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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

 

 
 

02～03日（金～土）教区保育連盟 第 48回保育者大会 

04日（日）  聖ペテロ伝道所 巡回 

05～06日（月～火）｢広島平和礼拝 2019」広島原爆逝去者記念聖餐式説教（広島） 

09日（金）  常置委員会 

11日（日）  仙台基督教会 主日聖餐式 

   「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

13日（火）  教区教役者逝去者記念聖餐式 

16日（金）  教区展望会議 

18日（日）  米沢聖ヨハネ教会 主日聖餐式 

19日（月）  ハラスメント対策委員会 

21日（水）  宣教会議 

25日（日）  大館聖パウロ教会 巡回 

27日（火）  小松島・台原プロジェクト拡大会議 

30日（金）  奉仕職養成委員会 

 

02～03日（金～土）教区保育連盟 第 48回保育者大会、臨時総会 

＜仙台ガーデンパレス、聖クリストファ幼稚園＞ 

03日（土）15:00 教役者聖職候補生後援会会議    ＜仙台・会議室＞ 

06日（火）11:00 2019十和田湖畔 夏の祈り    ＜鉛山聖救主礼拝堂＞ 

06日（火）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜仙台・会議室＞ 

09日（金）17:00 常置委員会      ＜仙台・会議室＞ 

10～12日（土～月）ユース・キャンプ 2019    ＜盛岡市・聖パウロ幼稚園＞ 

11日（日）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＞ 

13日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜仙台・小聖堂＞ 

16日（金）17:00 教区展望会議     ＜仙台・会議室＞ 

17日（土）13:30 財政グループ会議     ＜仙台・会議室＞ 

19日（月）16:00 ハラスメント対策委員会    ＜仙台・控室＞ 

21日（水）15:00 宣教会議      ＜仙台・会議室＞ 

22日（木）13:30 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議 ＜PJ サテライト・オフィス（フランシス教会）＞ 

27日（火）17:00 小松島・台原プロジェクト拡大会議   ＜仙台聖フランシス教会＞ 

28日（水）14:30 規則・規程グループ会議    ＜仙台・控室＞ 

30日（金）17:00 奉仕職養成委員会     ＜仙台・控室＞ 

31日（土）09:00 第 5回被災地巡りツアー    ＜釜石市、大槌町＞ 
 

教 区 主 教 動 静 

教 区 行 事・委 員 会 予 定 
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１．報告事項 

◇常置委員会より。①2018年度統計表集計結果につい

て。②仙台市まちづくり政策局定禅寺通活性化室へ

の参加について。③聖職按手式の受付担当につい

て。④鶴岡聖公会の今後の維持について。⑤奉仕職

養成委員会報告。「せみなりお青葉シリーズ｣冊子発

行と｢一日黙想会」開催について。⑥主教諮問事項

（人事異動）について。⑦管区行事参加者、特に青

少年への参加費用補助原則周知について。⑧十和田

湖畔ヴァイアル山荘現地測量及び境界線測量実施に

ついて。 

◇総務主事より。各グループ活動スケジュール、およ

び各グループリーダー全体会議の実施に向けて。 

◇宣教主事より。各行事準備の進捗状況、各グループ

の活動状況について。 

◇教区展望会議より。9月に開催する教区修養会につ

いて。 

◇財政主事より。①2020年度教区予算案作成スケジュ

ール、および財政グループ会議、各教会会計担当者

会議日程について。 

◇教区事務所主事より。①教区保育連盟加入園のチャ

プレン派遣体制維持負担金納入状況について。 

②「教区事務所だより」紙面の充実化について。 

2．協議事項 

◇常置委員長、総務主事より。各グループのヒアリン

グシートの分析結果と今後の施策について。 
 

 

 

◇「教区事務所だより」は 8 月号より、教会委員分

もお送りいたします。これまでの配付対象の信徒

代議員、諸委員長にあわせ、教会委員の方へも配

付をお願いいたします。部数の不足、変更等があ

りましたら教区事務所までお知らせください。ま

た、7 月号より教区ホームページへの掲載を開始い

たしました。どうぞご活用ください。より多くの方

にご覧いただけるよう、各教会での掲示にご協力く

ださい。 

◇東北教区宣教強化資金申請（第 2回目）の締め切

りは、8 月 30 日です。申請を予定されている教会

は、今後送付いたします申請用紙にご記入の上、

期日厳守にてお願いいたします。 

◇日曜学校キャンプ等夏季行事を予定されている教

会は、十分な安全を考慮しご計画ください。特に

近年は、熱中症や集中豪雨の災害、野生動物によ

る事故が各地で発生しています。野外行事を予定

されている教会は、万全の対策をお取りくださ

い。万一に備え、必ず損害保険にご加入ください

ますようお願いいたします。 

◇9 月 28 日（土）13時より、主教座聖堂 仙台基督

教会にて各教会会計担当者会が行われます。会計

担当者の方はご予定ください。詳細は教会宛お送

りする案内をご覧ください。 

◇｢日本聖公会東北教区 規則・規程集（2019年度

版）」訂正。 

Ｐ40 《別表 1》下記の項を削除 

日当（教会管理等）:1 回ごとに一律 1,000円と併

せて外食代補助を支給する。

ただし 30 ㎞以上離れた教会

を管理した場合。 

◇聖公会神学院「2019 体験入学」案内が届いており

ます。参加ご希望の方は、教区事務所までお知ら

せください。 

日時：2019年 10 月 2 日（水）～4日（金） 

場所：聖公会神学院 

対象：年齢、性別、学歴を問いません。 

費用：全日程 12,000 円（食費・宿泊費含む、部

分参加・宿泊定員あり） 

申込締切：9 月 16日（金） 

（※問合せは聖公会神学院事務局まで） 
 

 
 

◇広島平和礼拝 2019 8 月 5～6 日（月～火） 

＜於 広島復活教会、平和公園＞ 

吉田主教が記念聖餐式説教者として、また仙台基

督教会の信徒一名が参加いたします。 

◇長崎原爆記念礼拝・8 月 9 日（金） 

＜長崎聖三一教会＞ 

※8月 4日（日）は「日本聖公会青年活動のための日」

です。当日の信施は、直接管区事務所へお送りくださ

い。 
 
  

第 5回宣教会議報告(6 月 13 日) 

諸   連   絡 

管 区・他 教 区 
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8月 13日（火）10時～       主教座聖堂 

司式：教区主教      説教：主教 加藤博道 

伝道師 ルツ 星
ほし

 安代
やすよ

 1955年 08月 05日逝去 

主教 サムエル 今井
いまい

 正道
まさみち

 1983年 08月 12日逝去 

司祭 John Cole McKim 1952年 08月 26日逝去 

司祭 パウロ 関屋
せきや

 正彦
まさひこ

 1994年 08月 27日逝去 

 

教区事務所 夏期休暇 

8月１０日（土）～1８日（日） 

ご不便をおかけいたしますが、 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

◇教区展望会議 

今年は弘前昇天教会を会場に教区修養会を開催致します。今回は『ミッション・ス

テートメント』（案）に基づいた取組事例や課題、実践に向けてのアイデアを出し

合うことなど、多くの方々と意見を交換することを目的として企画しております。

皆で弘前に集まりましょう！ 

また、『ミッション・ステートメント』（案）に理解を深め、分かち合いを目的

に、展望会議メンバー数名が各教会を訪問しています。6月に山形聖ペテロ教会、7

月に秋田聖救主教会、その後も皆様の教会を訪問させていただきます。その際には

温かくお迎えくださいませ！ 

先月より『教区展望会議ニュースレター』を発行しています。教区全体でミッショ

ン・ステートメント（案）を共有していくために、各教会での取り組みや、メンバーの思いなどを掲載していま

す。ぜひお手に取っていただき、分かち合っていただければと思います。 

また、同時に展望会議メンバーだけでなく、教区の皆様それぞれの思いや取り組みについても掲載できればと考

えております。ミッション・ステートメント（案）について思うこと、また現在教会で行っている取り組みで、

ミッション・ステートメント（案）と重なる部分がありましたらご紹介ください。 

原稿送付先：メール nskk_tohoku_tenbou@googlegroups.com（展望会議メールアドレス） 

郵 送 〒980-0803 仙台市青葉区国分町 2-13-15 教区事務所気付 教区展望会議宛 

※郵送の場合は、連絡の取れる電話番号をご記載ください。 

◇宣教強化資金運用グループ 

当グループの役割は、「教区財政を中・長期的に展望し、教区内の宣教強化に資する資金の運用をつかさどる」

ことになっており、2月と 8月の年 2回申請書の受付をします。今年 2月の申請は 3件でした。4月に会議を開

き検討しましたが決定に至らず現在再審査中です。8月提出にあたり、融資・援助の決定がスムーズにできるよ

う、提出書類には整合性を持たせ、返済も無理にならないように熟慮した計画をもって提出していただきますよ

うお願いいたします。 

◇広報グループ 

教区報「あけぼの」に連載している『北から南から』についてのお知らせです。これまでは 1～2教会の記載

でしたが、11 月号より文字数を少なくし 7 教会くらいの記事を掲載いたします。行事の有無にかかわらず、

日常の様子をお書きくださればと思います。ご協力お願いいたします。 

また、教区報「あけぼの」8 月号より、教区ホームページでの公開を始めました。巻頭言と主教コラムの下部

に各号全ページへのリンクがありますので、ぜひご覧ください。 

8月教区関係教役者記念聖餐式 

諸グループ・委員会から 


