
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 主 教 日 程 

１１月  １日（火） 午前 10:00 諸聖徒日 聖餐式 

２日（水）～４日 休暇 

    ４日（金）～５日（土） 管区青年委員会拡大委員会 （神田キリスト教会・上野） 

                （全国青年大会準備会） 

６日（日） 午前 10:30 聖マーガレット教会 

    ９日（水） 午前 10:30 11月逝去教役者記念聖餐式 （主教座聖堂） 

   １０日（木） 午後 7：00 財政部会 （オンライン） 

   １１日（金） 午後 2：00 礼拝委員会 （札幌キリスト教会） 

          午後 7：00 平和について考え祈る集い （札幌キリスト教会）   

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 

   １４日（月） 午後 1:30 常置委員会 （教区会館） 

   １６日（水）～１８日（金）執事按手式前リトリート （小樽聖公会） 

１７日（木）   教会と社会グループ会合 （オンライン） 

１８日（金）   祈祷書改正委員会作業部会 （オンライン） 

１９日（土） 午前 10:00 苫小牧キリスト教船員奉仕会解散感謝 （苫小牧） 

２０日（日） 午前 10:30 新札幌聖ニコラス教会 

２２日（火）～２３日（水）第 82（定期）教区会 （主教座聖堂） 

２３日（水） 午前 8：00 聖職按手式 （主教座聖堂） 

２４日（木） 午後 7：00 祈祷書改正委員会作業部会 （オンライン） 

２７日（日） 午前 10:30 苫小牧聖ルカ教会 

２８日（月） 午前 10:00 教区事務所職員会議 （教区事務所） 

      午後 0：00 ホレンコ放送録音 （ホレンコ） 

    ３０日（水） 午前 10:00 使徒聖アンデレ日 聖餐式  
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□ 教区・関連法人行事 

１１月 ４日（金） 午後 1:30 北海の光編集委員会 （教区会館） 

    ９日（水） 午前 10:30 11月逝去教役者記念聖餐式 （主教座聖堂） 

 １０日（木） 午後 7：00 財政部会 （オンライン） 

１１日（金） 午後 2：00 礼拝委員会 （札幌キリスト教会） 

      午後 7：00 平和について考え祈る集い （札幌キリスト教会） 

１４日（月） 午後 1：30 常置委員会 （教区会館） 

１６日（水）～１８日（金）執事按手式前リトリート （小樽聖公会） 

１７日（木）   宣教活動推進部/教会と社会グループ （オンライン） 

２２日（火）～２３日（水）第 82（定期）教区会 （主教座聖堂） 

２３日（水） 午前 8：00 聖職按手式 （主教座聖堂） 

２８日（月） 午前 10:00 教区事務所職員会議 （教区事務所） 

 

□ 教区ニュース お知らせ・代祷など 

○東北教区第 106（臨時）教区会 

11月 3日、東北教区第 106（臨時）教区会が開催され、主教選挙が行われます。皆さまのご加

祷をお願いいたします。 

〇北海道教区聖職按手式 

神さまがお許しくだされば、エリサベト三浦千晴聖職候補生の執事按手式が 11 月 23 日午前 8

時、第 82（定期）教区会聖餐式の中で行われます。司式/笹森主教、説教/佐々木道人司祭（東

京教区）、式典長/木村司祭。代祷をお願いいたします。 

〇沖縄教区聖職按手式 

 沖縄教区聖職按手式 11月 3日 主教座聖堂 三原聖ペテロ聖パウロ教会 

 神さまがお許しくだされば、ウリエル仲宗根遼祐聖職候補生が執事に按手されます。覚えてお

祈りください。 

〇奏楽クリニック開催 

 11月 11日（金）～11月 13日（日）まで奏楽クリニックが札幌キリスト教会ならびに函館聖ヨ

ハネ教会にて行われます。各教会のオーガニストの方々にどうぞお知らせください。 

〇平和について考え祈る集い開催 

 11 月 11 日（金）午後 7 時より宣教活動推進部主催の平和について考え祈る集いが札幌キリス

ト教会を会場に開催されます。 

「いま憲法 9条の平和主義の道を選択する-平和の福音に立つキリスト者の課題-」について学

びます。講師は元国際基督教大学教授の稲正樹さん。お問い合わせは上平司祭まで。 

10 月 8 日に上平更司祭より各教会牧師宛にメールでチラシと案内が送付されていますのでい

ま一度ご確認ください。 

○各教会会計担当者様へ 

大斎克己献金は、直接管区事務所へご送金ください。 



主にある霊の平安を祈ります

1日 1920年 （T09） 司祭

1日 1932年 （S07） 主教

1日 1953年 （S28） 主教 ライト 前川 真二郎

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 鈴木 雅彦

14日 1978年 （S53） 伝道師 マリア 松本 ジョウ

17日 1932年 （S07） 伝道師

18日 1961年 （S36） 伝道師 西田 喜一

19日 1912年 （M45） 伝道師

19日 1948年 （S23） 伝道師 渡辺 誠

19日 1972年 （S47） 主教 ゴールドン　ジョン　ウォルシュ

19日 2015年 （H27） 司祭 ラザロ 雨宮 大朔

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

11月逝去記念を迎える教役者

モリー　ブラウンロー

ルーシー　ペイン

ジェームズ　ウイリアムス

ウォルター　アンデレス

アンナ　M　エバンス


