
１０月３０日 （水）～１１月１日（金）聖職按手リトリート

11月 １日 （金）

２日 （土） 午後 6:00 八角堂の集い （教区会館）

3日 （日） 午前 10:30

午後  2:00 平取聖公会

　４日 （月） 午前 10:30 司祭按手式

秋季教役者会 （定山渓）

　６日 （水） 午前 10:30

１０日 （日） 午前 10:30

午後 6:00 今金インマヌエル教会

１３日 （水） 午前 10:30 １１月逝去教役者レクイエム

道央分区牧師会

１４日 （木） 午前 10:30 （教区会館）

１５日 （金） 午後 3:00 立教学院理事会 （東京）

１６日 （土） 午後  2:00 聖婚式

１７日 （日） 午前 10:30

午後 2:30

２０日 （水） 午前 9:00

２１日 （木） 午前 10:00

２３日 （土）

２４日 （日） 午前 10:30

午後 3:00

２６日 （火） 午後 5:00 日本聖公会常議員会

２７日 （水）

３０日 （土）

２０１３年度　第２世紀宣教標語

（札幌キリスト教会）

（主教座聖堂・札幌キリスト教会）

〒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１１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

　　　　　　　　　　　         　　　　教区事務所報 Ｎ０，526

（留萌キリスト教会）

（札幌キリスト教会）レクイエム後

新冠聖フランシス教会

（主教座聖堂）

主教日程

諸聖徒日　聖餐式

札幌キリスト教会

　４日（月）～６日（水）

〃

第１回（臨時）常置委員会（教区会後）

〃

〃

２２日（金）～２３日（土）

深川聖三一教会

留萌キリスト教会

北海道教区第７２（定期）教区会

岩見沢聖十字教会

美唄アンデレ教会

テゼ黙想と祈りの集い

吉野暁生司祭初聖餐式

教区婦人会新役員任命式

神愛園清田・シャローム羊が丘朝の礼拝講話

使徒聖アンデレ日聖餐式

（主教座聖堂・札幌キリスト教会）

道による社会福祉法人聖公会北海道福祉会監査

（東京　管区事務所）

（札幌キリスト教会）

（札幌キリスト教会）



１０月３０日（水）～１１月１日（金）聖職按手リトリート 於：留萌キリスト教会

11月 １日 （金） 諸聖徒日　聖餐式

２日 （土） 午後 6:00 於：教区会館

４日 （月） 午前 10:30 司祭按手式

於：定山渓

５日 （火） 午後 1:00 於：教区会館

６日 （水） 午前 10:30

１３日 （水） 午前 10:30 於：主教座聖堂

道央分区牧師会 於：札幌キリスト教会

　　１４日  　　　　　　　　　　　　（木） 午前 10:30 教区婦人会新役員任命式 於：教区会館

　　２１日  　　　　　　　　　　　　（木） 午前 10:00

於：札幌キリスト教会

　　２３日  　　　　　　　　　　　　（土） 於：札幌キリスト教会

日 （　） 午後 1:30 於：教区会館

☆１１月４日（月）午前10時30分より、サムエル吉野暁生執事の司祭按手式が

  札幌キリスト教会であります。説教は藤井八郎司祭、式典長は池田享司祭です

☆北海道教区第７２（定期）教区会が１１月２２日（金）～２３日（土）、札幌キリスト教会で

  あります。

☆秋季教役者会は、１１月４日の司祭按手式のあと、定山渓に移動して２泊３日

　で開かれます。

　

　東北教区東日本大震災被災者支援室『だいじに・東北」より既に、ご案内が各教会に届いていると思います

　が、このたび東北教区より再度の依頼が有りましたのでお知らせいたします。

　・２０１４年カレンダー（１部１．０００円）　　　申込締切　１１月２２日（金）（第２回）/　１２月１３日（金）（第３回）

北海の光編集委員会　

教区常置委員会

教区行事

八角堂の集い

　　４日（月）～６日（水）　　　　 秋季教役者会

吉野暁生司祭初聖餐式

於：主教座聖堂・札幌キリスト教会

於：主教座聖堂・札幌キリスト教会

☆『まどかカレンダー２０１４』購入支援のお願い　

(レクイエム後)

道による社会福祉法人聖公会北海道福祉会監査

１１月逝去教役者レクイエム　 　　　    

北海道教区第７２（定期）教区会

第１回（臨時）常置委員会（教区会後）　

〃

教区ニュース

２２日（金）～２３日（土）



☆日本聖公会のすべての教区で下記のように教区会が開かれます。

東北教区、横浜教区、九州教区、沖縄教区

北関東教区、東京教区、中部教区、京都教区、大阪教区

どうぞ覚えてお祈りください。

主にある霊の平安を祈ります

１日 　司　祭　 ジェームズ　ウイリアムス

１日 主　教 ウォルター　アンデレス

１日 主　教 ライト

２日 伝道師

３日 執　事 ヨセフ

７日 執　事 ペテロ

１２日 伝道師

１４日 伝道師 マリア

１７日 伝道師

１８日 伝道師

１９日 伝道師

１９日 伝道師

１９日 主　教

２１日 執　事

２６日 司　祭

２６日 伝道師

　

鈴木　善四郎

アンナ　マリア　タプソン１９４０年（Ｓ１５）

アンナ Ｍ． エバンス

町田　巌

中西　弘

鈴木　雅彦

松本　ジョウ

モリー　ブラウンロー

渡辺　誠

富田　恒躬

１９５１年（Ｓ２６）

１９６１年（Ｓ３６）

前川　真二郎１９５３年（Ｓ２８）

１９８９年（Ｈ０１）

１９２３年（Ｔ１２）

１９７８年（Ｓ５３）

１９１８年（Ｔ０７）

１９４８年（Ｓ２３）

１９７２年（Ｓ４７）

１９４０年（Ｓ１５)

ルーシー　ペイン

西田　喜一

１９１２年（Ｍ４５）

１９９７年（Ｈ０９）

ゴードン　ジョン　ウォルシュ

 神戸教区

１９３２年（Ｓ０７）

１９３２年（Ｓ０７）

１１月２３日

１１月２２～２３日　

　管区、他教区ニュース

１９２０年（Ｔ０９）

　11月逝去記念を迎える教役者



３日

５日

７日

１１日

１４日

１７日 小貫　雅夫司祭

　〃　 内海　鏡子姉

２０日 細矢　勝司執事

２１日 阿部　芳克司祭

２８日 池田　幸平兄

　　　おめでとうございます。

　教役者専用　（11月）

☆  定期健診を受診された方は、教区事務所にコピーをお送りください。

☆  11月誕生日を迎える方々のうえに主のお恵みと祝福をお祈りいたします。

横山　明光司祭

雨宮　大朔司祭

李　　叡斌姉

福島　シゲ姉

藤井　直姉

   年に一度は健康診断をぜひお受けください。


