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主
01 日（水）
03 日（金）
03 日（金）
04 日（土）
05 日（日）
07～9 日(火～木)
11 日（土）
12 日（日）
13 日（月）
14 日（火）
16 日（木）
17 日（金）
19 日（日）
26 日（日）
28 日（火）

教

MAIL sien.tohoku@nskk.org

動

静

教区成立 100 周年記念誌編纂プロジェクト会議
仙台基督教会 逝去者記念聖餐式
東日本大震災被災者支援プロジェクト会議
教区展望会議
郡山聖ペテロ聖パウロ教会 巡回・牧師任命式
第 236（定期）主教会
「東日本大震災を覚えて 午後 2 時 46 分の黙想」
山形聖ペテロ教会 巡回
鶴岡聖公会 主日礼拝
教区教役者逝去記念聖餐式
主事会議
常置委員会
仙台基督教会 主日礼拝
福島聖ステパノ教会 巡回・牧師任命式
管区常議員会
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1．報告事項
◇主教報告：動静報告。「東北教区における主日礼
拝ならびに宣教活動再開のための指針」につい
て。
◇常置委員長報告：「第 7 回常置委員会決議等連
絡事項」を各主事に報告。新型コロナウイルス
感染症拡大の影響による教区財政における取扱
事項を報告。管区統計表による 2019 年度統計
について報告。東北教区現在堅信受領者数 685
人（10 減）、1 人当たりの年間平均献金額 65,693
円（増 36 円）。

＜東京・ナザレ修女会＞

＜Web 会議＞
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01 日（水）10:00 教区成立 100 周年記念誌編纂プロジェクト会議
03 日（金）14:00 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議
04 日（土）13:30 教区展望会議
08 日（水）13:30 広報グループ会議
11 日（土）14:30 「東日本大震災を覚えて 午後 2 時 46 分の黙想」
14 日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式
16 日（木）17:00 主事会議
17 日（金）16:30 常置委員会

第 8 回常置委員会報告（6 月 20 日）
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◇主事会議報告：新型コロナウイルス感染症拡大
影響下における執行機関各グループの活動につ
いて、グループ・リーダーに具体策の構築を要
請。再開に向けた主事会議からの働きかけにつ
いて対応を報告。
◇教区財務状況報告：2020 年 5 月 20 日～2020 年
6 月 19 日までの主な会計処理事項を報告。
2．協議事項
◇新型コロナウイルス感染症の影響に関する今後
の礼拝の対応について：仙台市と福島市で新た
な感染者が出たため、教区の「指針」に従い、仙
台と福島の教会は一堂に会しての礼拝を 21 日
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から 27 日まで休止した。しかし、今後の判断・
対応を含めた「指針」の見直しは次回常置委員
会まで見送り、夏に向けてマスク着用による熱
中症の危険などのことと併せて各教会（教役者）
へ情報の提供を依頼することとした。
◇第 103（定期）教区会について：新型コロナウイ
ルス感染症拡大に伴い、例年の日程・内容をど
のように修正するかについて継続協議とした。
書記を推薦。
◇教区成立 100 周年記念誌の発行について：史料
保全・編纂グループと広報グループの合同会議
から承認依頼のあったプロジェクト設置につい
てこれを承認し、名称を「教区成立 100 周年記
念誌編纂プロジェクト」とし、推薦のあったメ
ンバーを承認。またプロジェクトの今後の進め
方について進言する内容について協議。
◇宣教強化資金運用規程の改訂について：白河基
督聖公会土地売却残金を宣教強化資金に繰り入
れることに伴い、同資金運用規程前文にその旨
を追記した改定規程案について協議、承認。

第 4 回主事会議報告（6 月 16 日）
1．報告事項
◇総務主事報告
①史料保全・編纂グループ：教区成立 100 周年
記念誌編纂について。
②規則・規程グループ：整備中の規程について。
③管財グループ：盛岡土地境界線、建物登記につ
いて。
④教区事務所：感染症対策による勤務体制につ
いて。
◇教育主事報告
①教育主事：現状における活動の課題について。
②奉仕職養成グループ：秋以降の研修会等検討
について。
③教育・保育グループ保育部門：冊子『月毎の聖
句の学びと分かち合い』発行。
④教育・保育グループ青年部門：現在の社会状況
におけるプログラム実施について検討。
◇宣教主事報告
①広報グループ：教区諸行事中止等による教区
報編集対応について。
②十和田湖畔施設活用グループ：今年度の活動
について。
③東日本大震災被災者支援 PJ：支援活動の休止
と再開状況について。
◇渉外主事報告
①災害対応デスク：衛生用品配付について。

◇財政主事報告
①各教会財務状況調査について。
②宣教強化資金運用グループ：融資申請案件（2
件）について。
2．協議事項
◇6 月以降活動再開のための主事会議からの働き
かけについて。Web 会議の推奨と課題について。
◇「主の祈りカード」増刷を検討。
◇協働グループリーダー選出の協議を常置委員会
に要請。
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◇各教会で予定されている日曜学校キャンプ、納
涼プログラム、バザー等の計画について、今期
は新型コロナウイルス感染拡大を鑑み、「３つ
の密（密閉・密集・密接）」が避けられない行事
はできる限り中止してください。また「外」から
人が参集する行事も、当面は実施を控えてくだ
さい。
◇「教区事務所だより 6 月号」に諸連絡として掲
載いたしました記事（3 ページ、5 行目以下）、
「教区事務所の担当者変更について、経理担当
者を赤坂聖矢職員とし、従来担当の佐藤きよみ
職員はその指導とサポートを行うこととしまし
た。」は誤りでした。各教会、関係者の皆さまに
ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。
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◇教区諸委員委嘱（6 月 20 日付）
教区成立 100 周年記念誌編纂プロジェクト：
仙台基督教会信徒をリーダーとして委嘱、
越山哲也司祭、渡部拓司祭、他信徒 3 名をメン
バーとして委嘱。

諸グループ・委員会から
◇6 月 20 日付「教区成立 100 周年記念誌編纂プロ
ジェクト」が発足しました。ご支援とご協力をよ
ろしくお願いいたします。
◇教育・保育グループ青年部門
今年 8 月 8 日（土）～10 日（月・祝）に盛岡・
聖パウロ幼稚園で開催を予定していた「青年キ
ャンプ 2020」は、新型コロナウィルスの影響に
より中止することを決定いたしました。
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◇「神戸教区聖職按手式」
6 月 20 日（土）
＜徳島インマヌエル教会＞
執事按手 ルカ 宮田裕三聖職候補生
※参列者を限定して行われました。
◇「大阪教区第 124（臨時）教区会」7 月 19 日(日)
＜主教座聖堂・川口基督教会＞
議案：石橋聖トマス教会が現在独自に持つ宗教
法人格を、大阪教区に一元化する件
◇「京都教区第 115（臨時）教区会」7 月 23 日(木)
＜主教座聖堂・聖アグネス教会＞
議題：ザ・パレスサイドホテル退去に伴う立
退料支払いの件、基本財産の変更の件（教区
ビルの解体）、感謝決議の件
◇「沖縄教区第 69（臨時）教区会」7 月 24 日(金)
＜教区センター＞
議題：教区規則変更の件。北谷諸魂教会プレ
スクール跡を収益事業にすることの承認を求
める件。（駐車場を含む）
◇「海の主日」
7 月 12 日（日）
当日の信施は管区事務所へお送りください。

報

◇司祭 パウロ 大江真道師（京都教区・退職）
は、去る 5 月 31 日（日）逝去されました（89
歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。

7 月教区関係教役者逝去記念聖餐式
7 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
まつしま

司祭

松島
かたおか

司祭 ペテロ

篤
つねよし

片岡 常吉
の むら

司祭 ヨハネ

あつし

よ しお

野村 義雄

司祭 William F. Madeley
さ とう

司祭 ペテロ

こうへい

佐藤 公平

司祭 James Hubard Lloyd
執事 ペテロ

はやし

く にお

林

国男

逝去年月日

1943 年 07 月 05 日
1973 年 07 月 11 日
1962 年 07 月 14 日
1939 年 07 月 22 日
1981 年 07 月 26 日
1951 年 07 月 27 日
2010 年 07 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。
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