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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/

2021 

1 

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

01日（金） 仙台基督教会 主イエス命名の日礼拝 

03日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

05日（火） 教区教役者逝去記念聖餐式 

06日（水） 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議 

 主事会議 

07日（木） 教役者会 

 祈祷書改正委員会     ＜Web会議＞ 

09日（土） ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

10日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 

11日（月） 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

13日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

15日（金） 常置委員会 

16日（土） 執行機関合同拡大会議 

17日（日） 米沢聖ヨハネ教会 主日聖餐式 

18日（月） ウイリアムス主教記念基金委員会   ＜Web会議＞ 

22日（金） 在仙教役者会 

27日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

31日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

05日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜仙台・小聖堂＞ 

06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＞ 

06日（水）16:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

07日（木）14:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

09日（土）14:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

11日（月）10:30 教育・保育グループ保育部門会議   ＜仙台・会議室＞ 

11日（月）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（火）10:00 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

12日（火）13:00 第 103（定期）教区会書記会    ＜仙台・会議室＞ 

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

15日（金）13:00 常置委員会      ＜盛岡＞ 

16日（土）09:30 執行機関合同拡大会議     ＜盛岡＞ 

22日（金）10:30 在仙教役者会      ＜仙台・控室＞ 

1．報告事項 

◇主教報告：動静報告及び今後の予定について、

また管区及び教区内の諸状況への対応について

の報告。 

◇諮問事項：仙台聖フランシス教会、盛岡聖公会、

山形聖ペテロ教会より推薦された 2021 年度信

徒奉事者（全て分餐奉仕協力許可）8 名につい

て、これを適当と認め推挙。 

◇常置委員長報告：前教区会期から継続審議事項

について確認。 

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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◇教区財政状況報告：第 103（定期）教区会会計に

ついて、日程を 1 日としたこと、欠席者が多か

ったことなどから予算比で支出は少なくなった

旨報告。前常置委員会から本常置委員会までの

主な会計処理事項について報告。 

◇2020年降誕日礼拝の教役者配置について：降誕

日前宵祭ならびに降誕日礼拝の教役者配置確認。

普段以上に未信徒が参集する礼拝における新型

コロナ感染対策予防について、教区主教から注

意喚起メッセージの配信を確認。 

2．協議事項 

◇宣教協働区協働委員選任について：東北教区か

らの表記委員について、信徒枠で赤坂有司氏を、

聖職枠で八木正言司祭を選出。 

◇第 103（定期）教区会期の執行機関他のメンバ

ーについて：業務分掌規定上、セクション毎に

任期を定めていない場合でメンバーが再任され

る場合でも、原則任期は教区会期毎であること、

これにより教区会期毎に任命し直すのが妥当で

あること、また総主事の設置あるいは主事会議

議長がこの任に当たる場合についての任命は、

主事会議での協議選任ではなく、常置委員会に

おいて協議、主教が任命することを確認。その

上で、第 103教区会期のメンバーを選任した。 

◇信徒奉事者認可（1月 1日付）。 

 ※盛岡聖公会：信徒 2名。 

 ※山形聖ペテロ教会：信徒 2名。 

 ※仙台聖フランシス教会：信徒 4名。 

◇分餐奉仕協力許可（1月 1日付）。 

 ※盛岡聖公会：信徒 2名。 

 ※山形聖ペテロ教会：信徒 2名。 

 ※仙台聖フランシス教会：信徒 4名。

 

◇下記書類の提出をお願いいたします。 

・「2020年度統計表」〈締切 1月末日〉 

・「堅信受領者総会資料」2部 

・「教会委員当選届」「教区会信徒代議員当選届」 

◇2021 年度信徒奉事者の認可を希望される教会

は、推薦書をご提出ください。任期は 2021 年

12 月 31 日までとなります。署名は自署でお願

いいたします。 

◇「2021年度主教巡回希望申込書」は教区事務所

主事（sec.tohoku@nskk.org）までご回答くださ

い。1月 5日（火）締切。 

◇2021年度「教会委員当選届」「教区会信徒代議

員当選届」は、選挙が終わり次第、教区事務所宛

ご提出ください。牧師・管理牧師の署名押印、日

付、現在堅信受領者数、補欠者名等の記入漏れ

のないようお願いいたします。お名前には必ず

フリガナをふってください。書式は牧師・管理

牧師の方に、メールでお送りしています。前年

度のファイルをご使用の場合、年度の誤りにご

注意ください。なお、署名押印が必要となりま

すので、FAX、メールでの提出はできません。 

◇教区展望会議 

 教区会期の区切りと重なった前号（12月号）で

年間総括をしたため、ニュースレター1 月号は

休刊いたします。2月号は、2021年の教区の活

動について話し合われる「執行機関合同拡大会

議」が 1月 16日に開催されるため、会議内容を

踏まえた上、2021年の展望について掲載を予定

しております。 

◇日本聖公会第 66（臨時）総会 3月 6日（土） 

＜日本聖公会センター他 オンライン開催＞ 

 法規の伝道教区制に係る議案が上程されます。 

◇「2021各教区青年担当者の集い」 

1月 11日（月）＜Web会議＞ 

 教区より青年担当、管区青年委員 越山哲也司

祭、李贊煕司祭が参加いたします。 

◇司祭 ヨセフ 髙畠靖師（東京教区・退職）は、

去る 12月 2日（水）、逝去されました（93歳）。

同師の魂の平安をお祈りいたします。 

1月 5日（火）10時～      主教座聖堂 

司式：教区主教   説教：教区主教 

職位     教名・氏名     逝去年月日 

執事  ヨハネ  福島
ふくしま

 政
まさ

美
み

 2003年 01月 01日 

執事 アタナシウス 佐々木
さ さ き

康一郎
こういちろう

 2020年 01月 03日 

司祭  サムエル 秋山
あきやま

 久之
ひ さ し

 2020年 01月 07日 

    Mrs. Waller 1939年 01月 09日 

司祭  ステパノ 宮城
み や ぎ

 俊彦
としひこ

 1995年 01月 13日 

司祭  ペテロ  細貝
ほそかい

 岩夫
い わ お

 1985年 01月 17日 

司祭  E. R. Harrison 1937年 01月 19日 

司祭  Charles H. Evans 1955年 01月 20日 

司祭  アンデレ 青木
あ お き

 伊八
い は ち

 1966年 01月 31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 

諸グループ・委員会から 

訃  報 

管区・他教区 

1 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

人  事 


