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□会議・プログラム等予定

　　　　（2020 年10月25日以降分）

　

	 ※	現時点での予定です。

	 	延期や中止の可能性もあります。

10月

	 20日	（火）	第 2回書記局会議〔管区事

務所+Web〕

	 26日	（月）	総会前日準備〔管区事務所〕

	 27日	（火）	臨時主教会〔Web〕

	 27日	（火）	～ 29日（木）第 65（定期）

総会〔管区事務所+Web〕

	 30日	（金）	青山墓地礼拝・清掃〔青山〕

11月

	 3日	（火）	～5日（木）定期主教会〔富山〕

	 5日	（木）	教役者遺児教育基金・建築

金融資金運営委員会〔管区

事務所+Web〕

	 5日	（木）～6日（金）首座主教会議〔Web〕

	 9日	（月）	財政主査会〔管区事務所

+Web〕

	 13日	（金）	聖公会・ルーテル教会協議

会小会議〔日本福音ルーテ

ル田園調布教会〕

	 17日	（火）	正義と平和委員会〔Web〕

	 24日	（火）	人権問題担当者会〔Web〕

	 24日	（火）	青年委員会〔Web〕

	 25日	（水）	正義と平和・沖縄プロジェク

ト会議〔Web〕

	 30日	（月）	主事 会 議〔 管区 事 務 所

+Web〕

12月

	 4日	（金）	ウイリアムズ主教記念基金

運営委員会〔立教〕

	 8日	（火）	各教区人権担当者会〔Web〕

	＜関係諸団体会議・他＞

	10月16	日（金）WCRP50周年記念の祈り

	 11月8	日（日）2020NGO日本女性大会〔昭

和大学〕

	 12月2	日（水）ACTジャパンフォーラム運

営委員会〔Web〕

	 11	日（金）日本キリスト教連合会常任

委員会〔市ヶ谷〕

「時と知恵をお与えください」
	 ―第 65 （定期） 総会を前にして―

管区事務所総主事　司祭　エッサイ　矢萩新一

例年5月末か6月初めに開催されてきた日本聖公会の定期総

会を10月末に延期し、各教区の拠点をZoomで繋ぐという初めて

の試みでの総会となります。誰もが経験したことのない方法での

開催ということで、各教区のWeb環境の調査に始まり、接続テス

トや打ち合わせ、Web投票による首座主教選挙・常議員選挙の

投開票の練習など、書記局や協力者を中心に入念な準備を重ね

ています。各教区の拠点にWeb環境に明るい担当者の方を補助

書記として任命して議場に張り付いていただき、当日配布資料

の印刷や出席者の交通費や宿泊の準備など、各教区事務所・

教務所・教区センターのみなさまにも多大なご協力を得て、よ

うやく定期総会開催の実現が叶いそうで感謝です。今この時、

COVID-19（新型コロナウイルス）と聞くとマイナスなイメージしか

ありませんが、インターネット会議の環境が整えられ、管区の諸

委員会の会議費（交通費）が抑えられることはプラスの面でした。

さて、今回の総会では、全国の教区を3つの宣教協働区とし

て協力関係を強化し、管理主教体制のもとで合併や再編に向か

うべく伝道教区となることが可能な法規一部改正の議案、2022

年に宣教協議会を開催する議案、原発のない世界を求める姿

勢を表明し取り組む議案などの提出が予定されています。今こ

の時、どれも日本聖公会の宣教体制を整えていく大切な議案で

す。新たな課題へのチャレンジや意識の変革を迫られることも

たくさん出てくると思います。

時には荒波に押し戻されそうになりながらも、共に歩んでくだ

さる方に信頼し、祈りながら神の国へ向かって漕ぎ進まなくては

なりません。日本聖公会の枝につながるみなさん、お一人おひと

りが祈りと奉仕によって教会を支え、地域・社会に仕えていくイ

エスさまの弟子であることを喜びとして歩める共同体でありたい

と願います。いつの時代にあっても、愛による和解と平和を求め

て仕えることがキリスト者の使命であることをいつも肝に銘じつ

つ、時を見分ける心と目を養わせてくださいと祈ります。

✞ 10月30日（金）は青山墓地清掃および

墓参の祈りの為、管区事務所は閉じます。

よろしくお願いいたします。
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□常議員会
第 64（定期）総会期第 13回　2020 年 10 月

2日（金）

＜主な決議事項＞

1．第 65（定期）総会に関して、日程や議事運

営・選挙の方法を確認し、法規一部改正議

案（宣教協働区・伝道教区制）について意

見交換を行なった。

2．管区費分担金に関して、引き続き各教区の状

況を確認しながら判断しすることとし、各教

区の情報共有を行なった。

3．教役者給与タスクフォースに関して、第1回

会議（8月20日）でタスクを整理しつつ、各

教区に向けた教役者給与の実態アンケート

を作成中との報告を受けた。

□主事会議
第	64（定期）総会期第 11	回　2020 年 10 月

5日（月）

＜主な報告・協議＞

1．第 65（定期）総会について、日程や議事運

営などを確認した。

2．次期総会期の主事・主査の体制について、

協議・確認した。

次回会議：第 65（定期）総会期第1回　2020

年11月30日（月）

 

□各教区
北海道

・	第79	（定期）教区会　2020年11月23日（月・

祝）8時半～16時　北海道教区主教座聖堂

（札幌キリスト教会）

北関東

・	第87	（定期）教区会　2020年11月23日（月・

休）10時半～17時　志木聖母教会

東京

・	第 136（定期）教区会　2020 年 11 月 23日

（月・休）9時半～ 12時半　

・	第 137（定期）教区会　2020 年 11 月 23日

（月・休）13時～ 15時 40 分　

	 場所：機械振興会館6階会議室

・	聖職按手式　2020 年12月19日（降臨節第3

主日後土曜日・冬期聖職按手節）14時半　東

京教区聖アンデレ主教座聖堂　司式：主教	

フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸　説教：司

祭	 ヨハネ神﨑雄二　執事按手志願者：聖

職候補生　セシリア下条知加子

大阪

・	第125	（定期）教区会　2020 年11月23日

（月）　9時～17時　大阪教区主教座聖堂

（川口基督教会)

神戸

・	第90	（定期）教区会　2020年11月23日（月・

祝）9時～17時　教区会会場（神戸教区主

教座聖堂、およびその他の会場）については

追って告知。

九州

・	第115（定期）教区会　2020 年 22日（日）17

時～23日（月・祝）15時　九州教区主教座

聖堂および教区センター

また、植松誠主教は、法規上、今回の総会が

首座主教として最後のお勤めとなります。2022年

3月までの北海道教区主教としてのお働きが残さ

れていますが、これまで日本聖公会全体の牧会

者として、14年間のお働きをありがとうございまし

た。そして、そのお働きをお支えくださったご家

族や北海道教区のみなさま、祝福と導きをお与え

くださった神さまに感謝いたします。

今総会で選出される新しい首座主教、各教会

と各教区、主教会、管区事務所の働きを覚え、

大きな変化とチャレンジを迎えようとしている日

本聖公会の歩みを覚えて、「時と知恵をお与えく

ださい」とお祈りくださり、これからもみなさま一

人ひとりのお支えをどうぞよろしくお願いいたしま

す。

「天の下では、すべてに時機があり／すべての

出来事に時がある」「知恵はその人の顔を輝かせ

／その顔の険しさを和らげる」

（コヘレトの言葉3：1、8：1c、聖書協会共同訳）
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・ 『2021 年度　教会暦・日課表』

2020 年10月1日発行　頒価300円（税込）　

お求めは聖公書店℡04-2900-2771	または

お近くのキリスト教書店にお願いいたします。

 管区・出版物案内

《人事》

北海道

執事	エリザベツ阿部恵子	 2020 年 8月21日付	 帯広聖公会牧師補の任を解く。

執事	エリザベツ阿部恵子	 2020 年 8月22日	 公会の司祭に按手される。

司祭	エリザベツ阿部恵子	 2020 年 8月22日付	 帯広聖公会副牧師に任ずる。

神戸

執事	バルナバ永野拓也	 2020 年 9月20日付	 広島復活教会牧師補の任を解く。

執事	バルナバ永野拓也	 2020 年 9月21日	 公会の司祭に按手される。

司祭	バルナバ永野拓也	 2020 年 9月21日付	 広島復活教会副牧師に任命する。（呉信愛教会

居住）

沖縄

執事	ヨシュア上原成和	 2020 年 9月19日付	 小禄聖マタイ教会牧師補の任を解く。

執事	ヨシュア上原成和	 2020 年 9月19日	 公会の司祭に按手される。

司祭	ヨシュア上原成和	 2020 年 9月20日付	 管理牧師司祭金汀洙のもと小禄聖マタイ教会副

牧師を命じる。

《教会・施設》
大阪聖アンデレ教会　（大阪）	 2020 年10月　	 電話 FAX兼用	 	 06-6628-4757

	 	 	 	 ⇒ FAX番号変更（電話番号はそのまま）

　	 	 	 	 変更後 FAX番号		 06-6654-3199　

	 	 	 	

 *人事・諸報告などは発行月10日の時点までのものを掲載。

沖縄

・	第70	（定期）教区会　2020年11月22日（日）

18時～21時、23日（月）8時半～15時沖縄

教区センター

□神学校
聖公会神学院

・	2020年度　諸聖徒日および聖公会神学院創

立記念日礼拝　2020 年10月30日（金）13時

半～　聖公会神学院諸聖徒礼拝堂　司式：

校長　司祭　中村邦介　説教：司祭　杉山

修一（渋谷聖公会聖ミカエル教会）

	 尚、今年度はコロナ感染拡大防止の観点か

ら、大変申し訳ありませんが内部関係者のみ

での開催と致します。

□関係諸団体
学校法人立教学院

・	新理事長に戸井田和彦氏が就任。（任期：

2020 年 9月25日－2022年7月31日）
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北海道教区 礼拝（公祷）の休止なし 

・教会での礼拝は主日・週日いずれも定時に行

ない、誰でも参加可能。

・礼拝に関して不安や恐れがある信徒は自宅

で礼拝を守ってもよい。

・	主教巡回を再開する。

東北教区 礼拝（公祷）の再開 

・	主日礼拝等については、6/7より再開。

・	葬儀は十分な感染予防対策の上で実施。

北関東教区 礼拝（公祷）の再開

・	教区内各教会は、6/7より礼拝を再開。

	 ただし地域社会や教会共同体の状況を考

慮・協議し必要な策を講じる。

東京教区 礼拝（公祷）は 各教会・礼拝堂で 

 　対応

・	礼拝について、感染防止の対策の上、それ

ぞれの教会・礼拝堂の状況（立地、ニーズ、

信徒の動静・配置等）によって、継続・休止

（全部・一部）の対応をしている。

・	教区主教による聖餐式映像配信は降臨節前

主日（11/22）まで。

横浜教区 礼拝（公祷）の公開を再開

・	6月から感染防止対策をした上で主日礼拝を

再開。

・	在籍外の教会への礼拝出席を控える。

・	教区を越えての礼拝出席も同様。

・	殊に東京都に隣接する神奈川県および千葉

県北西部地域にある教会信徒は、公共交通

機関を利用しての来教を控える。

・	ウイルス感染再拡大への対応として、それぞ

れの教会（または地域）の感染状況により、

各教会で礼拝再休止の判断をする。

中部教区 礼拝（公祷）の再開 または再休止 

・	6/1以降の主日及び週日の礼拝再開時期は

『礼拝再開に関するガイドライン』に基づき

各教会で判断。

・	感染拡大状況により各教会で再休止につい

て判断。

京都教区 礼拝（公祷）の休止なし

・	各教会で判断。主日礼拝はほぼすべての教

会で再開。

大阪教区 礼拝（公祷）の再開

・	主日礼拝（聖餐式・みことばの礼拝）を中心

に再開。

神戸教区 礼拝（公祷）の再開 

・	教区内の教会・伝道所は聖餐式（一種陪餐ま

たは前部、みことばの礼拝を含む）を再開し

た。

九州教区 礼拝（公祷）の再開

・無理に主日礼拝に来ることをお勧めしない	

(体調の悪い方・公共の交通機関で教会に来

られる方など)。

沖縄教区 礼拝（公祷）の中止

・	礼拝の実施については、それぞれの教会の

状況によって判断する。

管区事務所 

・	8/1よりしばらくの間、就業時間の短縮（平日

月曜日－金曜日10：00-16：30）。緊急の場合

は管区事務所総主事の司祭	矢萩新一まで。

　　　	 	 （10月9日現在）

新型コロナウイルス（COVID-19）に関連する
各 教 区 の 対 応
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〇英国聖公会の大主教が、新型コロナウイル

　ス第２波に向けて教会の役割を主張

カンタベリーとヨーク大主教は、今後予期され

る新型コロナウイルスの第2波に対し、教会は国

民に希望と慰めを与えるために重要な役割が期

待されていると述べた。

カンタベリー大主教のジャスティン・ウェル

ビー師とヨーク大主教のスティーヴン・コトレル

師は、共同声明の中で、飢餓、ホームレス、精

神的圧力、家庭内暴力など、このパンデミックの

中で国が直面している問題について、厳しい評

価を示した。

しかし、英国聖公会は、ネットワークとパート

ナーシップ、そしてすべての地域社会に存在する

ことを通じて国家に、とりわけ最も困窮している

人 に々奉仕し、福音を通じてあらゆる人 に々希望

をもたらすために極めて重要な役割を果たすこ

とができると述べた。

「何よりも私たちはキリストに寄り添い、希望と

福音の安定性を提供し続ける必要がある」「それ

だけでこの危機を乗り切ることができます」と表

明した。

〇コロンボ教区の新主教が任命される

ドゥシャンタ・ロドリゴ司祭がスリランカのコロ

ンボ教区の次期主教に任命された。この教区

は、アングリカン・コミュニオンの管区外管轄（管

区として独立していない）メンバーであるセイロ

ン聖公会にある2つの教区のうちの1つである。

この任命は、カンタベリー大主教のジャスティン・

ウェルビー師によって先日発表された。

アングリカン・コミュニオンは「管区」と呼ば

れる41の組織がメンバーとなっているが、さらに

5つの「管区外管轄メンバー」（セイロン聖公会、

バミューダ聖公会、ルシタニア教会、スペイン改

革監督教会、フォークランド諸島）が存在する。

これら5つの管区外管轄メンバーは、いずれもカ

ンタベリー大主教の管轄下にある。

1月にヨルダンで開かれたアングリカン・コミュ

ニオンの首座主教会議では、スリランカにおけ

る聖公会の管区創設に向けた進展について言及

がなされた。

〇ルワンダに新たな宣教教区が誕生

ルワンダ聖公会が同国西部地方に新しい宣

教教区を設立した。7月26日に着座したジャン・

ピエール・メソデ・ルクンド主教が、カロンギ宣

教教区を主導する。同管区はFacebookページで

「神に賛美を！」と伝え、「メソデ主教とそのご家

族、そして新しい伝道教区に神の祝福があるよ

うに祈ってください」とのコメントを発表している。

〇南アフリカ聖公会がジェンダーに基づく暴

　力に対処

南アフリカ聖公会は、自分たちがジェンダーに

基づく暴力に「加担」していたことを告白し、す

べての教区に対し、その惨事に対処するための

プログラムを実施するよう促した。

また、教会や関係機関における虐待を根絶す

るために教会の手続きを強化しているタボ・マク

ゴバ大主教のリーダーシップを称賛した。大主

教に「率直な支持」を表明し、さらに「聖公会に

☆	英国聖公会の大主教が、新型コロナウイルス第２波に向けて教会の役割を主張

☆ コロンボ教区の新主教が任命される、  ほか

  　

   管区渉外主事  司祭 ポール・トルハースト

世界の聖公会の動向
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向けられた世間の批判を穏やかさと優雅さで受

け止め、すべての人のために正義、癒し、そして

回復を求める司牧的な心を示した」と感謝の意

を表した。

同主教会は共同声明の中で、「加害者と教会全

体が、ジェンダーに基づく暴力に向き合い、その

共謀と沈黙を悔い改め、問題を見る目、被害者

の声を聞く耳、勇気と思いやりを持って対応する

広い心を必要としている」と述べた。

エジプトに苦しむ民の嘆きを聞き神は民を御

心にとめられた

山は燃え神の声聞けどお姿見えず石の十戒

モーセ受けたり

聞けイスラエル心を尽くし魂を尽くし力を尽く

し主を愛せよ

主は三度びサムエルを呼びサムエルは「お話

ください　僕は聞いております」

主の言葉聞いて行なう人は皆　岩の上に家建

てる人なり

主イエス百卒長の信仰を聞き　これ程の信

　仰見たことなし

人 は々見ても見ず聞いても聞かず　たとえで

話すと主は言われる

山上でイエスの姿輝きて雲の中より「これに聞

け」と神の声

主は神から聞いた真理を語る　何故わたし

　を殺そうとするのか

主イエスあなた方を友と呼ぶ　父の話を聞か

せたからである

信仰は聞くことにより然
しか
もキリストの言葉を聞

くことにより始まる

兄弟よ聞くのに早く話すのにおそく怒るのに

遅らせよ

教会の声/読者の声 「教会の声/読者の声」欄への寄稿をお待ちします。内容・字数は自由。

執筆者名・教会名を明記して郵便またはメールでお送りください。宛先は

管区事務所・広報主事。（com-sec.po.＠ nskk.org）

　

　「聞く」　短歌12首　 　

   　　司祭　斉藤昭一　（退職・仙台）
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日本聖公会管区事務所ホームページ http://www.nskk.org/province/  

☆「管区事務所だより」についての要望・寄稿などをメール、また郵便でお寄せください。


