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◆ 教区主教 巡杖 

３月 １日（日）秦野聖ルカ教会 

     ８日（日）安房大貫キリスト教会・館山聖アンデレ教会 

１５日（日）横浜聖クリストファー教会 

２２日（日）伊豆聖マリヤ教会 

２９日（日）厚木聖ヨハネ教会 

 

◆ 教区主教 日程 

３月 ３日（火）協働主事会（17:30 主教館） 

     ４日（水）使徒団の日（11:00 主教座聖堂） 

５日（木）教区大家族キャンプ実行委員会（16:00 主教館） 

６日（金）エリザベス・サンダースホーム評議員会（14:00） 

９日（月）聖公会神学院卒業式 

１０日（火）常置委員会（18:00 主教館） 

１２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） 

【１週繰上】 

１４日（土）市川聖マリヤ幼稚園卒園式（10:00） 

１６日（月）茂原エンゼル幼稚園卒園式（10:00） 

１７日（火）藤沢聖マルコ幼稚園卒園式（10:00） 

１８日（水）聖公会神学院評議員会（14:00） 

１９日（木）館山聖アンデレ保育園卒園式（10:00） 

２６日（木）横浜教区 保育者大会（9:30 横浜聖アンデレ教会） 

２８日（土）中部教区主教按手・就任式（名古屋） 

 

◆ 諸行事・諸集会 

３月 ３日（火）教区報編集委員会（10:00 横浜聖アンデレ教会） 

協働主事会（17:30 主教館） 

     ４日（水）使徒団の日（11:00 主教座聖堂） 

５日（木）教区大家族キャンプ実行委員会（16:00 主教館） 

１０日（火）常置委員会（18:00 主教館） 

１２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） 

１４日（土）卒園式 市川聖マリヤ幼稚園（10:00） 

卒園式 認定こども園あおばと（大磯）（9:30） 

卒園式 四恩幼稚園（沼津）（10:00） 

１５日（日）山梨県宣教委員会（13:30 清里聖アンデレ教会 ２月から変更) 
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１６日（月）卒園式 エンゼル幼稚園（茂原）（10:00） 

１７日（火）社会委員会フィールドワーク（10:00 寿町） 

卒園式 双葉幼稚園（千葉）（10:00） 

卒園式 聖マルコ幼稚園（藤沢）（10:00） 

卒園式 花園幼稚園（小田原）（10:00） 

１９日（木）卒園式 聖アンデレ保育園（館山）（10:00） 

卒園式 あかしあこども園（九十九里ホーム）（10：00） 

２１日（土）信徒神学校 スクーリング（10:30 横浜聖アンデレ教会） 

特別講演会（14:15） 

卒園式 聖母保育園（銚子）（9:00） 

２４日（火）卒園式 清里聖ヨハネ保育園（9:30） 

２８日（土）社会委員会（10:30 横浜聖アンデレ教会） 

２９日（日）千葉県宣教懇談会世話人会（17:00 千葉復活教会） 

 

 

◆  訂正 

『公示』（2月 4日付）に以下の誤りがありました。お詫びし訂正いたします。 

（誤）南三原聖フランシス教会 

（正）南三原聖ルカ教会 

 

◆人事 

司祭 トマス    吉田 仁志   2020年 2月 16日付で八日市場聖三一教会牧師に 

任命する。 

主教 イグナシオ  入江 修    2020年 2月 15日付で八日市場聖三一教会管理牧 

師を解任する。 

司祭 フランシス  中山 茂    2020 年 4 月 1 日付で館山聖アンデレ教会副牧師、 

安房大貫キリスト教会副牧師、鴨川聖フランシス 

教会副牧師、南三原聖ルカ教会副牧師に任命する。 

2020年5月31日付で館山聖アンデレ教会副牧師、 

安房大貫キリスト教会副牧師、鴨川聖フランシス 

教会副牧師、南三原聖ルカ教会副牧師を解任する。 

2020年 6月 1日付で館山聖アンデレ教会牧師、安 

房大貫キリスト教会管理牧師、鴨川聖フランシス 

教会管理牧師、南三原聖ルカ教会管理牧師に任命 

する。 

司祭 バルナバ   吉川 智之   2020年 5月 31日付で館山聖アンデレ教会牧師、 

安房大貫キリスト教会管理牧師、鴨川聖フランシ 

ス教会管理牧師、南三原聖ルカ教会管理牧師を解 

任する。 

2020年 6月 1日付で浜松聖アンデレ教会牧師に任 

命する。 

主教 イグナシオ  入江 修    2020年 5月 31日付で浜松聖アンデレ教会管理牧 

師を解任する。 
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司祭 マルコ    河﨑 望    2020年 4月 1日付で主教イグナシオ入江修管理の 

もとで横浜聖クリストファー教会において嘱託司 

祭として勤務することを委嘱する。ただし、法規 

第 53条第 2項に基づき、任期を 1年とする。 

司祭 ヤコブ    三原 一男   2020年 4月 1日付で主教イグナシオ入江修管理の 

もとで松戸聖パウロ教会において嘱託司祭として 

勤務することを委嘱する。ただし、法規第 53条第 

2項に基づき、任期を 1年とする。 

司祭 アンデレ   宇田 正行   2020年 4月 1日付で主教イグナシオ入江修管理の 

もとで浜松聖アンデレ教会において嘱託司祭とし 

て勤務することを委嘱する。ただし、任期を 2020 

年 5月 31日までとする。 

司祭 ステパノ   岡野 保信   2020年 4月 1日付で主教イグナシオ入江修管理の 

もとで茂原昇天教会において嘱託司祭として勤務 

することを委嘱する。ただし、法規第 53条第 2項 

に基づき、任期を 1年とする。 

執事 ヨナ     眞栄田 肇   2020年 4月 1日付で司祭バルナバ田澤利之のもと 

で福田聖公会において嘱託執事として勤務するこ 

とを委嘱する。ただし、法規第 53条第 2項に基づ 

き、任期を 1年とする。 

 

 

 

 

 

■お知らせ 

 

◆３月１日(日) 「聖公会生野センターのための主日」 

当日の信施は管区へお送りください。 

 

◆東日本大震災後９年  （３月１１日 午後２時４６分） 

３月１１日（水）東日本大震災から９年となります。各教会におかれましては、主日聖餐

式、また朝夕の礼拝等の祈祷の中で、被災者の方々、犠牲者の方々をお覚えくださいます

ようお願いいたします。 

「東日本大震災９周年記念の祈り」は東北教区ＨＰ（http://nskk-tohoku.com/）からダウ

ンロードできます。 

 

◆信徒神学校 特別講演会 

３月２１日（土）１４:１５～ 横浜聖アンデレ教会 

「キリスト教徒はなぜ歌うのか ～礼拝の中の数々の歌について～」 

講師 スコット・ショウ氏 

聴講無料 ～ 聴講希望の方は信徒神学校事務局（教務所内 045-321-4988）までご一報く

ださい。当日受付も歓迎します。 
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◆中部教区 主教按手式・主教就任式 

主教被選者：アシジのフランシス西原廉太師 

３月２８日(土) 午前１０時から 主教座聖堂・名古屋聖マタイ教会 

ご加祷をお願いいたします。 

 

◆２０２０年度 使徒団の日 予定日 

第１回:３月４日（水）  第２回:６月１７日（水）  第３回:１２月９日（水） 

 

◆募金 

今年度の教区募金は、「平塚聖マリヤ教会・聖堂改修募金」です。 

期限は２０２０年３月末までです。引き続き、ご加祷、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

３月 教区教役者・関係者逝去者 

 

司祭(ｱｰﾁﾃﾞｨｰｺﾝ） A.C. ショウ 1902 年 3 月 12 日 

  Alexander Croft Shaw   

伝道師   井上
イノウエ

 テル 1927 年 3 月 26 日 

司祭 ウォルター ウェストン 1940 年 3 月 27 日 

  Walter Weston   

主教 セシル H． ボーフラワー 1942 年 3 月 19 日 

  Cecil Henry Boutflower   

司祭   宮澤
ミヤザワ

 九萬象
クマゾウ

 1959 年 3 月 10 日 

司祭 ヨハネ 長沢
ナガサワ

 義正
ヨシマサ

 1974 年 3 月 12 日 

伝道師 ミス コンスタンス M. エドリン 1979 年 3 月 27 日 

  Ms.Constance Maria Edlin   

司祭 ペテロ 宿谷
シュクタニ

 栄
サカエ

 1982 年 3 月 30 日 

司祭 ヨハネ 林
ハヤシ   

 五郎
ゴロウ

 1983 年 3 月 16 日 

司祭 パウロ 村岡
ムラオカ

 米男
ヨネオ

 1984 年 3 月 18 日 

司祭 ペテロ 松坂
マツザカ

 勝雄
カツオ

 1993 年 3 月 9 日 

司祭 ステパノ 東海林
ショウジ

 定一
サダカズ

 1993 年 3 月 26 日 

主教 ヤコブ 遠藤
エンドウ

 哲
サトル

 2008 年 3 月 6 日 

司祭（のち主教） アブラハム 植松
ウエマツ 

 従爾
ジュウジ

 2017 年 3 月 7 日 

伝道師   ミス・フェーズ 1 月～3 月 

※ 逝去者記念聖餐式は３月１２日（木）午前 10 時から主教座聖堂にて行われます。 

 

 


