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救主降生2020年（令和2年）新しい年に主の祝福と平安を願います 
 

◆ 教区主教 巡杖 

１月 ５日（日） 横浜聖アンデレ主教座聖堂 

１２日（日） 松戸聖パウロ教会 

１９日（日） 川崎聖パウロ教会 

聖公会・カトリック合同夕の礼拝（16:00 ｶﾄﾘｯｸ雪ノ下教会） 

２６日（日） 南三原聖ルカ教会 

 

◆ 教区主教 日程 

１月 ７日（火） 常置委員会（17:00 主教館） 

９日（木） 教区大家族キャンプ実行委員会（16:00 主教館） 

協働主事会（18:00 主教館） 

１６日（木） 教区教役者・関係者逝去者記念聖餐式（10:00 主教座聖堂） 

１７日（金） 立教学院諸聖徒礼拝堂聖別 100 周年記念礼拝（17:30 立教大学） 

１９日（日） 聖公会・カトリック合同夕の礼拝（16:00 ｶﾄﾘｯｸ雪ノ下教会） 

２０日（月） ウィリアムス主教記念基金 基金委員会（18:00 立教大学） 

２２日（水） 教区婦人会総会（10:30 横浜聖アンデレ主教座聖堂） 

２８日（火） ハラスメント防止委員会（11:00 主教館） 

 

◆ 諸行事・諸集会 

１月 ４日（土） 教区中高生冬の集い（10：00 横浜聖アンデレ教会） 

７日（火） 教区報編集委員会（10：00 横浜聖アンデレ教会） 

常置委員会（17：00 主教館） 

９日（木） 教区大家族キャンプ実行委員会（16：00 主教館） 

協働主事会（18：00 主教館） 

１６日（木）  教区教役者・関係者逝去者記念聖餐式（10：00 主教座聖堂） 

１８日（土） 社会委員会（10：30 横浜聖アンデレ教会） 

１９日（日） 財務審査会（14：30 教務所） 

聖公会・カトリック合同夕の礼拝（16：00 ｶﾄﾘｯｸ雪ノ下教会） 

２２日（水） 教区婦人会総会（10：30 横浜聖アンデレ主教座聖堂） 

２８日（火） ハラスメント防止委員会（11：00 主教館） 
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◆ お知らせ 

 

❖ 第81（定期）教区会が11月22日（金）～23日（土・祝）に開催されました。 

皆さまのご協力に感謝申し上げます。 

諸委員の詳細は配布いたしました「教区諸委員一覧」をご覧ください。 

 

 

❖ 主教座聖堂聖別63周年記念を迎えます。各教会においても2020年1月5日（日）の礼拝

の中でお覚えください。 

 

 

❖ 聖公会・カトリック 合同 夕の礼拝  －キリスト教一致祈祷週間の祈りの集い－ 

主司式 カトリック横浜司教区司教 ラファエル 梅村 昌弘 

日本聖公会横浜教区主教 イグナシオ 入江 修 

説 教 日本聖公会横浜教区司祭 ラファエル 宮﨑 仁（逗子聖ペテロ教会） 

日 時 2020年 1月 19日（日）16:00 

場 所 カトリック雪ノ下教会 

       神奈川県鎌倉市小町 2-14-4（JR 鎌倉駅下車徒歩 7分） 

〇共同司式に参列いただける司祭は祭服（白）をご用意ください。 

〇自家用車でのご来場はご遠慮ください。 

 

 

❖  横浜教区第72婦人会総会 

2020年1月22日(水)10:30 横浜聖アンデレ教会 

 

 

❖ 各委員会・地域宣教懇談（協議）会の長・世話人にお願い 

①『教務所便り』作成資料といたしますので、次月の予定を15日までを目安に総務主事へ

ご連絡ください。 

② 地域宣教懇談（協議、委員）会の記録は、その都度、宣教主事（北澤司祭）へお送りく

ださい。  

 

 

◆ 教務所休業 

   2019年12月28日（土）から2020年1月5日（日）までお休みといたします。 
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❖ 各種届出・提出物 

 

・ 2019年度 統計表 （1月末まで） 

⇒ 教区会議場で2019年度統計表用紙を配布いたしました。また各教役者へは 

メールにて電子データ用書類を送付いたしました。 

⇒ 『Excel（エクセルデータ）』での提出をお願いいたします。PDFに変換すると 

教務所で編集ができませんので、必ず『Excel（エクセルデータ）』で提出して 

いただけますようお願いいたします。 

紙面提出の場合は 2部、データ提出の場合は 1データで結構です。 

データ提出先⇒教務所・宗務担当・髙橋紀道  shuumu.yokohama@anglican.jp 

 

・ 教会委員当選届 （1月末まで） 

   ⇒ FAX送信のみの提出でも結構です。（PDFでのメール送信は NG） 

 

・ 教区会信徒代議員当選届 （1月末まで） 

⇒ この当選届はそのまま教区会の会議録になりますので、 

押印した本紙を教務所へお送りください。（FAXや PDFは NG） 

 

・ 堅信受領者総会資料 2部 

⇒ でき次第 2部を教務所へお送りください。 

どんな資料であっても必ず提出してください。 

 

・ 信徒名簿 

⇒ 更新された時に 2部お送りください。 

 

 

以上、締切厳守でお願いいたします。 
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1 月 教区教役者・関係者逝去者 

 

主教  ウイリアム・オードレイ（Wiiliam Awdry） 1910/01/03 

司祭  アーネスト・リード・ハリソン（Earnest Reed Harrison） 1931/01/20 

司祭  パウロ 辻井 亨 1945/01/03 

伝道師 丹下 とき 1947/01/16 

伝道師 ミス Ｅ．Ｃ．ペイン（Ms. Edith Constance Payne） 1947/01/18 

司祭  大原 辰三 1947/01/25 

伝道師 マルタ 吉田 とく 1959/01/10 

司祭  アーサー 植村 才一 1962/01/05 

伝道師 ミス エセル. Ｍ．ヒュー（Ms. Ethel Mary Hughes） 1968/01/18 

司祭  ダニエル 松本 正雄 1971/01/26 

司祭  ペテロ 細貝 岩夫 1985/01/17 

司祭（のち主教） パウロ 黒瀬 保郎 1987/01/27 

司祭  サムエル 東 直行 1993/01/18 

司祭  レイモンド．Ｊ．ハンマー（Raymond Jack Hammer） 1994/01/14 

司祭  アタナシオ 太田 公彦 1999/01/26 

司祭  インマヌエル 古川 潤兒 2016/01/11 

 

※ 逝去者記念聖餐式は 1 月 16 日（木）午前 10 時から主教座聖堂にて行われます。 


