
４月 １日 （水） 復活前水曜日　聖餐式

２日 （木） 午前 10:30 （主教座聖堂）

聖木曜日聖餐制定記念聖餐式

３日 （金） 正午 聖金曜日　　聖餐式

十字架上の７聖語礼拝 （札幌キリスト教会）

４日 （土） 復活前日　　聖餐式

午後 6:00 八角堂の集い （教区会館） 

５日 （日） 午前 10:30 復活日　　岩見沢聖十字教会・美唄聖アンデレ教会合同礼拝

６日 （月）

７日 （火） 午後 2:00  （東京　聖公会神学院）

８日 （水） 午前 10:30 復活後水曜日　４月逝去教役者記念式（聖餐式）

説教者：三澤康二司祭

９日 （木） 世界宗教者平和会議「イスラームと日本の宗教者との対話」  （東京）

午後 6:30 宣教活動推進部会 （教区会館） 

１０日 （金） 復活後金曜日　聖餐式

午後 6:00 今金インマヌエル教会　種の祝福礼拝

１２日 （日） 午前 10:30

１４日 （火） 午後 1:30 教区常置委員会 （教区会館） 

１５日 （水） 午前 10:30 道央分区牧師会 （札幌聖ミカエル教会）

午後 3:00 ミッション・ツゥ・シーフェアラーズ総主事との協議会　　（教区会館）

１７日 （金） 午後 3:00 （大阪）

１８日 （土） 午前 10:00 大阪教区主教按手式 （川口基督教会）

１９日 （日） 午前 10:30 苫小牧聖ルカ教会

２０日 （月） 午前 8:40 神愛園手稲・星置ハイツ朝の礼拝講話  （東京）

２１日 （火） 午後 5:00 管区常議員会  （東京・管区事務所）

２４日 （金） 午後 6:30 宣教活動推進部会 （教区会館） 

２５日 （土） 福音記者聖マルコ日　　聖餐式

２６日 （日） 午前 10:30 聖マーガレット教会

２９日 （水） 午前 9:00 神愛園清田・シャローム羊が丘朝の礼拝講話

Ｎ０，5４３　　　　　　　　　　　         　　　　教区事務所報
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２０１５年度　第２世紀宣教標語

聖木曜日聖餐式（司祭按手誓約更新・聖油聖別）

帯広聖公会

主教日程

〃

臨時主教会

復活後月曜日　聖餐式

（主教座聖堂）
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聖公会神学院入学礼拝

 日本聖公会北海道教区



４月 ２日 （木） 午前 10:30 於： 主教座聖堂

３日 （金） 正午 聖金曜日　　聖餐式

　　十字架上の７聖語礼拝 於：札幌キリスト教会

説教者：小貫雅夫司祭、石坂みゑ子司祭

４日 （土） 午後 6:00 八角堂の集い 於：教区会館

６日 （月） 午後 1:00 北海の光編集会議

８日 （水） 午前 10:30 復活後水曜日　４月逝去教役者記念式（聖餐式） 於： 主教座聖堂

説教者：三澤康二司祭

９日 （木） 午後 6:30 宣教活動推進部会 於：教区会館

１４日 （火） 午後 1:30 於：教区会館

１５日 （水） 午前 10:30 道央分区牧師会 於：札幌聖ミカエル教会

２４日 （金） 午後 6:30 宣教活動推進部会 於：教区会館

☆４月２日（木）午前１０時３０分より主教座聖堂において、聖木曜日聖餐式があり、この中で司祭の方々

　の司祭按手誓約の更新、また聖油聖別があります。聖職の方々は交換する聖油を持ってどうぞお集まり下さい。

　信徒の方々も聖餐に与かることができます、どうぞご出席下さい。

☆４月３日（金）正午より、道央分区合同の聖金曜日（受苦日）３時間礼拝があります。

　説教者は小貫雅夫司祭、石坂みゑ子司祭です。

  今年は「十字架上の七聖語」式文を用います。

☆  各保育園・幼稚園では入園式が行われます。新入園児のため、お祈り下さい。

幼稚園入園式　
４月 ７日 （火） 岩見沢聖十字幼稚園
４月 ８日 （水） 紋別幼稚園
４月 ９日 （木） 帯広聖公会幼稚園
４月 １０日 （金） 苫小牧聖ルカ幼稚園
４月 １０日 （金） 聖ミカエル幼稚園

４月 １日 （水） 釧路頌栄保育園
４月 １日 （水） バチラー保育園
４月 ４日 （土） 旭川頌栄保育園
４月 ４日 （土） 深川あけぼの保育園

保育園入園式

教区ニュース

教区行事

於：教区会館

教区常置委員会

聖木曜日聖餐式（司祭按手誓約更新・聖油聖別）

☆横山明光司祭は３月３１日で定年退職となられました、これまでの教区主事としての

      お働きに感謝いたします。　 ４月１日より教区主事は下澤昌司祭に引き継がれます。



聖公会神学院
　 ２０１５年４月７日（火）午後２時　　聖公会神学院諸聖徒礼拝堂

ウイリアムス神学館
　 ２０１５年４月８日（水）午後１時30分　京都教区主教座聖堂（聖アグネス教会）

４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 １９４４年（Ｓ１９） 司　祭 ジョン バチラー

３日 １９５１年（Ｓ２６） 司　祭 宇田　梅太郎

５日 １９７２年（Ｓ４７） 主　教 パウロ 上田　一良

５日 ２０１０年（H２２） 主　教 オーガスチン天城　英明

６日 １９３６年（Ｓ１１） ルイザ

１３日 １９３１年（Ｓ０６） 司　祭 荒砥　琢哉

１４日 １９７８年（Ｓ５３） 伝道師　 田中　末吉

１５日 １９２７年（Ｓ０２） 伝道師 芥川　清五郎

１５日 １９７８年（Ｓ５３） 司　祭　 ヨハネ 木村　信一

１６日 １９７１年（Ｓ４６） 司　祭　 ヨハネ 小貫　安貞

１８日 １９５８年（Ｓ３３） 伝道師　 臼田　うめ

２０日 １９２２年（Ｔ１１） 伝道師　 メリー ジェーン　オックスラド

２３日 １９５４年（Ｓ２９） 伝道師 辺
ペ テ

泥　五郎

２４日 １９２４年（Ｔ１３） 司　祭　 山田　安間

２５日 １９８１年（Ｓ５６） 司　祭　 サムエル 小貫　嗣夫

２８日 １９６８年（Ｓ４３） 伝道師　 江賀　寅三

２９日 １９６２年（Ｓ３７） 伝道師 バチラー 八重子

３０日 １９５０年（Ｓ２５） 司　祭　 篠塚　長治郎

アンデレス　バチラー

（バチラー大執事夫人、アンデレス主教妹）

管区、他教区ニュース

　

☆２０１５年度の入学礼拝が行われます。


