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２０１３年度 第２世紀宣教標語

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）

主教日程
12月

１日 （日） 午前 10:30 札幌聖ミカエル教会
３日 （火） 午後
〃

午後

４日 （水） 午後
５日 （木）
６日（金）～７日（土）

８日 （日） 午前

1:30 社会福祉法人聖公会北海道福祉会理事会

（教区会館）

4:30 宣教協議会参加者の集い

（教区会館）

1:30 学校法人聖公会北海道学園理事会

（教区会館）

北見聖ヤコブ教会墓地聖別式

（北見）

各教区財政担当者連絡協議会

（管区事務所）

8:00 札幌キリスト教会

午前 10:30 札幌キリスト教会
９日 （月） 午後

2:00 聖公会神学院理事会

１１日 （水） 午前 10:30 １２月逝去教役者レクイエム

（管区事務所）
（主教座聖堂）

〃

午後

2:15 神愛園手稲クリスマス

〃

午後

5:00 常置委員会

（教区会館）

3:00 立教学院理事会

（東京）

１３日 （金） 午後

１５日 （日） 午前 10:30 苫小牧聖ルカ教会
１６日 （月） 午前

8:40 神愛園手稲・星置ハイツ朝の礼拝講話

１７日 （火） 午前 10:30 道央分区牧師会
２１日 （土）

（札幌キリスト教会）

使徒聖トマス日 聖餐式

２２日 （日） 午前 10:30 新札幌ニコラス教会
２４日 （火） 午後 10:00 クリスマスイブ深夜礼拝

（札幌キリスト教会）

２５日 （水） 午前 10:30 降誕日礼拝

（札幌聖ミカエル教会）

２６日 （木）

聖ステパノ日 聖餐式

２７日 （金）

福音記者使徒聖ヨハネ日 聖餐式

２８日 （土）

聖なる幼子の日 聖餐式

２９日 （日）
３１日 （火） 午後 11:45 大晦日除夜礼拝

（札幌聖ミカエル教会）

教区行事
１２月

３日 （火） 午後
〃

午後

４日 （水） 午後
〃

午後

１１日 （水） 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

4:30 宣教協議会参加者の集い

於：教区会館

1:30 学校法人聖公会北海道学園理事会

於：教区会館

1:00 北海の光編集委員会

於：教区会館

10:30 １２月逝去教役者レクイエム

於：主教座聖堂

〃

午後

2:15 神愛園手稲クリスマス

於：神愛園手稲

〃

午後

5:00 常置委員会

於：教区会館

１７日 （火） 午前

10:30 道央分区牧師会

於：札幌キリスト教会

教区ニュース
☆ 北海道教区第７２（定期）教区会は、１１月２２日（金）～２３日（土）に開催され、すべての報告が承認され、
議案も可決されました。新常置委員には広谷和文司祭、大町信也司祭、李 香男司祭
遠藤淳治さん（札幌聖ミカエル教会）、沖田京子さん（札幌キリスト教会）、津田武典さん（新札幌聖ニコラス教会）
がえらばれました。次点は飯野正行司祭、久末隼一さん（旭川聖マルコ教会）となりました。
☆ 教区会後の臨時常置委員会で、今教区会期の常置委員長は広谷和文司祭、書記には
沖田京子さんが就任されました。
☆ 日本聖公会総会代議員は、広谷和文司祭、大町信也司祭、津田武典さん、久末隼一さんが選出されました。
次点には木村夕子司祭、遠藤淳治さんとなりました。
☆ 八角堂の集いは、１２月は休みです。
☆ 神愛園手稲の「そらのとりクリスマス」は１２月１１日（水）午後２時１５分からです。どうぞ出来るだけ多くの方が

ご参加くださいますように。
☆ 来年度の信徒奉事者の認可申請は、年内に主教までお申し出下さい。
☆ 教区事務所は、年末年始１２月２９日（日）～１月５日（日）までお休みとなります。
緊急の連絡は教区事務所主事の横山明光司祭（岩見沢聖十字教会）、 または主教館まで。
☆ 教区内諸部会・委員会において依頼した講師に謝礼をお支払いする場合、
源泉徴収の関係がありますので、教区事務所までご一報下さい。
☆ 平成２５年度分の年末調整関係の書類は、期日厳守でご返送下さい。

（期日より遅れた場合は、各自で確定申告をしなければなりません。）

管区、他教区ニュース
☆代祷をお願い致します。
・大阪教区司祭按手式 １２月２日（月）午前10:30

聖贖主教会

クリストファー奥村貴光 執事が司祭に叙任されます。
・京都教区聖職按手式 １２月１３日（金）午前10：30 主教座聖堂（聖アグネス教会）
エレナ 古本みさ 聖職候補生が執事に
ヨハネ 荒木太一 執事が司祭に叙任されます。
聖霊のお導きが豊かにありますように。

12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

１日

１９５４年（Ｓ２９）

司 祭

岡村 国夫

４日

１９８４年（Ｓ５９）

司 祭

ノーマン Ｄ．スミス

５日

１９８９年（Ｈ０１）

司 祭

ｳｲﾘｱﾑ

９日

１９７９年（Ｓ５４）

司 祭

１１日

１９５７年（Ｓ３２）

伝道師

北野 幸太郎

１４日

１９１３年（Ｔ０２）

伝道師

津田 四郎平

２０日

１９２５年（Ｔ１４）

司 祭

大井 浅吉

２３日

１９４８年（Ｓ２３）

執 事

２４日

１９２４年（Ｔ１３）

伝道師

永久保秀二郎

２４日

１９４８年（Ｓ２３）

司 祭

荒木 蕃三

３０日

１９１３年（Ｔ０２）

司 祭

ウォルター デニング

３０日

１９４２年（Ｓ１７）

司 祭

大矢 敬香

ヤコブ

マルコ

ディビット エディ

木村 光二

前川 修

