
〒 住　　　　所 Phone Fax 職務 職位 氏　　名

主教座聖堂 221-0852 横浜市神奈川区三ツ沢下町14-57 045-321-4989 045-321-4992 教区主教 主教 入江　　修

1 横浜聖アンデレ教会 221-0852 横浜市神奈川区三ツ沢下町14-57 045-321-4989 045-321-4992 牧師 司祭 小林　祐二

2 横浜山手聖公会 231-0862 横浜市中区山手町235 045-622-0228 045-264-8156 牧師 司祭 竹内　一也

祈りの家 231-0862 横浜市中区山手町42-4

3 横浜クライスト・チャーチ 231-0862 横浜市中区山手町235 管理牧師 司祭 竹内　一也

4 横浜聖クリストファー教会 245-0004 横浜市泉区領家3-13-7 045-812-7919 045-812-7919 管理牧師 主教 入江　修

嘱託 司祭 河﨑　望

5
ベタニヤホーム
聖ヒルダ礼拝堂 245-0062

横浜市戸塚区汲沢町1060
ベタニヤ・ホーム 045-864-5933 045-862-1914 チャプレン 司祭 北澤　洋

6 川崎聖パウロ教会 210-0013 川崎市川崎区新川通9-4 044-244-2518 044-244-2518 管理牧師 司祭 小林　祐二

7 林間聖バルナバ教会 252-0311 相模原市南区東林間1-26-3 042-742-8360 042-742-8360 牧師 司祭 片山　謙

8 鎌倉聖ミカエル教会 248-0006 鎌倉市小町2-7-24 0467-22-3090 0467-22-3090 牧師 司祭 北澤　洋

9 逗子聖ペテロ教会 249-0006 逗子市逗子6-5-2 046-871-2764 046-871-2764 牧師 司祭 宮﨑　仁

10 藤沢聖マルコ教会 251-0037 藤沢市鵠沼海岸7-10-20 0466-36-2331 0466-47-8650 牧師 司祭 松田　浩

11 平塚聖マリヤ教会 254-0811 平塚市八重咲町23-7 0463-22-1124 0463-22-1124 牧師 司祭 島田　征吾

12 大磯聖ステパノ礼拝堂 255-0003 中郡大磯町大磯868 管理牧師 司祭 島田　征吾

13 小田原聖十字教会 250-0013 小田原市南町2-2-45 0465-22-8026 0465-22-8026 牧師 司祭 姜　暁俊

14 厚木聖ヨハネ教会 243-0032 厚木市恩名1-13-7 046-222-2826 046-222-2826 管理牧師 司祭 片山　謙

15 秦野聖ルカ教会 257-0035 秦野市本町1-7-17 0463-81-0600 0463-81-0600 管理牧師 司祭 姜　暁俊

16 市川聖マリヤ教会 272-0021 市川市八幡3-19-11 047-326-3446 047-325-0960 牧師 司祭 渡部　明央

17 松戸聖パウロ教会 270-2251 松戸市金ヶ作214 047-387-1550 047-387-1629 管理牧師 主教 入江　修

嘱託 司祭 三原　一男

18 柏聖アンデレ教会 270-1167 我孫子市台田3-3-8 04-7184-4230 04-7184-4230 管理牧師 司祭 渡部　明央

19 千葉復活教会 260-0027 千葉市中央区新田町5-8 043-242-3172 043-242-3172 牧師 司祭 田澤　利之

20 福田聖公会 286-0843 成田市下福田73 0476-22-6738 0476-22-6738 管理牧師 司祭 田澤　利之

嘱託 執事 眞栄田　肇

22 茂原昇天教会 297-0026 茂原市茂原581 0475-22-3074 0475-22-3092 管理牧師 主教　 入江　修

嘱託 司祭 岡野　保信

23 八日市場聖三一教会 289-2144 匝瑳市八日市場イ2557 0479-72-0080 0479-72-0080 牧師 司祭 吉田　仁志

24
九十九里ホーム
聖マァガレット礼拝堂 289-2147 匝瑳市飯倉21番地 司祭 吉田　仁志

25 銚子諸聖徒教会 288-0815 銚子市三崎町1-1858 0479-23-2580 0479-23-2580 牧師 司祭 前田　浩

26 館山聖アンデレ教会 294-0045 館山市北条1677 0470-22-1357 0470-22-1357 牧師 司祭 中山　茂

27 南三原聖ルカ教会 299-2712 南房総市和田町海発1527 管理牧師 司祭 中山　茂

28 安房大貫キリスト教会 295-0013 南房総市千倉町大貫336 管理牧師 司祭 中山　茂

29 鴨川聖フランシス教会 296-0002 鴨川市前原251 04-7092-2375 04-7092-2375 管理牧師 司祭 中山　茂

30 沼津聖ヨハネ教会 410-0038 沼津市三芳町3-14 055-962-5471 055-962-5471 牧師 司祭 窪田　真人

31 清水聖ヤコブ教会 424-0831 静岡市清水区入江3-1-24 054-363-0180 054-363-0180 管理牧師 司祭 宇津山　武志

32 静岡聖ペテロ教会 420-0865 静岡市葵区東草深町1-14 054-246-8013 054-246-8013 牧師 司祭 宇津山　武志

33 島田伝道所 管理牧師 司祭 宇津山　武志

33 浜松聖アンデレ教会 432-8022 浜松市中区山手町6-14 053-453-4376 053-453-4376 牧師 司祭 吉川　智之

34 伊豆聖マリヤ教会 414-0026 伊東市竹の台6-13 0557-37-3025 0557-37-3025 管理牧師 司祭 窪田　真人

35 甲府聖オーガスチン教会 400-0016 甲府市武田3-1-14 055-252-5276 055-267-7555 牧師 司祭 眞野　玄範

36 清里聖アンデレ教会 407-0301 北杜市高根町清里3545 0551-48-2113 0551-48-3123 牧師 司祭 大野　清夫

37 長坂聖マリヤ教会 408-0021 北杜市長坂町長坂上条2056-11 0551-32-2441 0551-32-2441 管理牧師 司祭 眞野　玄範

（連絡先：九十九里ホーム）

（連絡先：館山聖アンデレ教会）

（連絡先：館山聖アンデレ教会）

【　静　岡　県　】

【　山　梨　県　】

（連絡先：静岡聖アンデレ教会）

日本聖公会横浜教区　　教会・伝道所・礼拝堂一覧

2020年12月11日現在

【　神　奈　川　県　】

（連絡先：平塚聖マリヤ教会）

【　千　葉　県　】

（IP電話　050-1574-4396）



221-0852 横浜市神奈川区三ツ沢下町14-57 045-321-4988 045-321-4978 総務主事 司祭 島田　征吾

財務担当 松本　夢子

宗務担当 髙橋　紀道

書記担当 阪田　隆一

聖マルコ幼稚園 251-0037 藤沢市鵠沼海岸7-10-20 0466-34-5315 0466-34-5315 園長 黒岩　聖子

学校法人聖公会聖十字学園 250-0013 小田原市南町2-2-45 0465-22-8702 0465-22-8702 理事長 中林　三平

花園幼稚園 園長 小室　久仁子
社会福祉法人エリザベス・
サンダース・ホーム 255−0003 神奈川県中郡大磯町大磯1121 0463-74-5918 0463-74-5919 理事長 宮崎　道忠

認定こども園あおばと 園長 宮崎　道忠

市川聖マリヤ幼稚園 272-0021 市川市八幡3-19-12 047-323-5371 047-323-5371 園長 宮﨑　眞琴

双葉幼稚園 260-0027 千葉市中央区新田町5-8 043-242-4933 043-242-4933 園長 佐藤　佐由里

学校法人聖公会聖アンデレ学園 297-0024 茂原市八千代1-11-1 0475-22-3210 0475-22-3116 理事長 伊藤　秀世

エンゼル幼稚園 園長 柳瀬　伸子

学校法人聖公会聖ヨハネ学園 410-0038 沼津市三芳町3-14 055-963-7538 055-963-7545 理事長 宮崎　道忠

四恩幼稚園 園長 藤本　昭子

社会福祉法人九十九里ホーム 289-2147 千葉県匝瑳市飯倉106-1 0479-85-5852 0479-85-5853 理事長 井上　峰夫

飯倉駅前あかしあこども園 園長 藍　恒子

聖アンデレ保育園 294-0045 館山市北条1677 0470-23-5573 0470-23-5473 園長 福原　純子

社会福祉法人ろばの会 288-0815 銚子市三崎町1-1858-2 0479-25-1121 0479-25-1153 理事長 司祭 田澤　利之

聖母保育園 園長 下谷　浩子
公益財団法人キープ協会
清里聖ヨハネ保育園 407-0301 北杜市高根町清里3545 0551-48-2558 0551-48-2557 園長 三澤　裕美

学校法人聖ステパノ学園 255-0003 中郡大磯町大磯868 0463-61-1298 0463-61-9739 理事長 小川　正夫
社会福祉法人
エリザベス・サンダース・ホーム 255-0003 中郡大磯町大磯1152 0463-61-0007 0463-61-7000 理事長 宮崎　道忠

施設長 山田　和信

社会福祉法人聖ヒルダ会 245-0062 横浜市戸塚区汲沢町1060 045-864-5933 045-862-1914 理事長 司祭 相澤　牧人

　ベタニヤホーム 施設長 村井　恵子

社会福祉法人九十九里ホーム 289-2147 匝瑳市飯倉21番地 0479-72-1400 0479-72-1500 理事長 井上　峰夫

法人本部 専務理事 江波戸　美代

公益財団法人キープ協会 407-0301 北杜市高根町清里3545 0551-48-2114 0551-48-3575 理事長 浅田　豊久

社会福祉法人福光会 253-0006 茅ケ崎市堤2552 0467-52-8526 0467-54-6337 理事長 和田　直煕

児童養護施設子どもの園 園長 和田　直煕

社会福祉法人進和学園 254-0913 平塚市万田475 0463-32-5325 0463-35-7642 理事長 出縄　守英

教務所

【　保　育　園　】

【　そ　の　他　】

【　幼　稚　園　】


