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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 
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東日本大震災被災者支援プロジェクト       MAIL sien.tohoku@nskk.org 
 

05日（日） 仙台基督教会 主日礼拝 

11日（土） 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

12日（日） 仙台基督教会 復活日礼拝 

14日（火） 教区教役者逝去記念聖餐式 

19日（日） 仙台基督教会 主日礼拝 

20日（月） 常議員会      ＜管区事務所＞ 

26日（日） 仙台基督教会 主日礼拝 

28日（火） 常置委員会 

11日（土）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（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜仙台・小聖堂＞ 

28日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡・聖パウロ幼稚園＞ 

◇所轄庁提出書類の期限は、4 月末日となってお

ります。早急にご提出ください。提出が遅れま

すと、1万円以下の過料に処されます。なお、書

類は必ず教会に備え付けてください。 

主教 ヨハネ 加藤博道：2020年 4月 1日付 

司祭アントニオ影山博美のもとで仙台

基督教会及び二伝道所の、また司祭ドミ

ニコ李贊熙のもとで仙台聖フランシス

教会及び山形聖ペテロ教会において礼

拝協力を委嘱する。ただし、法規第 53

条第 2項を準用し、任期は１年間とする。 

◇教区諸委員（3月 31日付） 

加藤博道主教：奉仕職養成グループメンバー、

東日本大震災被災者支援プロジェクト

リーダー、聖職試験委員の任を解く。 

中山 茂司祭：十和田湖畔施設グループリーダ

ー、教区審判廷審判員、聖職試験委員

の任を解く。 

長谷川清純司祭：主教座聖堂参事の任を解く。 

八木正言司祭：教育・保育グループリーダーの

任を解く。 

信徒 1名：広報グループメンバーの任を解く。 

◇教区諸委員（4月 1日付） 

長谷川清純司祭：十和田湖畔施設グループリー

ダー、東日本大震災被災者支援プロジ

ェクトリーダーを委嘱する。 

影山博美司祭：東日本大震災被災者支援プロジ

ェクトメンバー、主教座聖堂参事を委

嘱する。 

渡部 拓司祭：教育・保育グループリーダー、広

報グループメンバーを委嘱する。 

◇信徒奉事者認可（3月 26日付） 

米沢聖ヨハネ教会  2名 

 

諸 連 絡 

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 

公  示 

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う諸連絡 

東北教区各教会では 3 月 29 日～5 月 3 日までの主日・週日の礼拝は、信徒・求道者が一堂に会して

行うことを休止します。教会委員会・教会行事等も同様です。 

詳しくは各教会に配布された「新型コロナウィルス感染症拡大に伴うご注意 No.3」をご覧ください。

また、東北教区ホームページに現在まで出された主教文書一覧を掲載しております。 

人  事 
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◇5月 2日（土）に延期されていた中部教区の主

教按手式は、ウィルス感染症拡大防止のため 10

月 24日（土）に再延期されました。 

◇日本聖公会第 65（定期）総会 

6月 2日(火)～4日(木)＜日本聖公会センター＞ 

◇沖縄教区聖職按手式  4月 25日（土） 

＜主教座聖堂三原聖ペテロ聖パウロ教会＞ 

 司祭按手 執事 ヨシュア 上原成和 

◇東京教区聖職按手式  5月 16日（土） 

＜聖アンデレ主教座聖堂＞ 

 執事按手 聖職候補生 セシリア 下条知加子 

◇神学校入学礼拝が下記の通り行なわれます。 

 聖公会神学院：4月 24日（金）14:00～ 

＜諸聖徒礼拝堂＞ 

 ウイリアムス神学館：4月 2日（木）11:00～ 

＜京都教区主教座聖堂・聖アグネス教会＞ 

◇聖公会神学院は 4月より、校長に中村邦介司祭

が就任されます。覚えてお祈りください。 

◇教区展望会議 

新型コロナウィルスの影響による行事の中止

等により、今月のニュースレターは休刊です。 

◇東日本大震災被災者支援プロジェクト 

新型コロナウィルス感染防止のため開催を見

送った教会もありますが、3 月 11 日に教区内

8 箇所の教会で 9 周年の祈りが持たれました。

詳細は教区ホームページをご覧ください。 

◇災害対応デスク 

新型コロナウィルスによる感染症予防のため、

各教会・幼保園へマスクを配布いたしました。 

◇教育・保育グループ青年部門 

5月の第 1主日は「東北教区の青少年活動を覚

え支える主日」です。教区ホームページに掲載

されておりますのでご覧ください。今年のポス

ターは新緑の定禅寺通（仙台）をテーマにしま

した。お献げいただいた信施は教区の青少年の

活動のため用いさせていただきます。 

この度、仙台基督教会教会委員会のご理解をい

ただき、事務所の面積を現在の約 6坪から約 9

坪に拡張することとなりました。（工期：3月

27 日～4 月 6 日）今の広さゆえにともすれば

玄関から入って右側の「小さな空間？」という

イメージは払拭され、明るく生まれ変わろうと

しています。会議等の待合せや短時間の打合せ

等にもご活用いただけるスペースも生まれま

す。仙台にお越しの節は是非お立寄りください。

お待ち申し上げております。なお、仙台基督教

会事務室は 3階主教室の隣に移転となります。

よろしくお願いいたします。 

総務主事・教区事務所主事 浅原和裕 

4月 14日（火）10時～      主教座聖堂 

司式：教区主教   説教：司祭 李 贊煕 

職位     教名・氏名     逝去年月日 

司祭 ヨハネ   落合
おちあい

吉之助
きちのすけ

 1942年 04月 01日 

司祭       稲垣
いながき

陽一郎
よういちろう

 1949年 04月 01日 

宣教師 MissGladys V. Gray 1978年 04月 02日 

主教  John Mckim 1936年 04月 04日 

司祭       田井
た い

 正一
しょういち

 1927年 04月 06日 

司祭 ヨシュア  大野
お お の

 敏之
としゆき

 1971年 04月 08日 

伝道師      織間
お り ま

小太郎
こ た ろ う

 1934年 04月 15日 

宣教師 Miss Georgie Suthon 1941年 04月 15日 

司祭 イスラエル・ヤコブ 加藤
か と う

 泰治
た い じ

 1970年 04月 16日 

執事       北沢
きたざわ

 繁
しげ

松
まつ

 1934年 04月 21日 

司祭       森
もり

 滉
ひろし

 1934年 04月 22日 

伝道師 マリヤ・マクダレン 神﨑
かんざき

 ゆき 2007年 04月 23日 

司祭       早川
はやかわ

喜四郎
き し ろ う

 1943年 04月 23日 

執事 Dorothea V. Carlson 1928年 04月 27日 

司祭       小林
こばやし

彦五郎
ひこごろう

 1944年 04月 29日 

司祭  Robert W. Andrews 1962年 04月 29日 

伝道師 マリア  鈴木
す ず き

 八重
や え

 1991年 04月 29日 

宣教師 Mrs. Lora Gladys Clifford 1929年 04月 30日 

司祭 John Gage Waller 1943年 04月 30日 

主よ、永遠の平安を彼らに与え 絶えざるみ光をもって照らしてください。 

◇通勤時の感染を避けるため、教区事務所は 4月末まで時差出勤を行わせていただきます。ご理解のほどよろし

くお願いいたします。なお、今後の状況により期間の延長や時間の短縮等判断する場合がありますが、現在の

ところ開所時間（月～金・9:00～17:00）に変更はありません。 

4 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

諸グループ・委員会から 

管区・他教区 

お詫びと訂正 

3 月号「管区・他教区」に下記の誤りがあり

ましたのでお詫びして訂正いたします。 

誤  執事按手 ルカ 富田裕三聖職候補生 

正  執事按手 ルカ 宮田裕三聖職候補生 

教区事務所より 


