
１０月 １日 （月） 午後 2:00 （東京）

２日 （火） 午後 1:30 （教区会館）

３日 （水） 午後 1:30 （教区会館）

４日 （木） 午前 10:30 道による社会福祉法人監査 （教区会館）

５日 （金） 午後 1:15 日本宗教者平和会議理事会 （京都）

６日 （土） 午後  1:00 （教区会館）

午後 6:00 （教区会館）

７日 （日） 午前 10:30 小樽聖公会

８日 （月） 午前  10:00 （名古屋）

９日 （火） 午後 1:30 （教区会館）

１０日 （水） 午前 10:30 （主教座聖堂）

１１日 （木） 午後 7:00 （札幌キリスト教会）

礼拝研修会 （深川聖三一教会）

１４日 （日） 午前 10:30 岩見沢聖十字教会

午後 美唄聖アンデレ教会

１５日 （月） 午前 8:40 神愛園手稲・星置ハイツ朝の礼拝講話

（札幌キリスト教会）

２１日 （日） 午前 10:30

２２日 （月） 午後 6:30 （教区会館）

２４日 （水） 午前  9:00

午前 10:30

　　２５日　　　　　（木） 午後  3:00 聖公会神学院理事会 （東京）

２６日 （金） 午後 3:00 （東京）

〃

〃

日本宗教者平和会議総合企画委員会

主教日程

１０日（水）～１２日（金） 日本聖公会人権セミナー （北海道教区）

２０１２年度　第２世紀宣教標語

１２日（金）～１３日（土）

神学生養成委員会

１０月逝去教役者レクイエム

八角堂の集い

社会福祉法人聖公会北海道福祉会理事会

各教会会計担当者会議
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    　　　　　  喜ぶ人と共に喜び、

　　　　　　　　　　　泣く人と共に涙を流す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ローマの信徒への手紙 　１２章１５節）
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 日本聖公会北海道教区

　　　　　　　　　　　　　　　教区事務所報

立教学院理事会

中部教区成立１００周年記念礼拝

人権について考え祈る集い

学校法人聖公会北海道学園理事会

日本聖公会主教会

教区修養会

〃 道央分区牧師会（札幌キリスト教会）　　　　　　　　　

宣教活動推進部会

（横浜）

苫小牧聖ルカ教会

神愛園清田・シャローム羊が丘朝の礼拝講話

１９日（金）～２０日（土）

１６日（火）～１８日（木）



２８日 （日） 午前 10:30 札幌キリスト教会

２９日 （月） 使徒聖シモン、使徒聖ユダ日聖餐式

３０日 （火） 午前 10:00 「いっしょに歩こう　プロジェクト」運営委員会 （仙台）

１１月 １日 （木） 午後 1:30 教区常置委員会 （教区会館）

10月 2日 （火） 午後 1:30 社会福祉法人聖公会北海道福祉会理事会 於： 教区会館

午前 10:30 於： 教区会館

３日 （水） 午後 1:30 於： 教区会館

４日 （木） 道による社会福祉法人監査 於： 教区会館

５日 （金） 午後 1:00 北海の光編集会議 於： 教区会館

６日 （土） 午後 1:00 各教会会計担当者会議 於： 教区会館

午後 6:00 於： 教区会館

於： 小樽聖公会

９日 （火） 午後 1:30 於： 教区会館

１０日 （水） 午前 10:30 於： 主教座聖堂

於： 北海道教区

１１日 （木） 午後 7:00 於： 札幌キリスト教会

礼拝研修会 於： 深川聖三一教会

１６日 （火） 午前 11:00 於： 札幌キリスト教会

於： 札幌キリスト教会

２２日 （月）

午後 6:30 於： 教区会館

２４日 （水） 午前 10:30 道央分区牧師会 於： 札幌キリスト教会

２７日 （土）

１１月 １日 （木） 午後 1:30 教区常置委員会 於： 教区会館

☆  １０月６日（土）午後１時からの会計担当者会議は、教区内の全教会から会計担当者にお集まりいただく会議です。

　　教区会を前に一般会計の決算、予算、各教会の奉献額などを話し合います。各教会においてご検討の上、

　　ご出席下さい。

教区行事

教区婦人会役員会

神学生養成委員会

八角堂の集い

６日（土）～７日（日） ユースアッセンブリー・リユニオン

〃

〃

１２日（金）～１３日（土）

ナザレ修女会会友会

１９日（金）～２０日（土） 教区修養会

　　各教会で声明文を掲示して下さい。

☆ 日本聖公会正義と平和委員会より「オスプレイ配備」についての声明が出されました。

神愛園そらのとり喫茶奉仕

宣教活動推進部会

札幌キリスト教会音楽会

〃

教区ニュース

学校法人聖公会北海道学園理事会

１０月逝去教役者レクイエム

１０日（水）～１２日（金） 日本聖公会人権セミナー

人権について考え祈る集い



☆  １０月１０日（水）～１２日（金）管区主催「１０１２年日本聖公会人権セミナー」が北海道で開催されます。

  　　特に１１日（木）午後７時より、教区宣教活動推進部と共催の「人権について考え祈る集い」も一般に

☆ １０月１６日（火）午前１１時から午後３時までナザレ修女会会友会リトリートが札幌キリスト教会にて開かれます。

　　ナザレ修道院から順霊母様、マナ修練女様が来られます。ともに祈り、霊性の養いをいただくことを

　　目的としています。

☆１０月１日　第７１（定期）教区会の開催公示が出されます。

☆中部教区は１０月７～８日教区成立１００周年を祝います。

　 母教会であるカナダ聖公会からフレッド・ヒルツ首座主教、また大韓聖公会の金根祥首座主教

　　も来られます。お祈りください。

　　

主にある霊の平安を祈ります

９日 司　祭 トマス

１０日 主　教 ミカエル

１５日 伝道師

２０日 司　祭 ヨハネ

２１日 伝道師

２２日 司　祭 ダビデ 江口　　博

石川　光子（結婚後三浦光子）１９６８年（Ｓ４３）

２００３年（Ｈ１５）

１９４５年（Ｓ２０）

１９７０年（Ｓ４５）

森安　延衛

笠間　伊太郎１９０１年（Ｍ３４）

１９７５年（Ｓ５０）

　10月逝去記念を迎える教役者

　　門戸が開かれます。皆様多数お集まり下さい。会場は、札幌キリスト教会です。

　　他教区ニュース

芥川　寿哉

八代　斌助


