2018 年 2 月 1 日 更新

大塚司教の主要スケジュール（2018 年 2 月～12 月）
2月
2 日（金）～7 日（水）右近マニラ巡礼
8 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
9 日（金）11:00 中央協 列聖推進委員会
11 日（日）10:00 滋賀 水口グループ ポルトガル語ミサ
12 日（月）14:00 ウェイン・バーント被選司教 叙階式（那覇教区 安里教会）
13 日（火）16:00 青少年委員会
15 日（木）11:00 聖家族幼稚園 聖堂訪問賛美式（河原町教会）
16 日（金） 9:00 四日市メリノール学院 中学校 修養会
18 日（日）13:30 京都教区女子奉献生活者の会 講話・総会（河原町カトリック会館）
19 日（月）～23 日（金）2018 年度 定例司教総会（中央協）
25 日（日）10:00 大阪教区 吹田教会 四旬節黙想会
26 日（月）14:00 司教顧問会・地区長 合同会議
19:00 「絵画を通しての祈りⅡ」
（カラバッジョ講演会）
27 日（火）10:00 「絵画を通しての祈りⅡ」
（カラバッジョ講演会）
28 日（水）10:00 ノートルダム女学院高等学校 卒業式

3月
1 日（木）10:00 四日市メリノール学院 高等学校 卒業式
2 日（金）14:00 日本カトリック神学院 東京キャンパス 教員会議
3 日（土）～5 日（日）福岡教区・手取教会 四旬節黙想会
6 日（火）10:00 長岡幼稚園感謝の祈り（河原町教会）
8 日（木）10:00 中央協 常任司教委員会
9 日（金）11:00 中央協 列聖推進委員会
10 日（土）10:00 京都ノートルダム女子大学 卒業式
11 日（日）10:30 唐崎教会ミサ
14:00

安曇川教会ミサ

12 日（月）14:00 司教顧問会
13 日（火）14:00 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
14 日（水） 9:30 京都聖母学院小学校 卒業式
15 日（木）10:00 ノートルダム学院小学校 卒業式
17:00 四日市サレジオ志願院 ミサ
16 日（金）15:00 聖愛幼稚園 園舎竣工・祝福式
17 日（土）10:00 京都聖母女学院短期大学 卒業式

18 日（日）11:00 丹波教会・亀岡聖堂ミサ
19 日（月） 9:00 セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校 ミサ
20 日（火）14:00 (社福) カトリック京都司教区 カリタス会 理事会
22 日（木）14:00 (学法)滋賀カトリック学園 理事会(大津)
23 日（金）13:00 四日市メリノール学院 理事会
24 日（土）14:00 (学法)カトリック京都学園・京都南カトリック学園 理事会
25 日（日）10:30 大和高田教会ミサ
26 日（月）17:00 侍者合宿
27 日（火）15:00 教区保育者研修会 ミサ
28 日（水）11:00 聖香油ミサ（河原町教会）
29 日（木）19:00 主の晩餐（河原町教会）
30 日（金）19:00 主の受難（河原町教会）
31 日（土）19:00 復活徹夜祭（河原町教会）

4月
1 日（日）10:30 主の復活 ミサ（河原町教会）
15:00 主の復活 ミサ (山国教会）
2 日（月） 9:00 中央協議会・始業ミサ
3 日（火）14:00 福音宣教企画室
5 日（木）10:00 中央協 常任司教委員会
8 日（日）14:00 教区新信者のミサと集い（河原町教会）
9 日（月）14:00 女子カルメル修道会 訪問（衣笠修道院）
15 日（日）15:00 ラテンアメリカ共同体・聖体奉仕者選任式ミサ（草津教会）
19 日（木）

「求道者に同伴する信徒」パート２ まとめ

21 日（土）11:00 教区一粒会の日／福岡一穂神父・森田直樹神父 司祭叙階 25 周年感謝ミサ
（河原町教会）
22 日（日） 9:00 桑名教会ミサ
23 日（月）14:00 司教顧問会
28 日（土）10:00 安土セミナリオ顕彰ミサ
29 日（日） 9:00 小山教会ミサ
30 日（月）10:00 右近こども祭りミサ

5月
6 日（日）11:00 東舞鶴教会ミサ
15:00 西舞鶴教会 英語ミサ
8 日（火）16:00 青少年委員会
10 日（木）10:00 中央協

常任司教委員会

12 日（土）10:30 小教区評議会役員研修会 (河原町教会）
13 日（日）11:00 奈良ブロック 合同堅信式（大和八木教会）

14 日（月）～15 日（火）司祭親睦会
16 日（水）19:00 教区聖書講座
17 日（木）10:30 教区聖書講座
20 日（日）14:00 京都南部地区 合同堅信式（北白川教会）
21 日（月）14:00 司教顧問会
22 日（火）14:00 (社福) カトリック京都司教区 カリタス会 理事会
23 日（水）14:00 京都済州姉妹教区交流委員会
24 日（木）14:00 (学法)カトリック京都学園・京都南カトリック学園 理事会
25 日（金）13:30 四日市メリノール学院 理事会・評議会
27 日（日）14:00 三重 合同堅信式（四日市教会）
29 日（火）14:00 (学法)滋賀カトリック学園 理事会
30 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

6月
2 日（土）～3 日（日）大阪教会管区「司教と青年の集い」
（広島教区）
5 日（火）13:30 教区カトリック学校 校長会
7 日（木）10:00 中央協

常任司教委員会

10 日（日）10:00 滋賀ブロック 合同堅信式／ジャクソン神父 司祭叙階 60 周年感謝ミサ
（草津教会）
11 日（月）14:00 司教顧問会
12 日（火）14:00 大阪教会管区 結婚法務会議
17 日（日）11:00 京都北部ブロック 合同堅信式（西舞鶴教会）
18 日（月）14:00 長崎四番崩れ 記念ミサ（広島教区）
21 日（木）13:30 全国カトリック学校 校長・教頭合同研修会
24 日（日） 9:00 教区青年の集い（彦根教会）
26 日（火）14:00 教区幼稚園・保育施設 園長会
27 日（水）～29 日（金）京都教区 司祭・司牧者研修会（河原町カトリック会館）

7月
1 日（日）10:30 ペトロ岐部と 187 殉教者列福 10 周年感謝ミサ（河原町教会）
3 日（火）14:00 福音宣教企画室
5 日（木）10:00 中央協
15:00

常任司教委員会
社会司教委員会

6 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）
7 日（土）～8 日（日）
「殉教者に学び、祈る集い」
（主催:列聖推進委員会）
9 日（月）‐13 日（金）2018 年度 臨時司教総会（中央協）
22 日（日） 9:00 八幡教会ミサ
24 日（火）14:00 司教顧問会

25 日（水）10:30 司祭・司牧者集会(河原町カトリック会館)
27 日（金）19:00 奈良聖書講座（大和八木教会）
28 日（土）10:00 奈良聖書講座（奈良教会）
29 日（日）10:00 長岡教会ミサ
31 日（月）－1 日（火）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）

8月
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
25 日（土）10:00 教区 教会学校教師 研修会 (河原町教会)
26 日（日）10:00 福知山教会ミサ
28 日（火）11:00 青少年委員会（亀岡聖堂）

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
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
10 日（月）14:00 司教顧問会
11 日（火）14:00 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
21 日（金）14:00 四日市メリノール学院 理事会
22 日（土）～24 日（月）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
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）
29 日（土）18:30 伊勢教会ミサ
30 日（日）10:00 紀伊長島ミサ

10 月
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）
9 日（火）14:00 司教顧問会
14 日（日）15:00 アッパレシーダの聖母ミサ（四日市教会）
16 日（火）19:00 「絵画を通しての祈りⅢ」
（カラバッジョ講演会）
17 日（水）10:00 「絵画を通しての祈りⅢ」
（カラバッジョ講演会）
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)
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）

旧 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 20 回日韓司教交流会（日本）
17 日（土）

教区 社会福音化の集い 委員会主催

18 日（日）11:00 宇治教会ミサ
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
5 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
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
13 日（木） 9:30 特別臨時 司教総会
14 日（金）～15 日（土）司教社会問題研修会
16 日（日）11:00 名張教会ミサ
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)

