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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 

FAX 022-223-2387  URL http://nskk-tohoku.com/ 

2020 

9 

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

01日（火） 教区教役者逝去記念聖餐式 

 第 103（定期）教区会書記会 

02日（水） 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議 

 常置委員会 

04日（金） 仙台基督教会 逝去者記念聖餐式 

05日（土） 西の平聖パウロミッション 聖餐式 

06日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

07日（月） エキュメニズム委員会（聖公会・ルーテル）  ＜Web会議＞ 

08日（火） 在仙教役者ミーティング 

09日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

11日（金） 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

 教区展望会議 

12日（土） ハラスメント防止・対策委員会 

13日（日） 弘前昇天教会 巡回 

18日（金） 主事会議 

19日（土） 米沢聖ヨハネ教会 聖餐式 

20日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

23日（水） 宣教協働委員会・伝道教区についての 4教区懇談会 ＜Web会議＞ 

27日（日） 秋田聖救主教会 巡回 

29日（火） 松丘聖ミカエル教会 巡回 

01日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

03日（金）13:00 第 103（定期）教区会書記会    ＜仙台・会議室＞ 

02日（水）13:30 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議  ＜仙台・会議室＞ 

02日（水）17:00 常置委員会      ＜仙台・会議室＞ 

03日（木）17:00 規則・規程グループ会議    ＜Web会議＞ 

04日（金）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜仙台・会議室＞ 

08日（火）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

11日（金）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＞ 

11日（火）18:00 教区展望会議      ＜仙台・会議室＞ 

12日（土）10:30 ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

12日（土）13:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

12日（火）14:00 教役者聖職候補生後援会会議    ＜仙台・会議室＞ 

18日（金）16:00 主事会議      ＜仙台・会議室＞ 

28日（月）13:00 十和田湖畔施設活用グループ会議   ＜大館聖パウロ教会＞  

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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1．報告事項 

◇主教報告：コロナ禍における日本聖公会総会準

備進捗状況について報告。 

◇常置委員長報告：「第 9 回常置委員会決議等連

絡事項」を主事会議に報告。 

◇主事会議関連報告：「令和 2 年 7 月豪雨」被災

者支援として、主事会議の決議を経て九州教区

災害被災者支援室に 10万円の献金を承認。先の

常置委員会では 20万円と決議したが、コロナ禍

にあり、当地のボランティア受け入れや活動の

難しさから、10万円への変更を承認。 

2．協議事項 

◇影山博美司祭逝去記念式について：前回までに

決議した準備状況に加え、具体的な担当、対応

について協議。 

◇第 103（定期）教区会について：日本聖公会管区

総会がWebでの実施を検討するのを受け、教区

会についてもあらためて実施方法を検討。Web

での実施他、会場を仙台基督教会から変更する

可能性についても検討を始めることを確認。 

◇教役者人事について：教区主教からの諮問を受

け、人事異動について重ねて検討し、その結果

を答申した。 

1．報告事項 

◇総務主事報告 

①教区事務所：佐藤きよみ職員雇用期間満了退

職。②規則・規程 G：規則規程整備状況につい

て。③管財 G：盛岡境界線について。④100 周

年記念誌編纂 PJ：原稿依頼、作成部数について。 

◇教育主事報告 

教育・保育G①保育部門：次年度の「月間聖句、

解説、例話」準備について。②青年部門：教区報

に新コーナーを開設し活動を掲載。今夏中止した

青年キャンプに代わる行事を 12月に企画中。 

◇宣教主事報告 

①広報 G：教区報にミッション・ステートメン

トを意識し教区内幼保園を取り上げた新シリー

ズ掲載を予定。教区ホームページ更新について。

②十和田湖畔施設活用 G：「平和の祈り」を 8月

6 日鉛山聖救主礼拝堂にて実施。ヴァイアル山

荘境界線確定作業について。ヴァイアル山荘改

築構想・資金計画・PRについて。改築の必要性

と利用について教区全体の合意が重要。③東日

本大震災被災者支援 PJ：定例プログラム（お買

い物支援、水曜喫茶）再開、継続の具体性につい

て。震災 10周年行事の企画立案について。 

◇渉外主事報告 

①災害対応デスク：九州豪雨義援金送金完了。②

協働 G：リーダー指名について。 

◇財政主事報告 

①財政アンケート集計結果について。②宣教強

化資金運用G：今年度第2次融資申請について。 

2．協議事項 

◇2020 年度後期事業計画書及び次年度事業計画

書・予算申請について。 

◇各執行機関との連携について：主事会議からの

働きかけを重視し、来年 1 月に「第 2 回執行機

関合同会議」を実施。手段は Web 開催を考慮。 

◇教区事務所職員 佐藤きよみ氏は、7月末をもっ

て雇用期間満了で退職されました。これまでの

お働きに感謝いたします。今後、経理業務は赤

坂聖矢職員が担当いたします。なお、これまで

佐藤氏が使用していたメールアドレスは、周知

され次第使用できなくなります。 

◇「京都教区聖職按手式」8月 29日（土） 

〈主教座聖堂聖アグネス教会〉 

  司祭按手 アンデレ 松山健作執事 

◇8月 22日（土）に予定されていた神戸教区 バ

ルナバ永野拓也執事の司祭按手式は、新型コロ

ナ感染拡大に伴い、再度延期されました。式の

執行は主教の判断と関係者協議の上、規模を縮

小して行われます。 

◇デイビッド アレン神父（Brother David Allen・

福音史家聖ヨハネ修士会元日本管区修士長）は、

去る 8 月 17 日（月）、米マサチューセッツ州

ケンブリッジにて逝去されました（91歳）。同

師の魂の平安をお祈りいたします。 

9月 1日（火）10時～      主教座聖堂 

司式：教区主教   説教：主教 加藤 博道 

職位     教名・氏名     逝去年月日 

宣教師 Miss Ellen McRae 1921年 09月 06日 

執事       森
もり

 録
ろく

次郎
じ ろ う

 1934年 09月 10日 

司祭       結城
ゆ う き

 光雄
み つ お

 1973年 09月 10日 

司祭  James Chappell 1954年 09月 16日 

主教  コルネリオ 田崎
た ざ き

 安男
や す お

 2009年 09月 22日 

伝道師 ルツ   高橋
たかはし

 菊代
き く よ

 1954年 09月 23日 

司祭       志賀
し が

 清光
きよみつ

 1935年 09月 25日 

司祭  ルカ   釜萢
かまやち

 東祐
とうすけ

 2002年 09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。

諸 連 絡 

第 10・11 回常置委員会報告（7/31、8/10） 

第 6 回主事会議報告（8 月 18 日） 

管区・他教区 

9 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

訃  報 


