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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 

11 

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） 若松諸聖徒教会 巡回 

03～05日(火～木) 第 241（定期）主教会     ＜富山＞ 

06日（金） 教役者会      ＜Web会議＞ 

08日（日） 小名浜聖テモテ教会 巡回・牧師任命式 

09日（月） 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議 

10日（火） 教区教役者逝去者記念聖餐式 

 在仙教役者ミーティング 

11日（水） 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

 主事会議 

13日（金） 若松聖愛幼稚園 創立記念礼拝・こども祝福式 

 常置委員会 

14日（土） ハラスメント防止・対策委員会 

15日（日） 米沢聖ヨハネ教会 主日聖餐式 

20日（金） 若松聖愛幼稚園 収穫感謝祭 

22日（日） 西の平聖パウロミッション 巡回 

23日（月） 第 103（定期）教区会 

27日（金） 若松聖愛幼稚園 誕生礼拝 

29日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

02日（月）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

04日（水）13:00 教区成立 100周年記念誌編纂プロジェクト会議  ＜Web会議＞ 

06日（金）14:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

09日（月）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＞ 

10日（火）10:00 教区教役者逝去者記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

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）16:00 主事会議      ＜仙台・会議室＞ 

12日（木）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜仙台・会議室＞ 

13日（金）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

14日（土）14:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

23日（月）09:00 第 103（定期）教区会    ＜盛岡聖公会・アートホテル盛岡＞ 
  

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。次期日本聖公会

総会議案について解説。 

◇主教諮問事項：「東北教区における主日礼拝な

らびに教区宣教活動再開のための指針（改訂版

－通算 No.7）について、クラスターの発生即公

開の礼拝の休止ではなく、当該教会委員会の合

議により決定することを決議。 

◇常置委員長報告：仙台基督教会隣地地代の減免・

猶予の要求について駐車場管理会社と協議。新

型コロナウイルス感染拡大の影響で採算が取れ

ない現状に鑑み、期間を限定して減免すること

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 

第 13 回常置委員会報告（10 月 6 日） 
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を決議。 

◇主事会議関連報告：執行機関各グループの活性

化、主事を含むメンバーの拡充・交代について、

主事会議議長陪席の上でその在り方を協議。教

区の宣教活動が、新型コロナウイルス感染拡大

によって通常になかったことなどから、総合的

に判断して性急かつ対処的改変は見送ることを

決議。前回常置委員会以降の会計処理事項につ

いて報告を受理。 

2．協議事項 

◇第 103（定期）教区会について：常置委員会報

告、常置委員会提出議案についての取り組みに

ついて確認。 

◇宣教強化資金融資案件について：小名浜聖テモ

テ教会からの申請を承認。聖公会東北福祉会の

融資金返済金猶予について承認。 

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。 

◇主事会議関連報告：新年に開催を予定している

執行機関合同会議の準備進捗状況について。

2021年の執行機関メンバーについての確認。 

2．協議事項 

◇第 103（定期）教区会について：常置委員会報告

について確認。儀礼議案、常置委員会提出議案

について最終に向けて校正、また議案内容につ

いて修正と確認。 

◇2021年度教区予算について：資料に基づいて説

明のあった「2021年度教区予算」について承認。 

1．報告事項 

◇総務主事主管。規則・規程グルーブ：規程集「附

則」の表記改正について。 

◇教育主事主管。教育保育グループ青年部門：年

末プログラム企画について。 

◇宣教主事主管。広報グループ：日本聖公会定期

総会報告の教区報掲載について。 

 十和田湖畔施設活用グループ：ヴァイアル山荘

改築案の教区会議案提出について。 

◇渉外主事主管。協働グループ：今後の各教会相

互交流について。 

◇財政主事主管。2021年度収支予算案及び分担金

案について。 

 宣教強化資金運用グループ：融資申請（1件）お

よび返済猶予申請（１件）について。 

◇常置委員会と主事会議による教区執行機関に関

する意見交換。 

2．協議事項 

◇2021年1月16日開催予定「執行機関合同会議」

について。 

◇2021年度執行機関メンバーについて。 

◇「主の祈りカード」増刷について。 

◇第 103（定期）教区会が、11月 23日（月）、盛

岡聖公会・盛岡アートホテルを会場に開催され

ます。関係各位におかれましては、教区会書記

よりお送りいたします連絡事項をお読みの上、

ご準備くださいますようお願いいたします。 

◇2021 年度信徒奉事者の１月１日付認可を希望

される教会は、12月開催の定例常置委員会まで

に、推薦書をご提出ください。任期は 2021年１

月１日～12 月 31 日となります。署名は自署で

お願いいたします。 

◇各教区人権担当者会・12月 8日（火）〈web

会議〉 

 教区より人権担当 林国秀司祭が参加します。 

◇11月 29日（日）は「人権活動を支える主日」

です。当日の信施は、直接管区事務所にお送り

ください。 

◇東京教区聖職按手式・12月 19日（土） 

〈東京教区主教座聖堂〉 

 執事按手 セシリア 下条知加子聖職候補生 

◇中部教区聖職按手式・10月 31日（土） 

〈於 長野聖救主教会〉 

  司祭按手 マリア    大和玲子執事 

       洗礼者ヨハネ 大和孝明執事 

※按手式は各会場参列者を限定して行われます。 

11月 10日（火）10時～      主教座聖堂 

司式：教区主教   説教：司祭 李 贊煕 

職位     教名・氏名     逝去年月日 

主教  ライト  前川
まえかわ

眞
しん

二郎
じ ろ う

 1953年 11月 01日 

宣教師 Miss Bessie McKim 1973年 11月 05日 

司祭       西村
にしむら

敬太郎
けいたろう

 1971年 11月 07日 

司祭  マルコ  植松
うえまつ

 金蔵
きんぞう

 1975年 11月 07日 

伝道師      松下
まつした

 一郎
いちろう

 1918年 11月 10日 

司祭       大野
お お の

 要蔵
ようぞう

 1938年 11月 11日 

司祭  ヨハネ  伴
ばん

  君
きみ

保
やす

 1956年 11月 11日 

司祭 ガブリエル 稲沢
いなざわ

 忠信
ただのぶ

 1988年 11月 12日 

司祭       今井
い ま い

  献
けん

 2007年 11月 27日 

伝道師      白石
しらいし

 村
むら

治
じ

 1929年 11月 28日 

女執事 Miss Anna Love Ranson 1969年 11月 28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 8 回主事会議報告（10 月 16 日） 

管区・他教区 

11 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

第 14 回常置委員会報告（10 月 19 日） 
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(1) 聖公会生野センターのための主日（3月 1日に近い主日）2月 28日 期間：2019年～2022年 

(2) 神学校のために祈る主日（復活節第 4主日）4月 25日 期間：2019年～2022年 

(3) 海の主日（7月の第 2主日）7月 11日 期間：2019年～2022年 

(4) 日本聖公会青年活動のための日（8月の第 1主日）8月 1日 期間：2019年～2022年 

(5) 社会事業の日（特定 25を用いる主日＝10月 26日に最も近い主日）10月 24日 

 期間：2019年～2022年 

(6) 人権活動を支える主日（11月最後の主日）11月 28日 期間：2019年～2022年 

― 上記 (1)～(6) までは、当日の信施を管区事務所にご送金ください。 

(7) 大斎節 2月 17日～4月 3日 期間：2019年～2022年 

― 大斎克己献金は、管区事務所にご送金ください。 

(8) 受苦日信施（エルサレム教区のため）4月 2日 

― 上記はランベスの要請によります。当日の信施を管区事務所にご送金ください。 

(9) ハンセン病問題啓発の日 

（顕現後第 6主日、第 6主日がない年は、大斎節前主日の１週前の顕現後主日）2月 7日 

(10) 地球環境のために祈る日（国連『世界環境デー』6月 5日に近い主日）6月 6日 

 期間：2019年～2022年 

(11) 沖縄週間（慰霊の日 6月 23日を含む 1週間）6月 20日～26日 期間：2019年～2022年 

― 上記 (9)～(11)は、信施、献金は伴いません。 

 

＜NCC及び関連組織が定める日＞ 

(1) キリスト教一致祈祷週間 （毎年この期間）1月 18日～25日 

(2) 世界祈祷日（ＮＣＣ女性委員会主催、3月の第 1金曜日）3月 5日 

(3) アジア・サンデー（昇天後主日）5月 16日 

(4) アジア・エキュメニカル週間（昇天後主日=アジア・サンデーから聖霊降臨日の前日まで） 

5月 16日～5月 22日 

(5) エキュメニカル・サンデー（聖霊降臨日）5月 23日 

(6) キリスト教教育週間（10月の第 3日曜日から第 4日曜日まで）10月 17日～24日 

(7) 障害者週間（11月の第 2日曜日から始まる 1週間）11月 14日～20日  

(8) バイブル・サンデー（降臨節第 2主日）12月 5日 

 

＜その他＞ 

(1) 世界人権デー（国連が定めた日、毎年この日）12月 10日 

◇北海道教区・第 79（定期） 11月 23日（月）＜於 主教座聖堂 札幌キリスト教会＞ 

◇北関東教区・第 87（定期） 11月 23日（月）＜於 志木聖母教会＞ 

◇東京教区・第 136（定期）、第 137（定期） 11月 23日（月）＜於 機械振興会館＞ 

◇横浜教区・第 82（定期） 11月 23日（月）＜於 横浜聖アンデレ主教座聖堂他 5会場（Web）＞ 

◇中部教区・第 92（定期） 11月 23日（月）＜於 主教座聖堂名古屋聖マタイ教会＞ 

◇大阪教区・第 125（定期） 11月 23日（月）＜於 主教座聖堂＞ 

◇京都教区・第 116（定期） 11月 6日（月）～23日（月）の期間内に伝道区ごとに分散開催。 

◇神戸教区・第 90（定期） 11月 23日（月）＜於 神戸聖ミカエル大聖堂・その他会場（Web）＞ 

◇九州教区・第 115（定期） 11月 22日（日）～23日（月）＜教区センター・その他 8会場（Web）＞ 

◇沖縄教区・第 70（定期） 11月 22日（日）～23日（月）＜於 教区センター＞ 

  

2020 年度「総会によって定められた主日」等 

他教区教区会 
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 日本聖公会第 65（定期）総会は、10月 27日（火）～29日（木）、新型コロナウイルス禍のため、東

京教区牛込聖バルナバ教会礼拝堂を議長・書記局会場とし、全国 12会場をオンラインで結んで開催され

た。東北教区から吉田雅人主教、聖職代議員 長谷川清純司祭、越山哲也司祭、信徒代議員 2 名の 5 名

が主教座聖堂仙台基督教会・ビンステッド主教記念ホールに集い出席した。 

 

1．主な議案 

◇第 9 号議案 「聖書協会共同訳」の認許および

「日本聖公会法規」の一部を改正する件 

日本聖書協会発行の 2018年版『聖書 聖書協会

共同訳（旧約聖書続編つき）』を、日本聖公会の

公祷、聖奠およびその他の諸式において用いるた

めには総会の決議が必要なため、今総会に提案、

認許が求められ全員賛成で可決。 

2020 年の降臨節より、主日礼拝の日課として用

いられるように整えていく予定。 

◇第10号議案 日本聖公会法規の一部を改正する

件（宣教協働区・伝道教区設置） 

主教会より提出された「宣教協働区・伝道教区」

の設置に関わる法規の一部改正を求める今総会

の一番大きな議題であった。この議案は「複数教

区からなる３つの宣教協働区を設置し、その中に

協働委員会を置いて区内の運営、宣教・牧会など

について協働を推進し、教区再編について検討す

る」条項と、「教区会決議と総会の承認によって

教区は伝道教区になることができ、その場合、伝

道教区には教区主教を置かず、宣教協働区内の教

区主教の一人が管理主教となり、協働委員会とと

もに伝道教区内の運営、宣教・牧会などについて

協働を推進し、5年以内（延長可）に教区の再編

をすることを検討する」という条項からなってい

る。約 3時間にわたる議論の末、原案に修正・加

筆することなく原案通り賛成多数（反対票もあり）

で可決された。 

◇第 14号議案 日本聖公会「原発のない世界を求

める国際協議会」声明に賛同する件 

昨年 2019年 5月に仙台において、「原発のない

世界を求める国際協議会」が開催され、この協議

会で採択された「原発のない世界を求める国際協

議会」声明をうけて、日本聖公会が脱原発と自然

エネルギーへの転換を目指すために、今総会でも

賛同をすることが提案され、全員賛成で可決され

た。 

◇第 15 号議案 「原発のない世界を求める週間」

設置の件 

「原発のない世界を求める国際協議会」声明の呼

びかけに応じ、2020年から 2022年までの毎年、

「地球環境のために祈る日」（世界環境デー6月

5日直近の主日）から始まる 1週間を「原発のな

い世界を求める週間」とする事が正義と平和委員

会と東北教区の代議員 4名の連名で提出され、全

員賛成で可決された。 

◇第16号議案 日本聖公会宣教協議会および実行

委員会設置の件 

2012年の日本聖公会宣教協議会「日本聖公会〈宣

教・牧会の十年〉提言」の提案に基づき、実行委

員会を組織し、2022 年 11 月 4 日（金）～7 日

（月）清泉寮（山梨県清里）で宣教協議会を開催

し、2012年から 10年間の各教区や管区における

宣教・牧会の実りを持ち寄り、日本聖公会の現状

と課題を分かち合い、これからの宣教に関する方

針と方向性を提示すること目的とする。全員賛成

で可決された。 

 

提出された 26議案（感謝動議は除く）のうち、「祈

祷書に『天皇のため』・『皇室のため』の祈りを加

える件」という議案は、議論の末に反対多数で否決

された。 

 

2．首座主教・常議員選挙結果 

◇首座主教選挙の結果、ルカ武藤謙一主教（九州教

区）が選出された。 

◇常議員選挙の結果、以下の方々が選出された。

（常議員は宗教法人日本聖公会責任役員） 

主教：武藤謙一主教〈代表役員〉、吉田雅人主教

（東北）、高地 敬主教（京都） 

聖職：大町信也司祭（北海道）、土井宏純司祭（中

部）、大岡佐代子司祭（京都） 

信徒：東北、横浜、中部より 1名ずつ。 

 

3．その他、選任された方々 

◇管区事務所総主事には、矢萩新一司祭（京都）が

再任された。 

◇東北教区の関係では、新たに渡部 拓司祭が年

金委員として選任された。また管区審判廷審判

員として、米沢の信徒 1名が指名された。 

以上 

 

報告者 聖職代議員 司祭 越山 哲也 

日本聖公会 第 65（定期）総会 報告 


