
３月 1日 （金）

２日 （土） 午後 2:00

午後 6:00

３日 （日） 午前 10:30

午後 2:00

８日 （金） 午後 4:00

１０日 （日） 午前 10:30

午後  3:00 有珠聖公会

１１日 （月） 午後 1:00

１３日 （水）

１４日 （木） 午後 1:30 社会福祉法人聖公会北海道福祉会理事会

１５日 （金） 午後  3:00

１７日 （日） 午後 5:00 神学生を囲む会 （教区会館）

１８日 （月） 午前 10:30

英国

２１日 （木） カンタベリー大主教就任式（カンタベリー）

２４日 （日）

２５日 （月）

２６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

２７日 （水） 午後 2:00 聖公会神学院理事会（東京）

２８日 （木） 午前 10:30 聖木曜日　聖餐式（司祭按手誓約更新、オリーブ油聖別）

（主教座聖堂）

２９日 （金） 正午 聖金曜日礼拝（十字架上の七聖語）

説教／大友正幸司祭　、飯野正行司祭

３１日 （日） 午前 10:30 復活日礼拝

聖餐制定・洗足記念聖餐式

世界祈祷日礼拝

聖公会神学院卒業礼拝

八角堂の集い （教区会館）〃

礼拝委員会との懇談 （教区会館）

〃 平取聖公会

東日本大震災２周年記念礼拝（郡山聖ペテロ聖パウロ教会）

室蘭聖マタイ教会

〃

１９日（火）～２３日（土）

道央分区牧師会 （札幌キリスト教会）

２０１３年度　第２世紀宣教標語

Ｎ０，518

復活前主日

（札幌キリスト教会）

立教学院理事会（東京）

（教区会館）

新冠聖フランシス教会

復活前月曜日聖餐式

世界宗教者平和会議日本委員会理事会（関西）

（仙台オフィス）

（北見聖ヤコブ教会）

〒001-0015　札幌市北区北１５条西５丁目１番１２号　℡011-717-8181　FAX011-736-8377

２０１３年　３月

    　　　　　  確かに未来はある

　　　　　　　　　　　あなたの希望が断たれることはない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（箴言 　２３章１８節）

 日本聖公会北海道教区

主教日程

　　　　　　　　　　　　　　　教区事務所報



３月 １日 （金）

２日 （土） 午後 2:00

午後 6:00

４日 （月） 午後 1:00

１３日 （水） 午前 10:30

説教／

１４日 （木） 午後 1:30

１７日 （日） 午後 5:00 神学生を囲む会

１８日 （月） 午前 10:30

１９日 （火） 午後 2:00

２８日 （木） 午前 10:30 聖木曜日　聖餐式（司祭按手誓約更新、オリーブ油聖別）

於：主教座聖堂

２９日 （金） 正午 聖金曜日礼拝

☆この春の人事異動の公示が出ています。  

　礼拝があります。

　カンタベリー大主教  就任式に、日本聖公会首座主教として出席するため１９日に渡英し、２３日に帰国します。

☆３月２日（土）午後２時から、聖公会神学院の第９５回卒業礼拝があります。北海道教区の永谷亮聖職候補生

☆３月２９日（金）聖金曜日（受苦日）正午から午後３時まで、札幌キリスト教会において、道央分区合同の聖金曜日

☆３月２８日（木）午前１０時３０分より主教座聖堂において、聖木曜日の聖餐式があり、その中で司祭按手の

　誓約更新とオリーブ油の祝別があります、聖職の方々はどうぞ式服（祭色：白）をご用意下さい。

☆  ３月１７日（日）午後５時より、教区会館にて神学生を囲む会が行われます。良い交わりの時を

　なります。

　が卒業し、また広谷和文司祭は今月末で校長を退任されます。お二人とも北海道教区に戻ってきます。　　　

☆３月１４日（社法）、３月１９日（学法）の理事会があります。新年度予算・補正予算、理事改選が主な議題と

☆  ３月１０日（日）は、どの教会でも東日本大震災２周年を覚えてお祈りください。３月１１日は、植松主教は

於：札幌キリスト教会

八角堂の集い

社会福祉法人聖公会北海道福祉会理事会 於：教区会館

道央分区牧師会 於：札幌キリスト教会

聖餐制定・洗足記念聖餐式

於：教区会館

於：教区会館

学校法人聖公会北海道学園理事会 於：教区会館

教区行事

北海の光編集会議　

３月逝去教役者レクイエム　 　　　    

聖公会神学院卒業礼拝

於：主教座聖堂

☆３月１４日（木）、ウイリアムス神学館卒業礼拝があります。

　またその際に、昨年お渡しした聖油の容器をご持参下さい。信徒の方々もどうぞお出で下さい。

　　持ちましょう。会費５００円。持ち込み歓迎です。

☆植松主教は、３月２１日に英国カンタベリー大聖堂で行われるジャスティン・ウィルビー師父の

世界祈祷日礼拝

　　福島県郡山聖ペテロ聖パウロ教会で東日本大震災２周年記念礼拝に参列します。。

☆３月１日～１１日、内海信武司祭が釜石支援センターに派遣されます。

教区ニュース

於：教区会館

池田　亨司祭



３月 １６日 （土） 　聖ミカエル幼稚園、苫小牧聖ルカ幼稚園

３月 １８日 （月）
　 ２１日 （木）

３月 １６日 （土）
　 ２２日 （金）

２３日 （土）

３月 １7日 （日）
　 ２０日 （水）

　３月逝去記念を迎える教役者 主にある霊の平安を祈ります

　　２日 １９８９年 （Ｈ０１） 司　祭 　パウロ  遠藤　　喬

　　７日 １８９２年 （Ｍ２５） 伝道師 アレキシス 水科　五郎

　１０日 ２００７年 （Ｈ１９） 司　祭 ベバリー　Ｄ　タッカー

　１６日 １９２３年 （Ｔ１２） 伝道師 西村　ヒサ

　１７日 １９７０年 （Ｓ４５） 伝道師 フローレンス エリザベス ガーデナー

　１８日 ２０１２年 （Ｈ２４） 司　祭 吉川　孝

　１８日 １９６６年 （Ｓ４１） 司　祭 ウイリアム アーネスト リーブ

　２６日 １９５３年 （Ｓ２８） 司　祭 岸本　隆一

　２９日 １９４２年 （Ｓ１７） 伝道師　 グレース スチュアート スティブンソン

　３０日 １９４９年 （Ｓ２４） 伝道師 中村　熊次郎

　 １９５１年 （Ｓ２６） 司　祭　 ジョージ セシル ニベン

　 （１９１８年 （Ｔ０７） 主教夫人 　Ｈ．アンデレス）

のためにお祈り下さい。

　執事に按手される
２０１３年３月２０日（水）午前１０時３０分　沖縄教区　主教座聖堂　三原聖ペテロ聖パウロ教会

☆  教区会のためにお祈りください

　帯広聖公会幼稚園 

☆  年度末を迎え、各園では、卒園式が行われます。幼稚園・保育園を卒園される園児とご家族の
     うえに神様のお恵みと祝福が豊かにありますようにお祈りください。

  岩見沢聖十字幼稚園

☆聖職（執事）按手式

  バチラー保育園、深川あけぼの保育園

 幼稚園卒園式

　紋別幼稚園

　保育園卒園式

　釧路頌栄保育園

ルシア　並里輝枝　聖職候補生
グロリア　西平　妙子　聖職候補生

  旭川頌栄保育園

　管区、他教区ニュース

東京教区　第１２０（定期）教区会
大阪教区　第１０9（臨時）教区会


