の活動を終え、今後は撤退でなく「時々集まってのお手伝い」となります。詳細はポスタ

ーをご覧ください。 

  なお、４月１３日（金）１８：００より熊本聖三一教会にて記念礼拝をいたします。 

 

✝ 教役者逝去記念聖餐式             

３月１５日（木）１０：３０～ 主教座聖堂  

＜説教者＞ 司祭 李浩平 

▽伝道師 ﾔｺﾌﾞ奥森襄  
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▽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 ― 
 
☆ ＜横浜教区＞ 

  第７９（臨時）教区会【横浜教区主教選挙のため】 

  日程：３月３日（土）１０：３０～１６：３０ 

  場所：横浜聖アンデレ主教座聖堂 

 
☆ ＜京都教区＞ 

  聖職按手式 

  日 時：３月３日（土）１０：３０～ 

  場 所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

  ・聖職候補生 ルカ 柳原健之 聖職候補生 アンデレ 松山健作を公会の執事に叙任 

  ・執事 ダニエル 鈴木恵一、執事 パウラ 麓敦子を公会の司祭に叙任 

  説 教：司祭 テモテ 内田望（大阪教区） 

  式典長：司祭 クレメント 大岡創 

 
☆<聖公会神学院> 

 第９９回卒業礼拝 

 日時：３月５日（月）１３：００～ 

 場所：聖公会神学院諸聖徒礼拝堂 

説教：校長 司祭 パウロ 佐々木道人  

 
☆<ウイリアムス神学館> 

 ２０１７年度卒業礼拝（卒業証書・修業証書授与式） 

 日時：３月１６日（金）１１：００～ 

 場所：京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会） 

 説教：主教 オーガスチン 小林尚明 師父（神戸教区） 

 卒業予定者 ヒューム Ｗ ユーワン（大阪教区） 

修業予定者 バルナバ 永野拓也（神戸教区） 
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☆<東北教区> 

 東日本大震災７周年記念礼拝 

    および午後２時４６分の黙想 

 日時：３月１１日（日）１４：３０～ 

 東北教区の１２教会で祈りの集いが持たれます。 

 東北教区が心合わせるこの時を覚えてお祈りください。 

 

☆<東京教区> 

 ・第１３０（定期）教区会  

日時：３月２１日（水・休）９：００～１５：００ 

・第１３１（臨時）教区会 

  日程：上記の教区会に引き続いて 東京教区主教選挙のため 

 

☆<沖縄教区> 

  聖職按手式 

  日 時：３月２１日（水・祝）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） 

     聖職候補生 ヨシュア 上原成和を公会の執事に叙任 

  司式者：主教 ダビデ 上原榮正 

  説教者：アンデレ 中村豊 日本聖公会主教 

  式典長：司祭 イサク 岩佐直人 

 
― 教区事務所 ― 
 
☆聖公会生野センターのために 
 ３月４日（日）の主日信施は聖公会生野センターの働きを覚えてお祈りください。 
 また、当日の信施金は教区事務所経由で管区に送金いたします。 
 
☆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３０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 １０．１９％ → １０．２３％ 
   介護保険料率 現行 １．６５％  → １．５７％ 

 

☆長年、教区事務所でご尽力頂きました所長 外池圭二氏、職員 重益菜保子氏は３月

末で退職いたします。これまでのお二人の働きに感謝いたします。 


