
2020.3.1 発行 No.771 

- 1 - 

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/ 
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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 
 

01日（日） 聖ペテロ伝道所 主日聖餐式 

03日（火） 教区教役者逝去者記念聖餐式 

04日（水） 主事会議 

05日（木） 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議 

06日（金） 常置委員会 

08日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

10日（火） 聖公会／ルーテル教会協議会    ＜市ヶ谷＞ 

11日（水） 東日本大震災 9周年記念の祈り   ＜主教座聖堂＞ 

15日（日） 米沢聖ヨハネ教会 主日聖餐式 

22日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

24日（火） 立教大学卒業礼拝     ＜立教大学＞ 

27日（金） 第 238（臨時）主教会    ＜名古屋＞ 

28日（土） 主教按手式・中部教区教区主教就任式   ＜中部教区主教座聖堂＞ 

29日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

31日（火） 主事会議 

02日（月）10:30 広報グループ会議     ＜仙台・控室＞ 

02日（月）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜仙台・会議室＞ 

03日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜仙台・小聖堂＞ 

04日（水）17:00 主事会議      ＜仙台・会議室＞ 

05日（木）14:00 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議  ＜仙台・控室＞ 

06日（金）17:00 常置委員会      ＜仙台・会議室＞ 

11日（水）14:15 東日本大震災 9周年記念の祈り   ＜教区内 10教会＞ 

28日（土）13:00 宣教強化資金運用グループ会議   ＜仙台・会議室＞ 

31日（火）17:00 主事会議      ＜仙台・会議室＞  

 

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。 

◇常置委員長報告：教役者聖職候補生後援会への部分

陪席報告。同会の名称と規程改正についての協議に

参加。継続協議していく旨報告。 

◇主事会議報告：台風 19号被災者支援献金会計報告、

遺贈金受入等について報告。 

◇教区財務状況報告：前常置委員会からの主な会計処

理事項について。教役者給与の昇給により管区から

第 4 回常置委員会報告（2 月 10 日） 

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 

新型コロナウィルス 

感染症拡大に伴う諸連絡 

 

 教区主教より 2月 21日付で「新型コロナウ

ィルス感染症拡大に伴うご注意」の書簡が出

されました。各教会にてご周知くださいます

ようお願いいたします。 

 3 月に予定されている会議や行事の開催に

ついても、電話やメールでの会議への変更や

状況をみて中止・延期もご検討ください。 
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の給与調整金は終了。 

◇教区内諸教会堅信受領者総会報告：教区の宣教牧会

に関わる件について協議。 

2．主教諮問事項 

◇信徒奉事者推挙：大館聖パウロ教会から推薦された

2名の信徒奉事者について適当と認め推挙。 

◇管区総会提出議案(主教会)「日本聖公会法規の一部

改正する件」について：宣教体制の見直しと教区再

編に向けて提出予定の法規改正議案について主教

より説明。意見交換。 

3．協議事項 

◇教区事務所の拡張申請について：教区事務所主事よ

り申請のあった表記の件について協議と確認。常置

委員会としては妥当と認め、仙台基督教会教会委員

会との協議に進むことを承認。 

◇台風 19 号被災者支援献金と遺贈金の会計処理につ

いて：台風 19 号被災者支援献金の残金と遺贈献金

については、特別会計に「災害支援資金」を設けて

管理することを決議。 

◇白河基督聖公会土地売却残金について：残金

9,332,557 円について、宣教強化資金に繰り入れる

ことを決議。 

◇中部教区主教按手式について：祝金は前例に倣い、

また教区代表として赤坂有司常置委員長が出席す

ることを決議。 

◇執行機関諸グループのメンバー・リーダーの変更に

ついて：定年退職、転籍に伴う教役者異動により、

リーダー、メンバーの変更を決議。 

1．報告事項 

◇2020年度主事会議予算について。 

◇総務主事主管報告 

①史料保全・編纂グルーブ：教区歴史パネル作成に

ついて。教区成立 100周年記念誌編集について。 

②規則・規程グループ：2020年版教区規則・規程集

作成について。経理規程（案）、慶弔規程（案）検

討について。 

③管財グループ：山形聖ペテロ教会登記所地図作成

に関する説明会、立ち合いについて。仙台市国分町

土地賃貸契約締結（駐車場用地）について。 

④教区事務所：事務室の拡張について。遺贈金経理

処理について。人事異動に関わる転居、代表役員変

更手続き等について。 

◇教育主事主管報告 

①教育保育グループ青年部門：今夏開催の「青年キ

ャンプ」内容について。上半期の教会訪問について。 

②奉仕職養成グループ：毎年聖週に行っている「教

役者黙想会」の持ち方について。人事異動に伴う 4

月以降のメンバー選任について。 

◇宣教主事主管報告 

①広報グループ：幼稚園教職員にも向けた紙面作り

について。史料保全・編纂グループの教区成立 100

周年記念誌編集協力について。 

②十和田湖畔施設活用グループ：ヴァイアル山荘土

地境界線確定作業、建て替えに向けての協議につい

て。今後の利用目的について。 

③東日本大震災被災者支援プロジェクト：映画『福

島は語る』上映会報告。「9周年記念の祈り」ポス

ター、式文発送について。2020年度の「被災地巡り

ツアー」実施予定について。10年目に向けた通年掲

示用のポスター作成について。PJ所有の PHS電話

回線終了に伴う解約と今後の通信方法について。人

事異動に伴う 4月以降の活動体制について。 

◇渉外主事主管報告 

①災害対応デスク：台風 19 号被害被災者支援活動

への献金使用使途について。 

◇財政主事主管報告 

①宣教強化資金運用グループ：仁王幼稚園・盛岡聖

公会牧師館改築工事融資について。 

②遺贈金受入について。 

2．協議事項 

◇執行機関合同会議総括と各グループ年間活動計画

取り纏めの呼び掛け方法について。 

◇教区成立 100周年記念行事について。 

◇2020年度教区修養会の日程、会場、主催について。 

◇常置委員会への主事会議報告事項の確認。 

◇「東北教区宣教強化資金」申請の締め切りは、3月

6日（金）です。申請を予定されている教会は、期

日厳守にてお願いいたします。 

◇協会けんぽの保険料率が、3月分から変更となりま

す。4月の給与から適用になります。 

健康保険料率 変更前 10.10％→変更後 10.06％ 

介護保険料率 変更前 01.73％→変更後 01.79％ 

◇扶養家族に入学・卒業、就・離職等の異動がある教

役者の方は、必ず教区事務所まで届け出てください。 

◇盛岡聖公会牧師館・仁王幼稚園は、新築工事が終了

し下記の日程で移転します。郵送物は以前の住所に

お送りください。 

牧師館：2月 27日、仁王幼稚園：2月 28～29日 

（3月 2日新園舎保育開始） 

◇広報グループ 

 広報グループのメールアドレスが

nskk.tohoku.koho@gmail.com に変わり数ヶ月が

経ちました。浸透してきたこともあり、旧アドレ

諸 連 絡 

諸グループ・委員会から 

第 2 回主事会議報告（2 月 7 日） 
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ス（koho.tohoku@nskk.org）は廃止いたしました。

原稿など送付の際は、ご確認くださいますようお

願いいたします。ご意見・ご感想も受けておりま

すので、どうぞご利用ください。 

◇東日本大震災被災者支援プロジェクト 

 プロジェクトで使用していた電話番号は、PHSサ

ービス終了に伴い廃止となりました。今後のご連

絡はメールにてお願いいたします。お急ぎの場合

は教区事務所・赤坂までご連絡ください。 

◇大阪教区第 124（臨時）教区会 3月 22日（日） 

＜主教座聖堂川口基督教会会館＞ 

◇「主教按手式・中部教区主教就任式」3月 28日（土） 

＜主教座聖堂・名古屋聖マタイ教会＞ 

  主教被選者 アシジのフランシス 西原廉太師 

吉田雅人教区主教、教区代表として赤坂有司常置

委員長が出席いたします。 

◇「中部教区 聖職按手式」2月 22日（土） 

＜主教座聖堂・名古屋聖マタイ教会＞ 

  執事按手  ヨハネ 相原太郎聖職候補生 

◇「神戸教区・聖職按手式」3月 21日（土） 

＜神戸聖ミカエル大聖堂＞ 

  司祭按手  バルナバ 永野拓也執事 

  執事按手  ルカ 宮田裕三聖職候補生 

◇東京教区第 136（定期）教区会・3月 20日（金） 

＜聖アンデレ主教座聖堂・ホール＞ 

◇神学校卒業礼拝が下記の通り行なわれます。覚え

てお祈りください。 

 聖公会神学院：3月 9日（月）13時～ 

＜諸聖徒礼拝堂＞ 

 ウイリアムス神学館：3月 13日（金）11時～ 

＜京都教区主教座聖堂・聖アグネス教会＞ 

◇3月 1日は「聖公会生野センターのため」の主日で

す。当日の信施は、直接管区事務所へお送りくださ

い。 

◇信徒奉事者認可（2月 10日付） 

大館聖パウロ教会： 2名 

3月 3日（火）10時～       主教座聖堂 

司式：教区主教       説教：教区主教 

司祭 ペテロ  山本
やまもと

 秀
ひで

治
はる

 1978年 03月 03日逝去 

司祭 ペテロ  松坂
まつざか

 勝
かつ

雄
お

 1993年 03月 09日逝去 

司祭 パウロ  村上
むらかみ

 秀
ひで

久
ひさ

 1974年 03月 12日逝去 

宣教師 Miss Flora M. Bristowe 1942年 03月 13日逝去 

司祭 パウロ  林
はやし

  由三
よしぞう

 1970年 03月 15日逝去 

司祭 サムエル 植松
うえまつ

 謙
けん

爾
じ

 1978年 03月 19日逝去 

司祭 テモテ  佐藤
さとう

 光
こう

道
どう

 2016年 03月 23日逝去 

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。 

 

 

3 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

人  事 
管区・他教区 

 東日本大震災 9周年の今年は、

東北教区内 10教会で記念礼拝を

行います。どうぞお近くの教会へ

足をお運びください。また、東北

教区 HPもしくは管区事務所 HP

より祈念の祈り式文がダウンロー

ドできますので、共にお祈りして

いただければ幸いです。 

 開催教会や式文について、詳細

は東北教区 HPをご覧ください。 
 

 

日時：2020年 3月 11日（水） 

午後 2時 15分より 

※磯山聖ヨハネ教会のみ午後 1 時より 

東日本大震災 9周年記念の祈り 

「同じ時 想いを一つに 皆で祈りを」 

会 場 教 会 
 

八戸聖ルカ教会 

秋田聖救主教会 

盛岡聖公会 

室根聖ナタナエル教会 

仙台基督教会 

仙台聖フランシス教会 

山形聖ペテロ教会 

磯山聖ヨハネ教会 

福島聖ステパノ教会 

郡山聖ペテロ 

聖パウロ教会 

 


