2017 年 8 月 1 日 更新

大塚司教の主要スケジュール（2017 年 8 月～12 月）
8月
3 日（木）‐ 4 日（金）比叡山宗教サミット 30 周年記念「世界宗教者平和の祈りの集い」
5 日（土）‐ 7 日（月）教区中学生広島平和巡礼
11 日（金）－14 日（月）十和田・久慈・大湊・三沢教会訪問
15 日（火）20:00 ムン・チャンウ・ピオ司教叙階式（済州教区）
19 日（土）－20 日（日）神学生志願者合宿
24 日（木）17:00 カトリック学校 修養会 準備会
26 日（土）10:00 教区 教会学校教師 研修会 (河原町ヴィリオンホール)
9月
2 日（土）10:30 小教区評議会役員交流会 (河原町)
3 日（日）11:00（京都）洛東ブロック大会（伏見教会）
4 日（月）11:00 田中健一名誉司教 卒寿ミサ（仁豊野ヴィラ）
5 日（火）15:00 青少年委員会
6 日（水）10:00 列聖推進委員会（SJ ハウス）
16:00 日本カトリック神学院 常任司教委員会
7 日（木）10:00 中央協

常任司教委員会

10 日（日）10:30 三重南部ブロック大会（セントヨゼフ女子学園）
11 日（月）‐15 日（金）男子カルメル修道会 黙想指導（宇治黙想の家）
17 日（日）10:00 ユスト高山右近聖遺物 譲渡ミサ（金沢教会）
19 日（火）14:00 司教顧問会
20 日（水）10:30 9 月司祭・司牧者 集会(河原町)
21 日（木）－24 日（日）福音宣教省長官フィローニ枢機卿 訪日関連
21 日（木）16:00 フィローニ枢機卿と大阪管区司祭修道者信徒懇話会
18:00

フィローニ枢機卿とミサ（大阪玉造教会）

25 日（月）‐29 日（金）2017 年度 臨時司教総会（中央協）
10 月
1 日（日）

三重北部ブロック大会

2 日（月）14:00 司教顧問会・モデラトール 合同会議
3 日（火）11:00 「求道者に同伴する信徒」パート２ 司教講話
5 日（木）10:00 中央協 常任司教委員会
7 日（土）15:00 ノートルダム教育修道女会 誓願金祝ミサ
8 日（日）10:00 草津（水口） アパレシーダの聖母 ポルトガル語ミサ
9 日（月）‐14 日（土）ユスト高山右近 列福答礼公式巡礼（A コース）

16 日（月）‐20 日（金）ユスト高山右近列福一年準備（マニラ）
21 日（土）10:00 希望の家保育園創立 50 周年記念
22 日（日）

京都北部ブロック大会

23 日（月）‐27 日（金）教区司祭 年の黙想 (軽井沢 宣教クララ修道会 黙想の家)
29 日（日） 9:00 教区 青年の集い (御所教会)
30 日（月）13:30 四日市メリノール学院 理事会
11 月
1 日（水）14:00 中央協 予算検討会
2 日（木）10:00 中央協 常任司教委員会
3 日（金）

日本カトリック神学院 福岡キャンパス 召命の集い

5 日（日）14:00 衣笠墓苑 物故者追悼ミサ (衣笠教会)
6 日（月）14:00 司教顧問会
17:00 教区司祭追悼ミサ(河原町教会)
7 日（火）10:30 広報委員会 会議
8 日（水）11:00 中央協 列聖推進委員会
9 日（木）10:00 アヴェマリア幼稚園 創立 50 周年記念式典
11 日（土）13:00 社会司教委員会 脱原発シンポジウム（梅田サクラファミリア教会）
12 日（日）14:00 津教会 英語ミサ
13 日（月）‐16 日（木）第 20 回日韓司教交流会(日本)
18 日（土）14:00 教区一粒会の日 ミサ（西陣教会）
19 日（日）11:30 上野教会 ポルトガル語ミサ
20 日（月）14:00 日本カトリック神学院 教員会議（東京キャンパス）
21 日（火）10:00 福音宣教企画室 会議
15:00 青少年委員会
25 日（土）14:00 京都教区正義と平和協議会主催「脱原発シンポジウム」(河原町教会)
28 日（火）14:00 京都済州姉妹教区交流委員会
29 日（水）10:30 11 月司祭・司牧者 集会(河原町)
15:30 司祭評議会
12 月
2 日（土） 9:30 奈良カトリック幼稚園 創立 70 周年感謝の集い
17:00

京都教区カトリック学校教師会 講演会

3 日（日）14:00 長浜教会 英語ミサ
4 日（月）18:00 教区宣教司牧評議会 書記局会議
7 日（木）10:00 中央協 常任司教委員会
18:00 日本カトリック神学院・常任司教委員会（東京キャンパス）
8 日（金） 9:00 日本カトリック神学院・常任司教委員会（東京キャンパス）
9 日（土）13:30 第 18 回 教区宣教司牧評議会
10 日（日）11:00 大和八木教会 スペイン語ミサ

11 日（月）14:00 司教顧問会
14 日（木）

2017 年度 特別臨時司教総会

15 日（金）－16 日（土）中央協 司教 社会問題研修会
18 日（月）13:30 四日市メリノール学院 理事会
24 日（日）21:00 主の降誕深夜ミサ(河原町教会)
25 日（月）10:30 主の降誕ミサ(河原町教会)

