
✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉ 
 

日本聖公会九州教区 

      教 区 事 務 所 だ よ り 
                                                                       

                         ２０２１年 ２月  No．６４０ 
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― 主 教 動 静 ― 

２月２日（火） 被献日聖餐式（１０：３０） 

    ５日（金） 立教学院理事会（１５：００ Ｗｅｂ会議） 

    ６日（土） 教区ＧＦＳ総会（１１：００ 教区センター） 

    ７日（日） 直方キリスト教会（堅信受領者総会、教会委員会） 

８日（月）～１０日（水） 

      主教会（北関東教区 前橋） 

１０日（水） 宣教合同会議（１９：００ Ｗｅｂ会議） 

１４日（日） 鹿児島復活教会（堅信式 堅信受領者総会） 

１６日（火） 聖公会神学院評議員会（１３：００ Ｗｅｂ会議） 

〃  理事会（１５：００Ｗｅｂ会議） 

   １７日（水） 大斎始日 大斎始日礼拝（１０：３０） 

   １８日（木） 教区教役者逝去記念聖餐式（１０：３０） 

          福岡ベテル教会 教会委員会（１４：００） 

          財政部会（１８：３０ Ｗｅｂ会議） 

   １９日（金） 常議員会（１６：００ Ｗｅｂ会議） 

   ２０日（土） ハインド協働委員会（１３：００ 直方キリスト教会） 

２１日（日） 戸畑聖アンデレ教会 

２４日（水） 使徒聖マッテヤ日聖餐式（１０：３０） 

   ２５日（木） 常置委員会（１８：３０ Ｗｅｂ会議） 

   ２６日（金） 立教学院理事会（１５：００ Ｗｅｂ会議） 

   ２８日（日） 福岡ベテル教会 

    

― 諸 部・委 員 会 ―  

◇教育部会         ２月 ４日（木） １９：００～ Ｗｅｂ会議 

◇宣教合同会議       ２月１０日（水） １９：００～ Ｗｅｂ会議 

◇広報部会         ２月１５日（月） １９：１５～ 教区センター 

◇財政部会         ２月１８日（木） １８：３０～ Ｗｅｂ会議 

◇聖職養成担当者会     ２月第４週 
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◇九州教区・直方セントポール幼稚園協働委員会 

         ２月２４日（水） １６：００～ 直方セントポール幼稚園 

◇常置委員会        ２月２５日（木） １８：３０～ Ｗｅｂ会議 

◇教区建築委員会      ３月 ２日（火） １８：３０～ 教区センター 

（一部Ｚｏｏｍ） 

◇聖職試験         ３月２日（火）～４日（木）   教区センター 

◇事業委員会        ３月２５日（木） １３：３０～ Ｗｅｂ会議 

 

― 教 区 内 ― 

 

☆ 公示 

 【２０２１年１月１４日付】 

  司祭 ステパノ 中村正 

  ２０２１年３月３１日付け 定年により退職とする。 

  佐世保復活教会、厳原聖ヨハネ教会牧師の任を解く。 

  ２０２１年４月１日付け 管理牧師主教ルカ武藤謙一のもとで佐世保復活教会にお

いて嘱託司祭として勤務することを委嘱する。また厳原聖ヨハネ教会主日礼拝協力

を委嘱する。（月１回）。但し、法規５２条第２項に基づき、任期を１年とする。 

 

聖職候補生 マグダラのマリヤ 島優子 

  ２０２１年３月３１日付け 福岡聖パウロ教会勤務の任を解く。 

  ２０２１年４月１日付け 管理牧師主教ルカ武藤謙一のもとで戸畑聖アンデレ教会

に勤務することを命じる。また管理牧師主教ルカ武藤謙一のもとで厳原聖ヨハネ教

会に勤務することを命じる（住居は戸畑聖アンデレ教会）。 

 

司祭 ダビデ 中島省三 

  ２０２１年４月１日付け 管理牧師主教ルカ武藤謙一のもとで鹿児島復活教会にお

いて嘱託司祭として勤務することを委嘱する。但し、法規５２条第２項に基づき、

任期を１年とする。 

 

司祭 キャサリン 吉岡容子 

  ２０２１年４月１日付け 八幡聖オーガスチン教会、宗像聖パウロ教会主日礼拝協

力（各月１回）を委嘱する。但し、法規５２条第２項に基づき、任期を１年とする。 

 

司祭 パウロ 濱生正直 

  ２０２１年４月１日付け 久留米聖公教会、福岡ベテル教会主日礼拝協力（各月１

回）を委嘱する。但し、法規５２条第２項に基づき、任期を１年とする。 

 

司祭 バルナバ 壹岐裕志 

  ２０２１年４月１日付け 福岡ベテル教会、福岡聖パウロ教会主日礼拝協力（各月

１回）を委嘱する。但し、法規５２条第２項に基づき、任期を１年とする。 

 

主教 ルカ 武藤謙一 

  ２０２１年４月１日付け 佐世保復活教会管理牧師、厳原聖ヨハネ教会管理牧師に任命する。 
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【２０２１年１月１８日付】 

パウロ 中山泰男 

  日本聖公会聖職候補生に認可する。 

  （中山氏は熊本聖三一教会信徒） 

 

☆ 教区教役者逝去記念聖餐式             

２月１８日（木）１０：３０～ 主教座聖堂  

＜説教者＞ 司祭 バルナバ 牛島幹夫 

▽ミス ハンナ･リデル  

▽宣教師 アニー･グリフィン  

▽司祭 パウロ大橋
オオハシ

麟
リン

太郎
タ ロ ウ

  

▽司祭 ヘンダーソン・バーンサイド 

▽伝道師 高木
タ カ ギ

ぬい  

▽司祭 ヨセフ松岡
マツオカ

安立
ヤスタツ

  

▽司祭 アンデレ中島
ナカシマ

朝
アサシ

  

▽ミス エダ・ライト 

▽司祭 ステパノ廣
ヒロ

石
イシ

修一
シュウイチ

 

 

― 管区・他教区 ― 

 
☆ <管区 > 

 ・日本聖公会第６６（臨時）総会  

  日時：２０２１年３月６日（土）１３時から１６時まで  

  場所：日本聖公会センター他（オンライン開催）  

    ※ＣＯＶＩＤ－１９感染拡大防止のため  

  目的：日本聖公会法規の一部を改正する件（「伝道教区制」に関わるもの）、日本

聖公会北関東教区が「伝道教区」となる同教区会決議承認の件  

 

☆＜神戸教区＞  

 ・執事  テモテ  遠藤洋介師の司祭按手式が、執り行われます。  

ご加祷ください。 

日 時：２０２１年２月１１日（木・祝日）午前１０時３０分 

場 所：日本聖公会神戸教区 神戸聖ミカエル大聖堂  

司式者：主教 オーガスチン 小林尚明 師父 

説教者：司祭 バルナバ 瀬山会治 

式典長：司祭 ペテロパウロ 柳本博人 

※按手式執行に当たっては、新型コロナウイルス感染防止策を徹底し、参加者を神戸市内の

聖職者と定められた信徒の代表者のみに限定して少人数で行います。また準備の都合上

動画の配信は行いません。尚、上記対策は当日が緊急事態宣言発令中の場合を想定して

実施いたします。ご加祷ください。 
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☆＜北関東教区＞  
日本聖公会北関東教区第８８回（臨時）教区会  

日時：２０２１年２月１１日（木・祝日）午前１０：３０～午後３時まで 

場所：志木聖母教会 

議案：「主教補佐」の設置及び指名・承認の件など 

 

☆＜京都教区＞  

・執事  アンデレ  江渡由直師の司祭按手式が、執り行われます。   

日 時：２０２１年２月２３日（火・祝日）午後１時００分 

場 所：日本聖公会京都教区 四日市聖アンデレ教会  

司式・説教者：主教 ステパノ 高地敬 師父 

式 典 長：司祭 セシリア 大岡左代子 

 

・執事  ルカ  柳原健之師の司祭按手式が、執り行われます。   

日 時：２０２１年２月２７日（土）午前１０時３０分 

場 所：日本聖公会京都教区 富山聖マリア教会  

司式・説教者：主教 ステパノ 高地敬 師父 

式 典 長：司祭 セシリア 大岡左代子 

 ※参列者を限定し、新型コロナウイルス感染対策を施します。礼拝についての詳細は別途

お知らせいたします。ご加祷ください。 

  

†中部教区退職司祭（特任）パウロ西澤
にしざわ

誠太郎
せ い た ろ う

師が２０２０年１２月２２

日（火）に逝去されました。９４歳。西澤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 ― 

 

☆  教役者扶養家族の異動 

進学・卒業・就職などで扶養家族に異動がある教役者は、教区事務所までご連絡ください。 

 
☆ ２０２０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。２０２１年１月

末日必着で教区事務所に提出してください。未だ提出されていない教会はどうぞご

協力宜しくお願いいたします。 

 

 


	―　諸　部・委　員　会　―
	―　管区・他教区　―

