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日本聖公会九州教区 

      教 区 事 務 所 だ よ り 

                                                                       

                         ２０１８年１２月  No．６１４ 
 

✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉ 
 
― 主 教 動 静 ― 

１２月１日（土） 東京（女性の司祭按手２０周年感謝礼拝） 
   ２日（日） 大分聖公会 

    ３日（月） 財政部会（１４：００） 
          主教座聖堂委員会（１９：００） 

   ４日（火）～５日（水） 
 東京（各教区人権担当者会 管区人権担当者会） 

    ６日（木） 宣教合同会議（１４：００） 
          聖職養成担当者会（１８：３０） 
    ７日（金） 福岡同宗連常任委員会（１４：３０） 
    ９日（日） 厳原聖ヨハネ教会 

１０日（月） 東京（主教会タスクフォース） 
   １３日（木） 福岡ベテル教会黙想と祈りの集い（１４：００ １９：００） 
   １４日（金） 草ヶ江幼稚園クリスマス礼拝（９：３０） 
          九州地震被災者支援最終日の祈り（熊本） 
   １６日（日） 降臨教会礼拝堂 
   １７日（月） 教会委員会（１３：３０ 福岡ベテル教会） 
          常置委員会（１８：００） 
   １９日（水） 聖書に親しむ会（１４：００ 福岡ベテル教会） 
   ２０日（木） 教区教役者逝去記念聖餐式（１０：３０） 
   ２１日（金） 使徒聖トマス日聖餐式（１０：３０） 

２３日（日） 長崎聖三一教会 
２４日（月） クリスマスイブ礼拝（１８：００） 

   ２５日（火） 降誕日礼拝 
   ２６日（水） 最初の殉教者聖ステパノ日聖餐式（１０：３０） 
          福岡キリスト教一致祈祷会実行委員会（１４：００） 
   ２７日（木） 福音記者使徒聖ヨハネ日聖餐式（１０：３０） 
   ２８日（金） 聖なる幼子の日聖餐式（１０：３０） 
   ３０日（日） 福岡ベテル教会 

 

― 諸 部・委 員 会 ―  

◇伝道部会        １２月 ３日（月） １１：００～ 宮崎聖三一教会 
◇財政部会        １２月 ３日（月） １４：００～ 教区センター 
◇主教座聖堂委員会    １２月 ３日（月） １９：００～ 教区センター 
◇３教区合同フィリピンワークキャンプ実行委員会      

１２月 ４日（火） １４：００～ 教区センター 
◇宣教合同会議      １２月 ６日（木） １４：００～ 教区センター 
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◇聖職養成担当者会    １２月 ６日（木） １８：３０～ 教区センター 
◇事業委員会       １２月 ７日（金） １４：００～ 教区センター 
◇九州教区・直方セントポール幼稚園協働委員会 
             １２月１０日（月） １４：００～ 直方セントポール幼稚園 

◇九州教区・佐賀聖ルカ伝道所協働委員会 
             １２月１１日（火） １４：００～ 佐賀聖ルカ伝道所 
◇広報部会        １２月１２日（水） １１：３０～ 久留米聖公教会 
◇常置委員会       １２月１７日（月） １８：００～ 教区センター 
◇ハラスメント防止委員会 １２月２７日（木） １３：００～ 熊本聖三一教会 

― 教 区 内 ― 

☆ 第１１３（定期）教区会が１１月２２日（木）～２３日（金）に開催され、全ての報告が受理されまし
た。また、１２の議案２つの動議が出され全て承認されました。本教区会で次の方々が常置委
員に選出されました。 

【常置委員】 
  教役者：山﨑貞司司祭（長）、牛島幹夫司祭、李浩平司祭（書記）   

次点 中野准之司祭 次次点 李相寅司祭 
    信  徒：柴田康子氏（福岡聖パウロ教会）、安村妙氏（直方キリスト教会）、秋山大路氏（熊本

聖三一教会）         次点 秋山献之氏（福岡聖パウロ教会）  

※信徒常置委員として選出された島紀夫氏が、個人事情により辞退され次点者
である秋山大路氏が信徒常置委員となりました。 

 

☆九州地震被災者支援活動 
２０１６年４月の大地震発生直後から支援活動を続けてまいりましたが、今年２０１８
年１２月をもって、活動を終了いたします。しかし、被災者の必要に応じて個別に対応
を検討いたします。多くの方々のご支援に感謝申し上げます。 

 
 ☆主教座聖堂委員会主催 信徒奉事者研修会 
  日時：２０１９年１月１９日（土）１０：００～１５：００ 
  場所：九州教区主教座聖堂 
  講師：武藤謙一主教、中野准之司祭 
  申込：２０１９年１月７日（月）迄 

 

☆九州教区設立１２５周年記念礼拝 
 －主を喜び祝うことこそ、あなたたちの力の源であるー 
              ＜ネヘミヤ記 ８章１０節＞ 

日時：２０１９年９月２３日（月）１１時 
場所：九州教区主教座聖堂 

          

 ☆２０１９年度信徒報事者の認可を希望される教会は、教区主教宛１２月１６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：２０１９年１月２０日（日）午後４時 

会 場：中部教会 

 

☆ ＢＳＡ通信第２号が出ました。 
日本聖徒アンデレ同胞会（ＢＳＡ）は１１月２４日（土）に、東京教区聖マルコ教会で第１０３総会が開
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かれました。活動計画では、２０１９年度を２０２７年に迎えるＢＳＡ創立１００周年記念準備の初年度と
して、ＢＳＡの「インフラ整備の年」と位置づけています。詳しくは通信第２号をご覧ください。 

 

☆ 書記作業 

１２月１２日（水）１３：３０～     於：教区センター 

✝ 教役者逝去記念聖餐式             
１２月２０日（木）１０：３０～ 主教座聖堂  
＜説教者＞ 司祭 パウロ 濱生正直 
▽ 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 
▽ 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> 

 ・各教区人権担当者会 

   ２０１８年１２月４日（火）１５：００～５日（水） 
   牛込聖バルナバ教会 他 
   九州教区からは阿万留美氏が出席いたします。 

・２０１９年 第１回 各教区青年担当者の集い 
 日時：２０１９年１月１３日（日）１９：００～１４日（月・祝）１５：００ 
 会場：名古屋学生青年センター（名古屋聖ステパノ教会） 
 九州教区からは大野誠一朗氏が出席いたします。 

・２０１９年 各教区正義と平和担当者の集い 
 日程：２０１９年1 月２８日（月）１５：００～２９日（火）１２：００ 

場所：日本聖公会 京都教区センター 
九州教区からは是枝洋典氏が出席いたします。 

・管区・正義と平和委員会「公開学習会」のご案内 
日時：２０１９年１月２９日（火）１０：００～１１：３０ 
 会場：日本聖公会 京都教区センター 
 「自然エネルギー１００％の世界を目指して」 

― 日本の宗教界に期待すること ― 
講師：田浦健朗（たうら・けんろう）氏 

  
☆＜東京教区＞ 
 ・主教被選者フランシスコ・ザビエル高橋宏幸師の主教按手式および日
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本聖公会東京教区主教就任式が下記の通り行われます。 
  日 時：２０１９年１月１４日（月・休）午後１時００分～ 
  説教者：主教 ゼルバベル 広田勝一師（北関東教区主教） 
  場 所：日本聖公会東京教区 香蘭女学校礼拝堂 
  九州教区からは常置委員長 山﨑貞司 司祭が出席いたします。 
 

☆＜北関東教区＞ 
・執事ルカ平岡康弘師の司祭按手式が、執り行われます。 

日 時：２０１８年１２月２２日（土）午前１０時３０分 
場 所：前橋聖マッテア教会 

 
☆＜横浜教区＞ 
 ・執事トマス吉田仁志師の司祭按手式が、執り行われます。 

日 時：２０１９年２月５日（火）午前１０時３０分 
場 所：横浜教区 横浜聖アンデレ主教座聖堂 

 
・浦安伝道所が現在活動拠点としている場所からの退去をすることとなります。 
（遅くても来年３月。今後については未定ですが、またお知らせいたします。） 

 

☆＜京都教区＞ 
 ・森紀旦主教著「マラナ・タ」の改訂増補版が発行されました。教会で祈祷書につ

いてぜひ学んでほしいとの思いが詰まった小冊子です。Ｂ６版、定価８００円（税込）。 

   ご注文は京都教区事務所にお願いいたします。 
 

 †京都教区退職司祭 ステパノ伊藤信義
のぶよし

師が１１月１０日（土）に逝去
されました。８５歳。伊藤信義師の公会でのお働きに感謝し、魂の平安をお
祈りいたします。 

 
― 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１０日（月）教区事務

所必着でお願い致します。 
 
☆ ２０１８年度も残り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。２０１８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２５日）”が最後の主日信施です。尚、２０１９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。 

 
☆  ２０１８年度統計表 

各教役者にはメールにて電子データ用書類をお送りしております。２０１９年１月
末日必着で教区事務所に提出してください。 

 

☆ 教区事務所の冬休みは１２月２７日（木）～２０１９年１月４日（金）です。 


	―　諸　部・委　員　会　―
	―　管区・他教区　―

