
３月 １日 （金） 午前中 首座主教執務 （管区事務所）

２日 （土） 午後 3:00 立教学院理事会 （東京）

午後 6:00 八角堂の集い （教区会館）

３日 （日） 午前 10:30 大斎節前主日　聖餐式

４日 （月） 午後 1:30 管区常議員会 （管区事務所）

５日 （火 ） 午後 1:00 聖公会神学院第１００回卒業礼拝 （東京）

６日 （水） 午前 10:30 大斎始日(灰の水曜日）礼拝 （札幌キリスト教会）

 道による聖公会北海道福祉会監査 （教区会館）

７日 （木） 午前 10:30 ＷＣＲＰ日本委員会理事会 （大阪カテドラル聖マリア大聖堂）

１０日 （日） 午前 10:30 大斎節第１主日聖餐式

１２日 （火） 午前 10:30 道央分区牧師会 （札幌キリスト教会）

ＷＣＲＰ／震災９年目を迎える宗教者復興会議 （仙台）

１４日 （木） 午後 2:00 東日本大震災の追悼と鎮魂及び復興合同祈願式 （岩沼市）

１５日 （金） 午後 3:00 立教学院理事会

１７日 （日） 午前 10:30 函館聖ヨハネ教会

１９日 （火） 聖ヨセフ日聖餐式

聖ミカエル幼稚園卒園式

２０日 （水） 午後 1:30 社会福祉法人聖公会北海道福祉会理事会 （教区会館）

午後 6:00 宣教部・財政部協働協議会 （教区会館）

２４日 （日） 午前 10:30 大斎節第３主日聖餐式

午後 5:00 神学生を囲む会 （教区会館）

２5日 （月） 聖マリヤへのみ告げの日聖餐式

午後 1:30 学校法人聖公会北海道学園理事会 （教区会館）

２６日 （火） 午後 1:30 常置委員会 （教区会館）

２７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

２８日 （木） 午後 2:00 聖公会神学院理事会評議員会 （神学院）
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    　　　　主にあっては、　　　 

　　　　　　　あなたがたの労苦がむだになることはない　　　　　　

　　　　　　　　　　　　                     　（コリント人への第１の手紙　 15章　58節）

 日本聖公会北海道教区

　　　　　　　　　　　　　　          　教区事務所報
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３月 ２日 （土） 午後 6:00 八角堂の集い 於：教区会館

５日 （火） 午後 2:00 北海の光編集会議　 於：教区会館

６日 （水） 午前 10:30 大斎始日(灰の水曜日）礼拝 於：札幌キリスト教会

　　司式／植松誠主教　　説教／大町信也司祭

６日 （水） 道による聖公会北海道福祉会監査 於：教区会館

１２日 （火） 午前 10:30 道央分区牧師会 於：札幌キリスト教会

午後 2:00 宣教活動会議 於：教区会館

１３日 （水） 午前 10:30 ３月逝去教役者レクイエム 於：主教座聖堂

教区婦人会 於：教区会館

２０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

午後 6:00 宣教部・財政部協働協議会 於：教区会館

２４日 （日） 午後 5:00 神学生を囲む会 於：教区会館

２５日 （月） 午後 1:30 学校法人聖公会北海道学園理事会 於：教区会館

２６日 （火） 午後 1:30 常置委員会 於：教区会館

☆３月６日（水）、大斎始日（灰の水曜日）から大斎節に入ります。

　この日、札幌キリスト教会では道央分区合同の礼拝が午前１０時３０分より行われます。

☆幼稚園・保育園卒園式

　３月　９日（土）　旭川頌栄保育園

　　　　１６日（土）　深川あけぼの保育園、バチラー保育園、苫小牧聖ルカ幼稚園

　　　　１８日（月）　帯広聖公会幼稚園、紋別幼稚園

　　　　１９日（火）　聖ミカエル幼稚園、釧路頌栄保育園

　　　　２１日（木）　岩見沢聖十字幼稚園

　　卒園していく子どもたち、またそのご家庭の上に主の祝福がありますように。

教区行事

教区ニュース
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☆神学校卒業礼拝

　　　３月５日（火）　　　聖公会神学院　（東京）

　　　３月１５日（金）　　ウイリアムス神学館　（京都）

卒業し、宣教の地に遣わされる方々のために祈りましょう。

　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 １９１８年 （Ｔ０７） 主教夫人

　　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 パウロ 吉川　孝

　１８日 １９６６年 （Ｓ４１） 司　祭 ウイリアム アーネスト リーブ

　１８日 １９５１年 （Ｓ２６） 司　祭　 ジョージ ・セシル・ ニベン

　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

　

　管区、他教区ニュース　管区、他教区ニュース

　ヘレン・アンデレス


