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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 

10 

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

02日（金） 管区常議員会      ＜Web会議＞ 

03日（土） ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

04日（日） 仙台聖フランシス教会 巡回 

 仙台基督教会信徒奉事者研修会 

05日（月） 鶴岡聖公会 聖餐式 

06日（火） 教区教役者逝去者記念聖餐式 

 常置委員会 

08日（木） 釜石神愛教会 巡回 

09日（金） 在仙教役者ミーティング 

11日（日） 米沢聖ヨハネ教会 主日聖餐式 

 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 

12日（月） 拡大教役者会 

 教区展望会議 

14日（水） 室根聖ナタナエル教会 巡回 

16日（金） 中部教区教役者協議会     ＜Web会議＞ 

18日（日） 八戸聖ルカ教会 巡回・堅信式 

19日（月） 常置委員会 

23日（金） 臨時主教会      ＜名古屋＞ 

24日（土） 中部教区 主教按手式 教区主教就任式  ＜中部教区主教座聖堂＞ 

25日（日） 青森聖アンデレ教会 巡回・牧師任命式 

27～29日(火～木) 日本聖公会第 65（定期）総会    ＜Web会議＞ 

02日（金）17:00 規則・規程グループ会議    ＜Web会議＞ 

03日（土）13:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

03日（木）16:00 宣教強化資金運用グループ会議   ＜Web会議＞ 

06日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

08日（火）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

08日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

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＞ 

12日（月）14:00 拡大教役者会      ＜仙台・ホール＞ 

12日（土）18:00 教区展望会議      ＜仙台・ホール＞ 

14日（水）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜仙台・会議室＞ 

16日（金）16:00 主事会議      ＜仙台・会議室＞ 

17日（土）13:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜仙台・会議室＞ 

19日（月）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

29日（木）14:00 第 103（定期）教区会書記会    ＜仙台・会議室＞  

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 



- 2 - 

公  示 
 

 日本聖公会東北教区第 103（定期）教区会を下記のように招集します。 

 救主降生 2020年 9月 7日 

        日本聖公会東北教区 

        教区会議長 

         主教 ヨハネ 吉田 雅人 

記 

 日 時 2020年 11月 23日（月）午前 9時から午後 5時まで 

 場 所 盛岡聖公会 礼拝堂  盛岡市中央通り 3-14-14 

   盛岡アートホテル（旧東日本ホテル）  盛岡市大通 3-3-18 

 

書記を下記のように指名します。 

 書 記  司祭 渡部 拓・ 司祭 李 贊煕 

以上 
 

公  示 
 

 救主降生 2020年 9月 7日 

        日本聖公会東北教区主教 

         主教 ヨハネ 吉田 雅人 

 下記のとおり人事異動を発令します。 

 

主教 ヨハネ 吉田 雅人 

2020年 09月 30日付 仙台基督教会管理牧師および磯山聖ヨハネ教会管理牧師の任を解く。 

2020年 10月 01日付 若松諸聖徒教会管理牧師に任命する。 
 

司祭 ヨハネ 八木 正言 

2020年 09月 30日付 若松諸聖徒教会牧師および郡山聖ペテロ聖パウロ教会牧師の任を解く。 

2020年 10月 01日付 仙台基督教会牧師、磯山聖ヨハネ教会管理牧師および郡山聖ペテロ聖パウ

ロ教会管理牧師に任命する。 
 

司祭 ステパノ 涌井 康福 

2020年 09月 30日付 大館聖パウロ教会管理牧師の任を解く。 
 

司祭 ヤコブ 林  国秀 

2020年 09月 30日付 能代キリスト教会協働の任を解く。 

2020年 10月 01日付 大館聖パウロ教会管理牧師に任命する。 
 

司祭 ピリポ 越山 健蔵 

2020年 10月 01日付 司祭ヨハネ八木 正言のもとで、仙台基督教会において、嘱託司祭として

勤務することを委嘱する。聖ペテロ伝道所居住とする。ただし、法規第 53

条第 2項に基づき、任期を１年間（2021年 3月 31日まで）とする。 

2020年 10月 01日付 司祭ヨハネ八木正言のもとで、磯山聖ヨハネ教会および郡山聖ペテロ聖パ

ウロ教会において礼拝協力を委嘱する。また司祭ドミニコ李 贊煕のもと

で仙台聖フランシス教会において礼拝協力を委嘱する。ただし、法規第 53

条第 2項を準用し、任期は１年間（2021年 3月 31日まで）とする。 
 

主教 ヨハネ 加藤 博道 

2020年 10月 01日付 司祭ヨハネ八木 正言のもとで、仙台基督教会および二伝道所および郡山

聖ペテロ聖パウロ教会において礼拝協力を委嘱する。また司祭ドミニコ李 

贊煕のもとで、仙台聖フランシス教会および山形聖ペテロ教会において礼

拝協力を委嘱する。ただし、法規第 53 条第 2 項を準用し、任期は１年間

（2021年 3月 31日まで）とする。  
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1．報告事項 

◇主教報告：動静報告。また管区及び教区内の諸

状況への対応についての報告。 

◇主教諮問事項：継続審議の 2020年 10月 1日付

人事異動最終案について諮問。本常置委員会は

これについて答申。 

◇常置委員長報告：第 103（定期）教区会書記会

（9/1）に出席、常置委員会で検討したコロナ渦

の中での教区会実施について説明。 

◇主事会議関連報告：各主事からの報告。また

2020 年 7 月 16 日～2020 年 9 月 1 日までの主

な会計処理事項について報告。 

2．協議事項 

◇第 103（定期）教区会について：公示日、日程、

会場、諸委員及び報告者、スケジュール等につ

いて確認。 

◇ 2019 年度教区収支決算について：昨年度の収

支状況について、概ね良好に推移したとの説明

を受け、これを承認。 

1．報告事項 

◇各主管グループについて主管主事より報告。 

2．協議事項 

◇第 103（定期）教区会に向けて。 

◇「執行機関合同会議」開催に向けて。2021年 1

月 16日（土）盛岡を会場に予定。 

◇「主の祈りカード」の校正。 

◇今後の組織活性化について。 

◇第 103（定期）教区会が開催されます。今回は感

染症感染拡大防止を考慮し、盛岡での開催とな

ります。関係各位におかれましては、教区会書

記局より送付の諸連絡・日程等をご確認の上、

ご出席ください。報告・議案、調査回答等、提出

期限の厳守をお願いいたします。報告の締切は

10 月 14 日（水）、議案の締切は 10 月 23 日

（金）です。 

◇今年は新型コロナウイルス感染症とインフルエ

ンザ流行の並走が懸念されております。教役者

の方は健康管理に努め、インフルエンザの予防

接種をお受けくださいますようお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

◇財政主事 

2020年度は各教会のご理解とご協力を得て、教

役者給与を改定することができました。しかし、

転籍者や逝去者が出たため現役教役者は減少し、

給与負担も減少する見込みとなりました。また、

現役教役者の減少に伴い、退職聖職の支えがよ

り大きく感じる年でもありました。 

来年度分担金案に関して、従前の求め方では「教

役者の減少＝分担金の減少」となりますが、東

北教区の将来を描くとき、これまで以上に聖職

の養成に力を入れ、喫緊の人的課題に対してあ

らゆる人事を尽くし、天命を信じて待つ態勢を

取りたいと考えております。 

つきましては、来年度は現役教役者に加え退職

聖職の人件費、また教役者が数名増える想定分

を確保するため、各教会により分担金額に多少

の上下はありつつも、分担金総額を 2020 年度

同額とすることについて、何卒ご理解とご協力

を仰ぎたく思っております。詳しくは各教会へ

お送りしている会計説明資料をご参照の上、各

教会でご協議のときをお持ちいただきたく存じ

ます。 

◇広報グループ 

広報グループでは教区ホームページのトップ

ページ・スライドショー用の写真を募集して

います。特に季節感の感じられる教会外観の

写真、教会暦が伝わる礼拝堂内部、信徒の皆

さんの祈り・集いなどの教会生活の様子（そ

の際は個人が特定できないようにお願いしま

す）等、大歓迎です。広報のアドレス

（nskk.tohoku.koho@gmail.com）までご連絡

ください。常に教区のホームページに変化があ

るよう更新に努めております。ご協力ください

ますようお願いいたします。 

◇中部教区 主教按手式・教区主教就任式 

10月 24日（土）〈中部教区主教座聖堂〉 

 主教被選者：アシジのフランシス西原廉太司祭 

◇第 65（定期）総会 

10月 27日（火）～29日（木）〈Web会議〉 

 教区より、吉田雅人教区主教、代議員として長

谷川清純司祭、越山哲也司祭、信徒代議員 2名

が出席いたします。 

◇神戸教区聖職按手式 

9月 21日（月）〈広島復活教会〉 

 司祭按手 バルナバ永野拓也執事  

諸 連 絡 

第 12 回常置委員会報告（9 月 2 日） 

第 6 回主事会議報告（9 月 18 日） 

管区・他教区 

諸グループ・委員会から 
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◇司祭 オーガスチン 中山統永師（横浜教区・

退職）は、去る 8 月 29 日（土）、逝去されま

した（87歳）。同師の魂の平安をお祈りいたし

ます。 

◇司祭 ジョージ C. L. ロス師（米国聖公会・退

職）は、去る 8 月 29 日（土）、米カリフォル

ニア州で逝去されました（90歳）。同師は 1958

年から 1963 年まで、小名浜においてお働きく

ださいました。魂の平安をお祈りいたします。 

◇司祭 ダニエル 大岡義明師（京都教区・退職）

は、去る 9月 14日（月）、逝去されました（96

歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 6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     逝去年月日 

司祭       駒野
こ ま の

 義夫
よ し お

 1946年 10月 05日 

司祭  William Franklin Draper  1999年 10月 09日 

執事  ヨセフ  山本
やまもと

 清司
き よ し

 2003年 10月 09日 

宣教師 Miss Gladys Gertrude Spencer  1960年 10月 11日 

司祭  ポーロ  滝口
たきぐち

 三郎
さぶろう

 1976年 10月 12日 

伝道師      度会
わたらい

 伝吉
でんきち

 1928年 10月 15日 

伝道師      吉津
き つ

愛一郎
あいいちろう

 1976年 10月 18日 

司祭       宅間
た く ま

 六郎
ろくろう

 1955年 10月 23日 

宣教師 Miss Bessie Mead 1954年 10月 25日 

司祭  ステパノ 木村
き む ら

 兵三
ひょうぞう

 1968年 10月 25日 

司祭  F. C. Meredith 1926年 10月 27日 

伝道師      蛎崎
かきざき

 佐久
さ く

 1904年 10月 29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。 

 

 

 

10 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 訃  報 


