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～ 主のご復活 おめでとうございます ～ 
 

◆ 教区主教 巡杖 

4日（日）    静岡聖ペテロ教会 

11日（日）  平塚聖マリヤ教会 

18日（日）   鴨川聖フランシス教会 

25日（日）  茂原昇天教会 

28日（水）  島田伝道所（静岡県ホームミッション合同礼拝） 

 

◆ 教区主教 日程 

1日（木）  聖木曜日 聖油聖別・再誓約 聖餐式（10:30 主教座聖堂） 

6日（火）  協働主事会（14:00 WEB） 

13日（火）   常置委員会（16:00 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） 

16日（金）  同宗連総会（京都） 

17日（土）  管区ハラスメント防止対策担当者会（10:00 WEB） 

20日（火）  中日本宣教協働区協働委員会（10:00 WEB） 

 

◆ 諸行事・諸集会 

1日（木）  聖木曜日 聖餐式【聖油聖別と司祭按手の誓約更新】 

（10:30 主教座聖堂） 

聖母保育園入園式（銚子） 

3日（土）  清里聖ヨハネ保育園入園式 

5日（月）  聖アンデレ保育園入園式（館山） 

6日（火）  教区報編集委員会 

協働主事会（14:00 WEB） 

7日（水）  双葉幼稚園入園式（千葉） 

8日（木）  聖マルコ幼稚園入園式（藤沢） 

9日（金）  四恩幼稚園入園式（沼津） 

あかしあこども園入園式（九十九里） 

10日（土）  認定こども園あおばと入園式（大磯） 

13日（火）  市川聖マリヤ幼稚園入園式 

エンゼル幼稚園入園式（茂原） 

花園幼稚園入園式（小田原） 

常置委員会（16:00 WEB） 
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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） 

礼拝音楽委員会(13:30 WEB) 

17日（土）  青少年担当者会(14:00 WEB) 

18日（日）  会計検査（14:00 教務所） 

24日（土）  中高生プログラム準備会(10:30 WEB) 

25日（日）  財政部会（14:30 WEB） 

28日（水）  静岡県ホームミッション合同礼拝 

（11:00 島田市地域交流センター歩歩路（ぽぽろ）） 

祈りの家運営委員会（13:30 祈りの家） 

 

※コロナ感染の影響により主教巡杖の取止めや日程変更の場合があります。 

 

◆公示 

〇司祭 マルコ 河﨑 望 

2021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。 

 

〇司祭 ヤコブ 三原 一男 

2021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。 

 

〇司祭 ステパノ 岡野 保信 

2021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。 

 

〇執事 ヨナ 眞栄田 肇 

2021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。 

 

〇マッテヤ 田島 利男 （川﨑聖パウロ教会信徒） 

4月14日付で信徒奉事者に認可する。ただし、法規第63条第5項に基づき、任期を1年とす

る。 

 

〇2021年4月28日付で、島田伝道所の伝道所設立認可を取り消す。 

 

 

◆特別信施 

〇「エルサレム教区のため」 4月 2日（金）聖金曜日（受苦日） 

当日の信施は教区へお送りください。 

〇「神学校のため」 4月25日（日）復活節第4主日 

当日の信施は管区へお送りください。 
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◆教区ホームページへの掲載データについて 

教区ホームページに掲載する案内などは総務主事へお送りください。案内などの掲載形式

が変わりますので、PDFではなくワードやテキストなどの元データでお送りくださいますよ

うお願いいたします。 

 

◆予防接種の費用 

2021年4月から、インフルエンザ等の予防接種費用を全額教区負担といたします。 

 

◆教務所 

4月2日（金）聖金曜日はお休みになります。 

4月5日（月）から通常勤務シフトに戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 教区教役者・関係者逝去者 

司祭   山田
ヤマダ

 安問
アモン

 1924 年 4 月 24 日 

司祭 ジェームズ M. ボールドウィン 1927 年 4 月 14 日 

司祭 アンデレ 一色
イッシキ

 榴吉
トメキチ

 1944 年 4 月 24 日 

伝道師 ミス C.G. ルーシィ ネヴィル 1964 年 4 月 18 日 

司祭 イスラエル・ヤコブ 加藤
カトウ

 泰治
ヤスハル

  1970 年 4 月 16 日 

司祭 ヨハネ 小貫
オヌキ

 安貞
ヤスサダ

 1971 年 4 月 16 日 

司祭 ヨハネ 木村
キムラ

 信一
シンイチ

 1978 年 4 月 15 日 

司祭 パウロ 佐伯
サエキ

 博厚
ヒロアツ

 1990 年 4 月 12 日 

司祭 フランシス 松原
マツバラ

 喜七
キシチ

 1991 年 4 月 8 日 

司祭 R.ノーマン ワイブレイ  1998 年 4 月 15 日 

伝道師 マリヤ・マグダレン 神崎
カンザキ

  幸子
ユキコ

 2007 年 4 月 23 日 

※逝去者記念聖餐式は、4 月 15 日（木）午前 10 時から主教座聖堂にて行われます。 

 


