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Diocese of TOHOKU Nippon Sei-Ko-Kai 

日 本 聖 公 会 東 北 教 区 

 

教区事務所だより 

〒980-0803 仙台市青葉区国分町 2-13-15 
TEL 022-223-2349  MAIL sec.tohoku@nskk.org 

FAX 022-223-2387  URL http://nskk-tohoku.com/ 

2019 

10 

東日本大震災被災者支援プロジェクト 

TEL 070-5097-7302（代表・加藤） 070-5017-7301（長谷川） MAIL sien.tohoku@nskk.org 
 

 

01 日（火）13:00 資料保全・編纂グループ会議 

02 日（水）16:00 ハラスメント対策委員会 

03 日（木）17:00 奉仕職養成委員会 

04 日（金）16:30 常置委員会 

05 日（土） 横浜教区北総宣教協議会・第 30 回キリスト教勉強会講演  ＜市川聖マリヤ教会＞ 

06 日（日） 仙台聖フランシス教会 巡回・堅信式 

08 日（火）14:00 常議員会  ＜管区事務所＞ 

10 日（木）11:00 仁王幼稚園／盛岡聖公会牧師館起工式  ＜盛岡＞ 

10 日（木）17:00 宣教会議 

11 日（金）14:30 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

13 日（日） 八戸聖ルカ教会 巡回・堅信式 

14 日（月） 室根聖ナタナエル教会 巡回 

 教区展望会議 

15～17 日（火～木）第 236 回（定期）主教会  ＜富山＞ 

18 日（金）10:00 （学）聖ルカ幼稚園創立 40 周年記念式 

20 日（日） 米沢聖ヨハネ教会 主日聖餐式 

21 日（月）17:00 常置委員会 

22 日（火）14:00 管区共通聖職試験委員会  ＜管区事務所＞ 

25 日（金）11:00 米沢聖ヨハネ教会 聖餐式 

27 日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

31 日（木） 教役者研修会 

 

01日（火）11:00 教区報編集会議     ＜仙台・控室＞ 

01日（火）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜仙台・会議室＞ 

02日（水）16:00 ハラスメント対策委員会    ＜仙台・会議室＞ 

03日（木）17:00 奉仕職養成委員会     ＜仙台・控室＞ 

04日（金）16:30 常置委員会      ＜仙台・会議室＞ 

07日（月）13:30 協働グループ会議     ＜仙台・控室＞ 

08日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜仙台・小聖堂＞ 

10日（木）17:00 宣教会議      ＜仙台・会議室＞ 

11日（金）14:30 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 ＜主教座聖堂＞ 

14日（月）16:00 教区展望会議     ＜仙台・会議室＞ 

21日（月）17:00 常置委員会      ＜仙台・会議室＞ 

23日（水）19:30 教育・保育グループ青年部門    ＜仙台・控室＞ 

29日（火）  第 102（定期）教区会書記会    ＜仙台・会議室＞ 

31日（木） 教役者研修会     ＜主教座聖堂＞ 

教 区 主 教 動 静 

教 区 行 事・委 員 会 予 定 
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1．報告事項 

◇主教報告。動静、教区内諸対応事項について報告。 

◇宣教会議報告。前回以降の各グループの活動報告。

次期教区会に向けて改訂作業中の諸規定、その進捗

状況について報告。『あけぼの』、「教区事務所だ

より」の情報通知棲み分けについて報告。 

◇常置委員長報告。十和田湖畔ヴァイアル山荘の測量

結果と今後の対応について報告。 

◇白河基督聖公会関連。残っていた B 号地土地の売

買契約成立について報告。 

◇奉仕職養成委員会報告。今秋予定されていたハラス

メント研修会は、聖保連との共催で年明け開催に変

更。11 月 4 日にも研修会を企画立案中。 

2．協議事項 

◇仙台市まちづくり政策局定禅寺通活性化室の取組

に地権者として関わる件。既述の政策局より室長を

招き、活動状況を聴き、定禅寺通の活性化、環境問

題等の取組に、一地権者である東北教区として参与

することを決議。 

◇第 102（定期）教区会関連事項。9 月 10 日付で公

示。常置委員会関連報告、議案について整理。初日

の「教区宣教に関する協議と研修」は、「ミッショ

ン・ステートメント採択に向け（仮）」のテーマで

展望会議に発題を委任。 

◇「社会事業の日」奉献先の推薦について。聖社連よ

り依頼のあった「社会事業の日」の奉献先について

協議、2 施設の推薦を決め聖社連に回答することを

確認。 
 

 

1．報告事項 

◇常置委員会連絡事項。①管区「原発問題プロジェク

ト」委員追加派遣について。②東北教区宣教強化資

金 融資申請案件について。③東北教区業務組織及び

業務分掌規程の見直しについて。 

◇総務主事報告。①管財グループより、盛岡の現地測

量について。②規則・規程グループより、｢宣教強化

資金運用規則」「教務所職員就業規則」改訂につい

て。 

◇宣教主事報告。①「教区報」と「教区事務所だよ

り」の情報通知棲み分けについて。②｢教区報・北か

ら南から」の充実を図る。③東日本大震災被災者支

援プロジェクトより。委員追加について。被災地巡

りツアー実施計画について。④教育・保育グループ

より。｢東北教区保育連盟通信（創刊号）配布につい

て。ユースキャンプについて。⑤広報グループよ

り。ネットリテラシーについて。⑥テジョン教区と

の協働関係について。 

◇財政主事報告。2019年度収支見込額、2020年度予

算案・分担金について。 

◇教区事務所報告。①管区からの「ハンセン病療養所

内教会の歴史・記録等の保存のお願い」について。

②｢教区事務所だより」｢教区報」の発行部数につい

て。 

◇教区展望会議より。①教区修養会について。②今後

の教会訪問予定について。③奉仕職養成委員会、ハ

ラスメント対策委員会、教区保育連盟合同による｢ハ

ラスメント研修｣実施予定について。④各グループリ

ーダー全体会議実施について。 

 

◇第 102（定期）教区会が、開催されます。関係各

位におかれましては、教区会書記より送付の諸連

絡・日程等をご確認の上、ご出席ください。報

告・議案、調査回答等、提出期限の厳守をお願い

いたします。報告の締切は 10 月 16 日（水）、議

案の締切は 10 月 23 日（水）です。 

また、出席者の方は、同封の「教区会宿泊・交通

手段について」をご記入の上、教務所宛 FAX でご

回答をお願いいたします。宿泊、交通費の要否に

かかわらずご連絡ください。10 月 25 日（金）必

着です。 

◇11 月 4 日（月）13 時より、ヨハネ八木正言司祭と

マリア・コルベ古川陽子さんの聖婚式を、若松諸聖

徒教会で執り行います。皆様のご加祷をお願いいた

します。（教区主教） 

 
 

◇大阪教区聖職按手式 10 月 5 日（土） 

（於 大阪聖愛教会） 

司祭按手 執事 ペテロ 金山 将司 

執事按手 聖職候補生 ヒューム ウィリアム 

ユーワン 

 

◇司祭 テモテ 小笠原忍師（東京教区・退職）

は、去る 9 月 19 日（水）、逝去されました（87

歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12回常置委員会報告（8月 9日） 

第 7回宣教会議報告（8月 21日） 

諸   連   絡 

管 区・他 教 区 

訃  報 
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10月 8日（火）10時～       主教座聖堂 

司式：教区主教     説教：司祭 長谷川清純 

司祭 駒野
こ ま の

 義夫
よ し お

 1946 年 10 月 05 日逝去 

司祭 William Franklin Draper 1999 年 10 月 09 日逝去 

執事 ヨセフ 山本
やまもと

 清司
きよし

 2003 年 10 月 09 日逝去 

宣教師 Miss Gladys Gertrude Spencer 

  1960 年 10 月 11 日逝去 

司祭 ポーロ 滝口
たきぐち

 三郎
さぶろう

 1976 年 10 月 12 日逝去 

伝道師 度会
わたらい

 伝吉
でんきち

 1928 年 10 月 15 日逝去 

伝道師 吉津
き つ

 愛一郎
あいいちろう

 1976 年 10 月 18 日逝去 

司祭 宅間
た く ま

 六郎
ろくろう

 1955 年 10 月 23 日逝去 

宣教師 Miss Bessie Mead 1954 年 10 月 25 日逝去 

司祭 ステパノ  木村
き む ら

 兵三
ひょうぞう

 1968 年 10 月 25 日逝去 

司祭 F.C.Meredith 1926 年 10 月 27 日逝去 

伝道師 蛎崎
かきざき

 佐久
さ く

 1904 年 10 月 29 日逝去 

 

◇教育・保育グループ青年部門 

 8 月 10～12 日に開催した青年キャンプの報告書

を発行いたしました。教会と幼保園の青年が出会う

喜び、3 日間で得た恵みが詰まっております。すで

に各教会・幼保園へお送りしておりますので、どう

ぞご一読ください。 

 また、東北教区青年キャンプに集った青年たち

が『ACT（アクト）』という名前のもと動き始め

ました。「Amusing Company, Tohoku」の略称

で、「東北教区の愉快な仲間たち」との意味が込

められています。キャンプで出会った教会と幼保

園の青年が、同じ方向を向いて楽しく進んでいけ

るように、今後も皆様のご加祷をお願いいたしま

す。 

 

 

 

◇教区展望会議 

 9 月 15 日・16 日の 2 日間にわたって、弘前昇天教会を会場に 2019 年東北教区修養会が開催されました。

テーマは『ミッション・ステートメント』とし、その意義や必要性、教区がどこを目指していくべきなのかと

いった内容について分かち合いの時を持ちました。教区展望会議ではここで出された様々な意見や指摘など

を踏まえて、ミッション・ステートメントをブラッシュアップしていくこととなります。 

また、この 2 日間の中では、教会近くのレトロなお店を貸し切っての大懇親会、2 日目の昼食では地元食材が

ふんだんに使われたお弁当を頂いたりと、参加者全員、楽しいひと時を満喫することが出来ました。 

最後は、参加者の多くの方々が奉仕を分担しての『み言葉の礼拝』が奉げられました。多くの方から、本当に

豊かな礼拝だったとの感想もいただきました。 

 最後にこの書面をお借りして、会場の事前準備から後片付けを引き受けていただいた弘前の信徒の皆様に

感謝いたします。ありがとうございました。 

◇被災者支援デスク 

 9 月 9 日前後に発生した台風 15 号は、千葉県をはじめ関東地域に大きな被害をもたらしました。ご周知の

とおり、千葉県では広範囲、また長期間における大規模停電が起こりました。その他にも倒木や家屋への損傷

等の被害に合われています。この災害に対して、横浜教区として確認できる範囲では物資の不足は見られて

いないようです。また、教区としても献金の受け入れは難しいとのことで、献金をお考えの方は日本聖公会の

「災害支援資金」へ献金いただければと存じます。 

 また、NCC の加盟教派・団体で「ACT ジャパンフォーラム」という災害時の情報共有・緊急支援や防災・

減災のためのネットワーク立ち上げ準備を行っており、まだ正式な運営委員会や事務局体制は整っていない

そうですが、ボランティアの受け入れを始めるとのことです。支援活動のご意思や詳細については、教区事務

所までお問い合わせください。                  電話：022-223-2349（教区事務所） 

10月教区関係教役者記念聖餐式 諸グループ・委員会から 


