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◆ 教区主教 巡杖  

4日（日） 横浜聖アンデレ教会 

11日（日） 鴨川聖フランシス教会 

18日（日） 甲府聖オーガスチン教会 

25日（日） 八日市場聖三一教会 

  

  

◆ 教区主教 日程  

1日(木) 教役者会（横浜聖アンデレ教会 9月 30日(水)から） 

6日(火) 協働主事会（17:30 主教館） 

10日(土) 聖卓の聖別（11:00 柏聖アンデレ教会） 

12日(月) 中部教区常置委員会（19:00 WEB） 

13日(火) 常置委員会（16:00 WEB） 

14日(水) ハラスメント防止委員会（13:00 主教館会議室） 

15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） 

16日(金) 中部教区教役者協議会（15:00 WEB） 

24日(土) 中部教区主教按手・就任式（10:00 名古屋） 

27日(火) ～29日(木) 日本聖公会第 65（定期）総会（WEB） 

  

  

◆ 諸行事・諸集会  

1日(木) 教役者会（横浜聖アンデレ教会 9月 30日(水)から） 

6日(火) 教区報編集委員会（10:00 横浜聖アンデレ教会） 

 礼拝音楽委員会（13:30 WEB） 

 協働主事会（17:30 主教館） 

13日(火) 常置委員会（16:00 WEB） 

14日(水) ハラスメント防止委員会（13:00 主教館会議室） 

青少年担当者会（13:30 WEB） 

15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(土) 宣教委員会（10:00 WEB or 横浜聖アンデレ教会） 

21日(水) ～22日（木）教区会書記局（教務所） 

31日(土) 社会委員会（10:00 WEB） 
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◆特別信施 

10月 25日（日） 社会事業の日（特定 25を用いる主日） 

この日の信施は管区へご送金ください。 

 

 

◆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 

10月24日(土) 10時 中部教区主教座聖堂（名古屋聖マタイ教会） 

 

 

◆日本聖公会第65（定期）総会 

10月27日（火）13時 ～ 29日（木）15時 

横浜教区・代議員 片山謙司祭 宇津山武志司祭 中林三平兄 村井恵子姉 

 

 

◆第82（定期）教区会  11月23日（月・祝） 

今年の教区会は、主教座と各会場をオンラインで繋ぎ、1日での開催となります。 

日程は、11月23日（月・祝）10時～16時。 

会場は、東神地区の教会は横浜聖アンデレ教会、湘南地区は藤沢聖マルコ教会、 

千葉県は千葉復活教会、静岡県は静岡聖ペテロ教会、山梨県は清里聖アンデレ教会となり

ます。 

議員の皆様は、「日程・報告・議案」をよくお読みいただき、それぞれの会場にて教区会に

お臨みください。 

  

報告・議案の締切日は、10月11日（日）とさせていただきます。ご留意ください。 

 

教区会書記には、島田征吾司祭、小林祐二司祭、北澤 洋司祭、姜暁俊司祭、窪田真人司祭、

片山謙司祭、吉田仁志司祭、眞野玄範司祭が任命されました。 

 

 

※教区会「日程・報告・議案」に報告を掲載するため、宣教主事関連の各地域宣教懇談会・

協議会の報告を、10月5日（月）までに宣教主事／北澤洋司祭までご提出くださいますよ

うお願いいたします。 

 

 

◆インフルエンザ予防接種 

現職教役者と、主日勤務してくださっている退職教役者に、インフルエンザ予防接種にか

かる費用を、上限3,000円まで教区より補助させていただくことになりました。 

自治体による予防接種補助については各自でお調べいただけますようお願い致します。 

2021年1月末までに、予防接種の領収書を教務所までお持ちください。 

教務に支障が出ませんよう、予防接種をお受けください。 
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◆教区のサーバー 

“anglican.jp”の使用は終了しました。 

横浜教区のサーバーは“anglican.yokohama”です。メールやホームページなど、変更の確

認をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 教区教役者・関係者逝去者 

司祭 エドワード W. サイル 1890 年 10 月 5 日 

  Edward W. Syle   

司祭 ウィリアム ボール ライト 1892 年 10 月 26 日 

  William Ball Wright   

司祭 ペテロ 山田
ヤマダ 

 助次郎
スケジロウ

 1937 年 10 月 14 日 

伝道師 ミス アンナ M. タプソン 1940 年 10 月 31 日 

  Ms.Anna Maria Tapson   

司祭 トマス 森安
モリヤス 

 延衛
ノブエイ

 1945 年 10 月 9 日 

主教 サミュエル ヘーズレット 1947 年 10 月 16 日 

  Samuel Heasllet   

司祭 アーサー 村松
ムラマツ

 順道
ヨリミチ

 1948 年 10 月 18 日 

司祭 パウロ 河合
カワイ 

 良隆
ヨシタカ

 1956 年 10 月 14 日 

司祭 ステパノ 木村
キムラ 

 兵三
ヒョウゾウ

(SSJE) 
1968 年 10 月 25 日 

司祭   木俣
キマタ

 哲次
テツジ

 1972 年 10 月 30 日 

伝道師 ミス キャサリン M. シェパ－ド 1984 年 10 月 1 日 

  Ms.Catharine M. Shephard   

主教 ステパノ 岩井
イワイ

 克彦
カツヒコ

 1987 年 10 月 15 日 

司祭 マルコ 岡
オカ

 精三
セイゾウ

  1997 年 10 月 12 日 

※逝去者記念聖餐式は、10 月 15 日（木）午前 10 時から主教座聖堂にて行われます。 


