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東日本大震災被災者支援プロジェクト
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ハラスメント防止・対策委員会会議
盛岡聖公会 巡回
仁王幼稚園園舎・牧師館落成式
教区教役者逝去記念聖餐式
仙台基督教会 キリスト教入門講座
「平和の祈り 主イエス変容の日・広島原爆記念日を覚えて」＜鉛山聖救主礼拝堂＞
仙台基督教会 逝去者記念聖餐式
教区展望会議
新庄聖マルコ教会 巡回
鶴岡聖公会 主日聖餐式
影山博美司祭逝去記念式
教役者研修会
「東日本大震災を覚えて 午後 2 時 46 分の黙想」
仙台基督教会 教会委員会
米沢聖ヨハネ教会 主日聖餐式
主事会議
仙台基督教会 キリスト教入門講座
大館聖パウロ教会巡回
能代キリスト教会巡回
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ハラスメント防止・対策委員会会議
＜Web 会議＞
教育・保育グループ青年部門会議
＜Web 会議＞
教区教役者逝去記念聖餐式
＜主教座聖堂＞
広報グループ会議
＜Web 会議＞
規則・規程グループ会議
＜Web 会議＞
「平和の祈り 主イエス変容の日・広島原爆記念日を覚えて」＜鉛山聖救主礼拝堂＞
十和田湖畔施設活用グループ会議
＜ヴァイアル山荘＞
教区展望会議
＜仙台・会議室＞
影山博美司祭逝去記念式
＜主教座聖堂＞
教役者研修会
＜仙台・ホール＞
「東日本大震災を覚えて 午後 2 時 46 分の黙想」
＜主教座聖堂＞
主事会議
＜Web 会議＞
十和田湖畔施設活用グループ会議
＜大館聖パウロ教会＞

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う東北教区の対応
『東北教区主日礼拝ならびに宣教活動再開のための指針』が一部改訂されました。詳細について
は各教会牧師までお問い合わせ、または教区ホームページをご参照ください。
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第 9 回常置委員会報告（7 月 17 日）
1．報告事項
◇主教報告：動静報告。定期主教会報告。
◇常置委員長報告：「第 8 回常置委員会決議等連
絡事項」を主事会議に報告。第 103（定期）教区
会書記に常置委員会で選出された渡部拓司祭、
李贊熙司祭にその旨を通知。
◇主事会議関連報告：公開礼拝再開後の各教会の
経済的維持可能性について速報版に基づき報告。
「令和 2 年 7 月豪雨」に対する支援として、九
州教区災害被災者支援室に 20 万円の支援金を
送ることの承認を求められ、これを承認。
◇教区財務状況報告：2020 年 6 月 20 日～2020 年
7 月 15 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：第 6 信は「未だ原則第
5 信（指針）での留意事項を維持し続ける状況に
あること」「司式者（会衆者についても）のマス
クについては、暑さが厳しくなってきている中、
着用し続けるのには限界があり、
『み言葉』の部
分では外すことも想定されること」「但しそう
した変更を行う場合は、当該礼拝前に教会委員
会や参列者の同意を得ること」を主旨とした内
容に留め配信することを確認。
◇影山博美司祭逝去記念式について：聖餐式では
なく「逝去者記念式」とすることとし、加えて日
時、礼拝担当について確認。全体の進行は赤坂
有司常置委員長。
◇第 103（定期）教区会について：議事日程は 11
月 23 日（月・祝）9:00～17:00 とし、開会に間
に合わない議員のみ前泊対応する。また 3 密を
避けるため、議場を 2 階ホールから聖堂に変更、
机を入れて議場とすることを確認。
◇聖アルバン幼稚園改築に伴う青森聖アンデレ教
会旧聖堂の解体と境内地変更について：青森聖
アンデレ教会から出された「基本財産処分の件」
の議案を確認し、工事日程の関係からそれを承
認し、次期教区会で追認を求めることとした。

第 5 回主事会議報告（7 月 16 日）
1．報告事項
◇総務主事報告
「教区成立 100 周年記念誌編纂プロジェクト」
について。発行のコンセプト、冊子のイメージ
を協議。原稿は再度依頼書を送ることとした。
2．協議事項

「主の祈りカード」増刷について。用い方やデザ
インなど次回会議へ継続協議とした。
◇「令和 2 年 7 月豪雨」に関する支援について。
豪雨災害にあった教区へ救援金を送ることを常
置委員会へ提案。
◇各執行機関活動活性化のための主事会議提案に
ついて。
◇協働グループリーダー選出について。
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◇東北教区宣教強化資金申請（第 2 回目）の締め
切りは、8 月 28 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。
◇影山博美司祭逝去記念式が 10 日（月）13 時 30
分より主教座聖堂にて行われます。
司式：吉田雅人教区主教、
補式：東北教区聖職団、説教：長谷川清純司祭
◇小名浜聖テモテ教会の電話番号（0246-92-4174）
は廃止されました。教会への連絡は幼稚園の番
号（0246-92-4030）をお使いください。

諸グループ・委員会から
◇教育・保育グループ青年部門
前回お伝えした通り、8 月に予定していた青年
キャンプは中止となりましたが、年末に向けて
別企画を計画中です。計画の進捗や詳細は、教区
報「あけぼの」にて 8 月号より随時お知らせし
ていきます。

管区・他教区
◇「長崎原爆記念礼拝～死の同心円から平和の同
心円へ～」8 月 9 日（日）＜長崎聖三一教会＞
※規模を縮小して行われます。
◇「神戸教区聖職按手式」8 月 22 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
※参列者を限定して行われます。
◇「北海道教区聖職按手式」8 月 22 日（土）
＜主教座聖堂 札幌キリスト教会＞
司祭按手エリザベツ 阿部恵子執事
※参列者の制限を行います。
◇「沖縄教区聖職按手式」9 月 19 日（土）
＜主教座聖堂 三原聖ペテロ聖パウロ教会＞
司祭按手 ヨシュア 上原成和執事
◇「日本聖公会青年活動のための日」 8 月 2 日(日)
信施は直接管区事務所へお送りください。
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8 月教区関係教役者逝去記念聖餐式
8 月 4 日（火）10 時～
主教座聖堂
司式：教区主教
説教：司祭 越山 健蔵
職位

教名・氏名

伝道師 ルツ

ほし

や すよ

星

安代

い まい

まさみち

逝去年月日

1955 年 08 月 05 日

主教

サムエル 今井 正道

1983 年 08 月 12 日

司祭

John Cole McKim

1952 年 08 月 26 日

せ きや

司祭

パウロ

まさひこ

関屋 正彦

1994 年 08 月 27 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。

教区事務所は 8 月 13 日（木）～16 日（日）まで夏季休暇となります。
ご不便お掛けしますがよろしくお願いいたします。
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