2018 年 8 月 1 日 更新

大塚司教の主要スケジュール（2018 年 8 月～12 月）

8月
1 日（水）

第 12 回 京都教区カトリック学校 教職員修養会（河原町教会）
16:00

大阪教会管区司教会議（京都司教館）

4 日（土）15:00 第 31 回 比叡山宗教サミット「世界宗教者平和の祈りの集い」
5 日（日）～7 日（火）教区中学生広島平和巡礼
13 日（月）～20 日（月）カルメル修道会 幼きイエズス修道院（十勝）訪問
21 日（火）13:30 洛東ブロック司祭会議
22 日（水）14:00 司教顧問会
23 日（木）～24 日（金）神学生 合宿
25 日（土）10:00 教区 教会学校教師 研修会 (河原町教会)
15:00

ノートルダム教育修道女会 Sr.中井愛 誓願式（岩倉）

26 日（日）10:30 福知山教会ミサ（13:30 福知山教会 演奏会）
28 日（火）11:00 青少年委員会（亀岡聖堂）
29 日（水）17:00 カトリック学校委員会
31 日（金）11:00 中央協 列聖推進委員会

9月
1 日（土）～3 日（月）釜石教会ミサ・大船渡教会ミサ・カリタス南三陸ベース訪問
4 日（火）

中央協議会

5 日（水）14:00 中央協 長期準備委員会
6 日（木）10:00 中央協 常任司教委員会
15:30 日本カトリック神学院 常任司教委員会
8 日（土）10:30 小教区評議会役員交流会（河原町教会）
9 日（日） 9:00 津教会ミサ
11 日（火）15:00 （学法）カトリック滋賀学園 理事会（大津）
19 日（水）10:00 中央協 神学院設立準備会
20 日（木）14:00 司教顧問会
22 日（土）～23 日（日）カトリック青年連絡協議会・ネットワークミーティング in 京都
（宮津マリーンピア）
24 日（月）11:00 マリオ山野内倫昭被選司教 司教叙階式
（さいたま市 浦和明の星女子中学・高等学校ジュビリーホール）
25 日（火）14:00 福音宣教企画室
26 日（水）10:30 司祭・司牧者集会（河原町カトリック会館）
28 日（金）11:00 大阪教会管区司教会議（大阪）

29 日（土）18:30 伊勢教会ミサ
29 日（土）～30 日（日）南勢カトリックケアハウス 訪問
30 日（日）10:00 紀伊長島ミサ

10 月
1 日（月）～2 日（火）カトリック大阪教会管区部落差別人権活動センター教区担当者会議
（小豆島）
4 日（木）10:00 中央協

常任司教委員会

6 日（土）13:30 福者京都 52 殉教者 列福 10 周年 記念講演会（河原町教会）
7 日（日）10:30 福者京都 52 殉教者 列福 10 周年 感謝ミサ（河原町教会）
8 日（月）13:00 フランシスコ・ザビエル中野裕明被選司教 司教叙階式
（鹿児島県文化センター 宝山ホール)
13 日（土）

聖母の小さな学校 スポーツフェスタ

14 日（日）15:00 アッパレシーダの聖母ミサ（四日市教会）
15 日（月）14:00 司教顧問会
16 日（火）19:00 「絵画を通しての祈りⅢ」
（カラバァッジョ講演会）
17 日（水）10:00 「絵画を通しての祈りⅢ」
（カラバァッジョ講演会）
20 日（土）19:30 上野教会ミサ
21 日（日）10:30 セニョール・デ・ロス ミラグロスのミサ in 鈴鹿
22 日（月）～26 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)
27 日（土）15:00 ノートルダム教育修道女会 誓願金祝感謝ミサ（岩倉）
28 日（日）11:00 丹後教会・網野教会堂ミサ
29 日（月）～30（火）大阪教会管区司教会議

11 月
1 日（木）10:00 中央協 常任司教委員会
3 日（土）13:30 浦上信徒大和郡山流配 150 周年 記念講演とミサ
4 日（日）14:00 衣笠墓苑 物故者追悼ミサ（衣笠教会）
5 日（月）14:00 司教顧問会
17:00 教区司祭追悼ミサ（河原町教会）
6 日（火）10:30 広報委員会
16:00

青少年委員会

7 日（水）14:00 福音宣教企画室
10 日（土）

京都聖母女学院短期大学 閉学 感謝ミサ
「ＹＥＳ２０１８」
（青年の集い）

11 月（日） 9:00 登美が丘教会創立 50 周年感謝ミサ
13 日（火）～15 日（木）第 21 回 日韓司教交流会（日本）
17 日（土）

教区 社会福音化の集い（主催 いのち・平和・環境委員会）

18 日（日）11:00 宇治教会ミサ

23 日（金）～24 日（土）名古屋 正平協大会
28 日（水）10:30 司祭・司牧者集会（河原町カトリック会館）
15:00 司祭評議会
30 日（金）14:00 京都済州姉妹教区交流委員会

12 月
1 日（土）16:00 教区カトリック学校交流フォーラム（河原町教会）
2 日（日）13:00 四日市教会ミサ タガログ語ミサ
3 日（月）18:30 聖フランシスコ・ザビエル祝日ミサ・司教座聖堂献堂記念日
4 日（火）18:00 教区評議会 書記局会議
6 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（福岡キャンパス）
7 日（金） 9:00 日本カトリック神学院・常任司教委員会（福岡キャンパス）
8 日（土）13:30 第 19 回 教区宣教司牧評議会
9 日（日）14:00 草津教会 英語ミサ
10 日（月）13:30 四日市メリノール学院 理事会
13 日（木） 9:30 特別臨時 司教総会
14 日（金）

司教社会問題研修会

16 日（日）11:00 名張教会ミサ
18:00 望洋庵 クリスマス会
17 日（月）14:00 司教顧問会
24 日（月）21:00 主の降誕深夜ミサ(河原町教会)
25 日（火）10:30 主の降誕ミサ(河原町教会)

