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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 

7 

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

01日（木） 管区 祈祷書改正委員会    ＜Web会議＞ 

03日（土） 奉仕職養成グループ会議 

04日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 

05日（月） 東日本宣教協働区協働委員会    ＜Web会議＞ 

06日（火） 教区教役者逝去記念聖餐式 

 管区常議員会 

07日（水） 主事会議 

08日（木） 協働グループ会議 

10日（土) ハラスメント防止・対策委員会 

11日（日） 小名浜聖テモテ教会 巡回 

13日（火） 常置委員会 

14日（水） キリスト教入門講座     ＜仙台基督教会＞ 

18日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

19日（月） 教区展望会議 

20日（火） 在仙教役者ミーティング 

24日（土） 管区 ハラスメント防止・対策研修会   ＜Web研修会＞ 

25日（日） 新庄聖マルコ教会 巡回 

 

 

02日（金）13:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

03日（土）13:00 奉仕職養成グループ会議    ＜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＞ 

07日（水）17:00 主事会議      ＜仙台・会議室＞ 

08日（木）17:30 協働グループ会議     ＜Web会議＞ 

09日（金）18:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

10日（土）14:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

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＞ 

13日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

19日（月）18:00 教区展望会議      ＜仙台・会議室＞ 

28日（水）18:00 執行機関拡大部門長懇談会「しゃべり場」  ＜Web会議＞ 

  

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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公  示 
 

救主降生 2021年 6月 18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。 

 

司祭 ピリポ 越山健蔵 

2021年 9月 30日付 仙台基督教会における嘱託の任を解く。 

  磯山聖ヨハネ教会ならびに室根聖ナタナエル教会における礼拝協力の任

を解く。 
 

 

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。 

◇常置委員長報告：「宣教協働区に関する北海道

教区との今後の協働について報告。ヴァイアル

山荘改築のための契約締結について報告。 

◇主事会議報告：各主事主幹報告。「2022年宣教

協議会」アンケート回答素案について、教区財

務状況について報告。 

2．主教諮問事項 

◇越山健蔵司祭の人事公示について、これを適当

と認め答申。 

3．協議事項 

◇執行機関部門のメンバー追加について：規則・

規程グループに信徒 1名を追加。 

◇第 105（定期）教区会の日程について：11月 23

日（火・祝）に行うことを決議。会場はアートホ

テル盛岡を予定。 

◇宣教協働区についての共通理解と主教選挙に関

する今後の進め方について：先の臨時教区会で

のプレゼンテーションを各教会で再実施、その

後アンケートをとり、その結果を踏まえて「教

区宣教 130 周年記念礼拝」の実施にあわせてあ

らためて研修会を行う方向で調整に入ることを

決議。 

◇諸規則の改定について：規則・規程グループか

ら諮問のあった教区会細則の改定について、教

区事務所職員就業規定の改定について回答。 

1．報告事項 

◇総務主事主管報告。①教区事務所：県・市の緊急

事態宣言終了後 6 月 13 日以降の勤務体制につ

いて。②管財グループ：仙台聖フランシス教会

隣地住宅着工に伴う電柱の移動要請について。 

◇教育主事主管報告 

①保育連盟役員会を開催し、今後の活動につい

て協議する予定。教区としての「学び」の機会の

必要性を思い、方法を模索中。②奉仕職養成グ

ループ：グループのポスター作成、専用メール

アドレス開設を準備中。 

◇宣教主事主管報告 

①第 1回執行機関部門長情報交換「しゃべり場」

実施について。②十和田湖畔施設活用グループ：

ヴァイアル山荘改築諸手続き等進捗状況。③東

日本大震災被災者支援プロジェクト：定期支援

活動の再開予定について。 

◇渉外主事主管報告 

協働グループ：①教区宣教 130周年記念事業「説

教交換」の実施と計画案について。②大田教区

の教会紹介作成について。③ルイジアナ教区ト

ンプソン主教 2022年退任予定。 

◇財政主事主管報告 

①宣教強化資金運用グループ：既融資済案件に

関する「工事完了報告書」提出の徹底、最善の返

済計画の推進。今後の資金援助と長期的運用計

画作成について検討する。 

2．協議事項 

◇「2022宣教協議会」開催に向けてのアンケート

回答案について。 

◇宣教協働区・伝道協働区について。当面の最重

要事項であり、アンケートを取るなど教区内の

理解度の確認も必要。 

◇教区宣教 130周年記念礼拝日程、会場について。 

◇室根聖ナタナエル教会の今後の管理、用い方に

ついて。 

◇「しゃべり場」実施後の反省点、課題について。 

◇「説教交換」の実施方法について、教区記念企画

となるよう調整する。 

 

第 10 回常置員会報告（6 月 18 日） 

第 6 回主事会議報告（6 月 14 日） 
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◇教区で協会けんぽに加入している方は、「生活

習慣病予防健診」を予約して、お早めに受診くだ

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。 

◇各教会での諸プログラム、日曜学校キャンプ、

バザー等の実施について、新型コロナウイルス

感染拡大を鑑み、「3つの密（密閉・密集・密接）」

が避けられない行事はできる限り中止してくだ

さい。また「外」から人が参集する行事も、当面

は実施を控えてください。 

◇オンライン研修会「教会とセクシュアル・マイ

ノリティ これだけは知ってほしい！」 

（日本聖公会女性に関する課題の担当者、正義

と平和委員会ジェンダープロジェクト主催） 

7月 19日（月）講師：寺田留架氏、川口弾氏 

◇総会で決議された主日 

「海の主日」7月 11日（日） 

当日の信施は管区事務所へお送りください。 

◇規則・規程グループ：メンバー委嘱（6月 18日

付）仙台聖フランシス教会教会信徒 1名 

◇司祭 アタナシオ 根本圭一朗師（横浜教区・

退職）は、去る 6月 16日（水）逝去されました

（81歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

◇十和田湖畔施設活用グループ 
ヴァイアル山荘改築報告（その 1） 

6 月 2 日、吉田雅人主教司式により「ヴァイア

ル山荘祝福を解く祈り」が、18名の参列者で献

げられ、18 日から解体に着手して、6 月 30 日

には吉田雅人主教に起工式を執り行っていただ

き、建築工事に入りました。当初総工費概算

2,000 万円で見積っていましたが、木材料高騰

の煽りを受けて約 400万円増額になっています。

募金パンフレットを配布して全国募金を開始し

ます。皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

7月 6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 

司祭       松島
まつしま

  篤
あつし

 1943年 07月 05日 

司祭  ペテロ  片岡
かたおか

 常吉
つねよし

 1973年 07月 11日 

司祭  ヨハネ  野村
の む ら

 義雄
よ し お

 1962年 07月 14日 

司祭 William F. Madeley 1939年 07月 22日 

司祭  ペテロ  佐藤
さ と う

 公平
こうへい

 1981年 07月 26日 

司祭 James Hubard Lloyd 1951年 07月 27日 

執事  ペテロ  林
はやし

  国男
く に お

 2010年 07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発出期間が終了したため、6 月 14 日（月）より通常勤務

態勢へと戻りました。 

 期間中はご理解、ご協力いただきありがとうございました。 

 

諸 連 絡 

管区・他教区 

7 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 

訃  報 


