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２０１６年度 第２世紀宣教標語

願いなさい。
あなたの出で立つのも帰るのも
そうすれば与えられ、
あなたがたは喜びで満たされる。
（ヨハネによる福音書 第１６章２４節）

主教日程
11月

２日（水）～３日（木・祝）

教区修養会

（ホテルユキタ）

４日 （金） 午後

6:00 信徒奉事者研修会

（教区会館）

５日 （土） 午後

6:00 八角堂の集い

（教区会館）

６日 （日） 午前 10:30 札幌聖ミカエル教会
９日 （水） 午前 10:30 １１月逝去教役者記念式

（主教座聖堂）

１３日 （日） 午前 10:30 函館聖ヨハネ教会
〃

午後

6:00 今金インマヌエル教会

１５日 （火） 午前 10:30 道央分区牧師会
１７日 （木） 午後

7:00 宣教活動推進部合同ミーティング

１８日 （金） 午後

3:00 立教学院理事会

１９日 （土） 午前 10:30 雨宮大朔司祭逝去一周年記念式

（聖マーガレット教会）
（教区会館）
（東京）
（札幌キリスト教会）

２０日 （日） 午前 10:30 紋別聖マリヤ教会
〃

午後

6:00 稚内聖公会

２２日（火）～２３日（水・祝）
２３日 （水）

教区会後

２６日 （土） 午後

北海道教区第７５（定期）教区会

（札幌キリスト教会）

臨時常置委員会

（札幌キリスト教会）

1:00 聖婚式

（札幌キリスト教会）

２７日 （日） 午前 10:30 留萌キリスト教会
午後
３０日 （水） 午後

3:30 深川聖三一教会
2:00 世界宗教者平和会議総合企画委員会

（東京）

教区行事
11月

２日（水）～３日（木・祝）
４日 （金） 午後
〃

午後

５日 （土） 午後
９日 （水） 午前

教区修養会

於：ホテルユキタ

1:00 北海の光編集会議

於：教区会館

6:00 信徒奉事者研修会

於：教区会館

6:00 八角堂の集い

於：教区会館

10:30 １１月逝去教役者記念式

於：主教座聖堂

説教：上平 仁志司祭
１５日 （火） 午前

10:30 道央分区牧師会

１７日 （木） 午後

7:00 宣教活動推進部合同ミーティング

１９日 （土） 午前

10:30 雨宮大朔司祭逝去一周年記念式

２２日（火）～２３日（水・祝）
２３日 (水)

教区会後

於：聖マーガレット教会

於：教区会館
於：札幌キリスト教会

北海道教区第７５（定期）教区会

於：札幌キリスト教会

臨時常置委員会

於：札幌キリスト教会

教区ニュース
☆１１月２日(水)～３日(木・祝）、教区修養会がホテルユキタ（札幌市東区)で開かれます。
講師はケセン語訳聖書で有名な、山浦玄嗣先生です。
☆信徒奉事者研修会が１１月４日(金)午後６時から教区会館で開かれます。
詳細は松井新世司祭まで。
☆北海道教区第７５（定期）教区会が１１月２２日(火)～２３日(水・祝)
札幌キリスト教会で 行われます。お祈り下さい。
22日夜は教区青年会より、マレーシアで行われた聖公会東アジア青年大会、
広島平和礼拝2016報告などが行われます。
教会の青年活動を励まし支えるために、ぜひご出席下さい。
☆2017年より、堅信前の陪餐が可能と成ります。各教会におかれましては、既に配布された
「『堅信前の聖餐』を巡るQ＆Ａ」、近く配布される「日本聖公会主教会牧会書簡、『堅信前の陪餐』
に関わる一般原則」を通して、理解を深めて下さいますようにお願いいたします。

管区、他教区ニュース
☆日本聖公会,各教区の教区会は下記のとおりです。
２２日（火）～２３日（水・祝） 東北教区、横浜教区、九州教区
沖縄教区
２３日（水・祝）

北関東教区、東京教区、中部教区
京都教区、

大阪教区、神戸教区、

どうぞ覚えてお祈りください。
☆神戸教区では１１月２３日の定期教区会に続いて臨時教区会を開き、次期教区主教
選挙を行います。祈りの内にお覚えください。

11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

１９２０年（Ｔ０９）

司 祭

ジェームズ ウイリアムス

１日

１９３２年（Ｓ０７）

主 教

ウォルター アンデレス

１日

１９５３年（Ｓ２８）

主 教

２日

１９５１年（Ｓ２６）

伝道師

３日

１９９７年（Ｈ０９）

執 事

ヨセフ

町田 巌

７日

１９８９年（Ｈ０１）

執 事

ペテロ

中西 弘

１２日

１９２３年（Ｔ１２）

伝道師

１４日

１９７８年（Ｓ５３）

伝道師

１７日

１９３２年（Ｓ０７）

伝道師

ルーシー ペイン

１８日

１９６１年（Ｓ３６）

伝道師

西田 喜一

１９日

１９１２年（Ｍ４５）

伝道師

モリー ブラウンロー

１９日

１９４８年（Ｓ２３）

伝道師

渡辺 誠

１９日

１９７２年（Ｓ４７）

主 教

ゴードン ジョン ウォルシュ

１９日

２０１５年(H27）

司 祭

２１日

１９４０年（Ｓ１５)

執 事

富田 恒躬

２６日

１９１８年（Ｔ０７）

司 祭

鈴木 善四郎

２６日

１９４０年（Ｓ１５）

伝道師

アンナ マリア タプソン

ライト

前川 真二郎
アンナ Ｍ． エバンス

鈴木 雅彦
マリア

ラザロ

松本 ジョウ

雨宮 大朔

