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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 do-sec@nskk-tohoku.com 
FAX 022-223-2387  URL https://nskk-tohoku.com/

2021 

6 

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

02日（水） 十和田湖畔ヴァイアル山荘 解体の祈り 

06日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 

08〜10日(火〜木) 第 243（定期）主教会     ＜ナザレ修女会＞ 

11日（金） 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

13日（日） 磯山聖ヨハネ教会 巡回 

14日（月） 主事会議 

15日（火） 教区教役者逝去記念聖餐式 

18日（金） 常置委員会 

20日（日） 室根聖ナタナエル教会 主日聖餐式・堅信受領者総会 

21日（月） 教区展望会議 

22日（火） 在仙教役者ミーティング 

24日（木） 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議 

26日（土） 鶴岡聖公会 聖餐式 

27日（日） 郡山聖ペテロ聖パウロ教会 巡回・牧師任命式 

29日（火） 教役者会 

01日（火）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

02日（水）13:00 十和田湖畔ヴァイアル山荘 解体の祈り  ＜ヴァイアル山荘＞ 

11日（金）14:30 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 ＜非公開＞ 

12日（土）13:30 宣教強化資金運用グループ会議   ＜Web会議＞ 

14日（月）17:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

15日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式（4・5・6月合同）  ＜仙台・小聖堂＞ 

15日（火）14:30 十和田湖畔施設活用グループ会議   ＜大館聖パウロ教会＞ 

17日（木）11:00 東日本大震災被災者支援プロジェクト 証言集編集会議 ＜仙台・会議室＞ 

18日（金）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

19日（土）13:30 規則・規程グループ会議    ＜Web会議＞ 

21日（月）18:00 教区展望会議      ＜Web会議＞ 

23日（水）11:00 司祭 アントニオ 影山博美師 逝去 1周年記念聖餐式 ＜主教座聖堂＞ 

24日（木）13:30 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議  ＜Web会議＞ 

25日（金）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＞ 

29日（火）14:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

◇可決議案（決議順） 

第 1号議案 教区会議事運営に関する件 

第 2号議案 新議員歓迎の件 

第 3号議案 ヴァイアル山荘境内地仕様変更を承認する件 

◇教区会開会聖餐式の信施金 25,848円は、管区「緊急災害支援金」へ献げられました。 

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 

第 104（臨時）教区会報告（5 月 22 日） 
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1．報告事項 

◇主教報告：動静報告及び今後の予定について。

また新型コロナ感染症の諸教会（主日礼拝）の

対応について報告。臨時教区会日程変更に関す

る公示について指示。 

◇常置委員長報告：「原発のない世界を求める週

間」「管区ハラスメント防止研修会」「2022年

宣教協議会」についての教区としての対応につ

いて報告（以上、第 8 回）。室根聖ナタナエル

教会宗教法人解散に向けての進捗状況について

報告（以上、第 9回）。 

◇主事会議報告：各主事主幹報告。教区財務状況

報告（2020年度教区一般会計・特別会計決算見

込について）。「2022年日本聖公会宣教協議会」

開催に向けてのアンケートについて、教区とし

ての対応を協議（第 9回）。 

2．協議事項 

◇執行機関部門のメンバー追加について：十和田

湖畔施設活用グループに遠藤洋介司祭を追加

（第 8 回）。東日本大震災被災者支援プロジェ

クトに信徒 2名を追加（第 9回）。 

◇第 104（臨時）教区会について：東北各地の新型

コロナウイルス感染拡大状況から Web 会議と

することが望ましいとの見解で一致（第 8回）。

Web会場の場所、開会聖餐式司式者について確

認、議案、配布資料についての最終確認、研修

「法規改正（宣教協働区・伝道教区制）による東

北教区の今とこれから」のプレゼンテーション

について意見交換（以上、第 9回）。 

◇第 105（定期）教区会について：日程候補日、研

修の実施有無、宣教 130 周年記念礼拝の実施の

有無等について協議。11 月 23 日を候補日の軸

として継続協議（第 9回）。 

◇「原発のない世界を求める週間」プログラムへ

の参加者について：教役者枠で渡部拓司祭を、

信徒枠で仙台基督教会信徒を参加者とすること

について承認（第 9回）。 

1．報告事項 

◇総務主事主管報告。①「主の祈りカード」の増

刷・広告について。②規則・規程グループ：「慶

弔規程（案）」審議について。 

◇教育主事主管報告 

①信徒研修用パワーポイント「現代におけるわ

たしたちの教会生活と信仰」を作成、展望会議

にて利用方法を議論した。ITを使う等でアクシ

ョンは起こし続けるべきとの意見があった。②

奉仕職養成グループ：第 1回会議にて聖職養成、

聖職志願、教会での信徒の働きについて等協議

する。 

◇宣教主事主管報告 

①執行機関部門長を対象とした情報交換の場

「しゃべり場」を 5月 24日Webにて開催。②

十和田湖畔施設活用グループ：ヴァイアル山荘

改築許可申請手続きについて。改築献金パンフ

レット作成について。③東日本大震災被災者支

援プロジェクト：「原発のない世界を求める週

間」プログラムへの参加について。感染症拡大

に伴う定期支援活動の中止、再開について。今

後の活動の展望およびメンバー異動について。 

2．協議事項 

◇「2022宣教協議会」開催に向けたアンケート協

力依頼対応について、宣教主事が回答案を作成

し協議する。 

◇宣教協働区・伝道教区について、主事会議とし

て意見を交換した。 

◇教区宣教 130周年について、記念礼拝、説教交

換を記念事業と位置づける。感染症拡大状況を

考慮しながら実施方法を検討。 

◇吉田主教・教区事務所職員のアドレスが変更と

なります。お手数ですが登録の変更をお願いい

たします。なお、これまでのアドレスはまもな

く受信できなくなりますので、送信の際にお間

違えないようお願いいたします。 

◇教区で協会けんぽに加入している方は、予約に

従い「生活習慣病予防健診」を受診してくださ

い。健診結果は、「主教親展」で教区事務所まで

必ずご提出ください。 

◇「日本聖公会法憲法規」2021年 4月 4日版が発

行されました。「バイブルハウス南青山」（TEL 

03-9567-1995、https://biblehouse.jp/）よりご購

入ください。 

◇新庄聖マルコ教会宛の郵便は、秋田聖救主教会

気付 管理牧師 涌井康福司祭宛にお送りくださ

い。 

◇小名浜聖テモテ教会 電話新設。0246-92-4174 

◇経費削減のため、教区からの発送は月末にまと

めております。発送物がある部門はお含みおき

ください。  

諸 連 絡 

第 8・9 回常置員会報告（4/17・5/8） 

第 5 回主事会議報告（5 月 12 日） 
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◇オンラインフォーラム「原発はやめようよ」 

 前半 5月 30日（日）〜6月 1日（火） 

 後半 6月 6日（日）〜7日（月）＜Web開催＞

教区より、渡部拓司祭、仙台基督教会信徒が参

加いたします。 

◇「沖縄週間沖縄の旅・宝どぅ宝」 

 6月 22日（火）23日（水）＜Web開催＞ 

◇総会で決議された主日 

「地球環境のために祈る日」6月 6日 

「原発のない世界を求める週間」6 月 6〜12 日

「沖縄週間」6月 20〜26日 

覚えてお祈りください。 

◇十和田湖畔施設活用グループ：メンバー委嘱（5

月 8日付）司祭 遠藤洋介。 

◇東日本大震災被災者支援プロジェクト：メンバ

ー委嘱（5月 17日付）信徒 2名。 

◇主事会議 
 5月 24日（月）オンラインで教区執行機関リ

ーダー及び各部門の長を対象とした情報交換会

「しゃべり場」が開催されました。この会は、コ

ロナ禍の中でなかなか集まれず、活動が思うよ

うにいかない状況を想定して、それぞれの活動

が停滞、孤立しないように井戸端会議のような

自由な雰囲気で話す機会を設けることが主たる

目的でした。参加者に次回もこのような会を設

けたいことを呼びかけたところ賛同を得られま

したので、第 2 回目を 7 月 28 日に開催する予

定です。 

（宣教主事 司祭 越山 哲也） 

※延期した 4月、5月と合同 

6月 15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 

宣教師 Miss Marian Humphreys 1968 年 06月 01 日 

司祭       山縣
やまがた

 雄杜三
お と ぞ う

 1941 年 06月 02 日 

司祭       曾根
そ ね

  精
きよし

 1929 年 06月 06 日 

    Sr. Mariya Margaret 1994 年 06月 06 日 

司祭  テモテ  中山
なかやま

  眞
まこと

 2019 年 06月 08 日 

司祭  ダビデ  横田
よ こ た

  豊
ゆたか

 2004 年 06月 19 日 

司祭  パウロ  山崎
やまざき

 正雄
ま さ お

 1998 年 06月 25 日 

伝道師      桑野
く わ の

  倭
わか

 1936 年 06月 29 日 

司祭  ペテロ  宅間
た く ま

 信基
のぶもと

 1984 年 06月 30 日 

伝道師 ルツ   小笠原
おがさわら

 あい 2001 年 06月 30 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  

 

 

教区事務所勤務態勢のお知らせ 

宮城県・仙台市における緊急事態宣言延長を受け、教区事務所の勤務態勢を以下のとおりとさせてい

ただきます。 

ご不便お掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。 
 

期  間：6月 1日（火）〜6月 13日（日） 

勤務態勢：時差出勤・在宅勤務を併用し、事務所出勤者を減員 

※ 宮城県・仙台市、その他近隣地域の状況により、期間を変更する場合があります。 
 
 

管区・他教区 

6 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

人  事 

諸グループ・委員会から 


