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東日本大震災被災者支援プロジェクト会議
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東日本大震災被災者支援プロジェクト会議
広報グループ会議
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「平和の祈り」
十和田湖畔施設活用グループ会議
「東日本大震災を覚えて 午後 2 時 46 分の黙想」
奉仕職養成グループ会議
教区展望会議
主事会議
常置委員会
規則・規程グループ会議
第 105（定期）教区会書記会
Web 懇談会～恵みと喜びへの招き～「奉仕のススメ」
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ハラスメント防止・対策委員会
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第 11 回常置員会報告（7 月 13 日）
1．報告事項
◇主教報告：動静報告及び今後の予定について。
室根聖ナタナエル教会を宗教法人日本聖公会東
北教区に合併することを承認する件の同教会堅
信受領者総会で承認された件について報告。
◇常置委員長報告：宣教協働区協働委員会報告と
北海道教区との合同常置委員会開催について進
捗状況報告。
◇主事会議報告：各主事主幹報告。
2．主教諮問事項
◇教区宣教 130 周年記念行事、ナザレ修女会から
の十和田湖畔「夏の家」について。
3．協議事項
◇教区宣教 130 周年記念行事について：記念礼拝
は、宣教主事、会場教会牧師、主教で準備を進
め、礼拝後の研修については宣教協働区協働委
員を含む常置委員が準備を担うことを確認。
◇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：前回常置委員会で
の決議（各教会におけるプレゼンテーションの
実施、その後アンケートととりまとめ）につい
て、さらに具体的な内容を検討。
◇学校法人聖公会聖パウロ学園大館幼稚園改築計
画について：これまでの経緯と今後の進め方に
ついて確認。
◇教区業務組織及び業務分掌規程改正とそれに伴
う執行機関の働きについて：前教区会期からの
課題である表記の見直しについて今後の予定を
確認。あわせて現機構にあった執行機関各グル
ープの在り方（活動計画と予算策定）について
協議。

第 7 回主事会議報告（7 月 7 日）
1．報告事項
◇常置委員会報告：①仙台市国分町土地の地代交
渉について。②「2021 年沖縄週間／沖縄の旅」
に曽根美砂氏が参加。③第 105（定期）教区会は
11 月 23 日開催、会場は盛岡を予定、書記長 林
司祭、書記 渡部司祭を任命。④宣教協働区制に
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、「宣教 130 周年記念礼拝」の日
程にあわせ研修会を実施。
◇総務主事主管報告：①室根聖ナタナエル教会修
繕工事について。②地震被害状況（聖テモテ幼
稚園、聖ルカ幼稚園）について。③規則・規程グ
ループ：「旅費規程」「教区会細則」の見直しを
行う。④管財グループ：仙台聖フランシス教会
隣地の電柱移動工事について。盛岡聖公会土地

境界線「覚書」は 7 月 7 日締結。
◇教育主事主管報告：①教育主事：執行機関の横
断的関わりのために俯瞰的視野をもって主管各
グループに活動することを奨励強化する。②奉
仕職養成グループ：「聖職・信徒奉仕職」につい
て語り合う Web 意見交換会を 8 月 28 日開催、
企画準備中。各教会での奉仕の働きについての
調査を検討。
◇宣教主事主管報告：①「宣教 130 周年記念プロ
グラム・交換説教」実施と PR について。②宣教
協議会実行委員会のアンケートに回答を提出。
③広報グループ：ホームページにヴァイアル山
荘建築についての特設ページを設け、工事の進
捗状況を随時更新予定。④十和田湖畔施設活用
グループ：「ヴァイアル山荘起工式」および「平
和の祈り」について。⑤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・オンラインフォーラム『原発はやめようよ』」
が開催され、渡部拓司祭と信徒 1 名が参加。宮
城県と仙台市の緊急事態宣言解除に伴う定期支
援活動の再開について。
◇渉外主事主管報告：①災害対応デスク：7 月 3 日
発生した熱海市土石流被災状況について。
◇財政主事主管報告：各セッションの今年度予算
執行実績と見込、来年度希望予算提出について。
2．協議事項
◇教区宣教 130 周年記念プログラム「交換説教」
のポスター・趣意書（案）について検討。
◇11 月 3 日開催「教区宣教 130 周年記念礼拝・研
修会」の準備について。
◇9 月 9・10 日、10 月 7・8 日開催「各教区宣教
担当者の集い」に宣教担当者 越山哲也司祭、浅
原和裕氏の参加を決定。
◇継続協議となっている「宣教協働区・伝道協働
区」について意見交換を行った。
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絡

◇東北教区宣教強化資金申請（第 2 回目）の締め
切りは、8 月 27 日（金）です。申請を予定され
ている教会は期日厳守にてお願いいたします。
◇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。
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管区・他教区

8 月教区関係教役者逝去記念聖餐式

◇「長崎原爆記念礼拝～死の同心円から平和の同
心円へ～」8 月 9 日（月）〈長崎聖三一教会〉
※感染症予防対策を行いつつ開催されます。
◇2021 年「拡大青年担当者の集い」8 月 28 日
（土）
〈Web 開催〉
※教区より、青年担当者と青年 1 名が参加しま
す。
◇総会で決議された主日
「日本聖公会青年活動のための日」8 月 1 日
（日）
当日の信施は管区事務所へお送りください。

8 月 3 日（火）10 時～
司式：教区主教
職位

主教座聖堂
説教：司祭 李 贊煕

教名・氏名

伝道師 ルツ

ほし

星
い まい

や すよ

安代
まさみち

逝去年月日

1955 年 08 月 05 日

司祭

サムエル 今井 正道

1983 年 08 月 12 日

司祭

John Cole McKim

1952 年 08 月 26 日

せ きや

まさひこ

司祭

パウロ

関屋 正彦

司祭

George C. L. Ross

1994 年 08 月 27 日
2020 年 08 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

諸グループ・委員会から
◇奉仕職養成グループ
「Web 懇談会～恵みと喜びへの招き～
『奉仕のススメ』」のご案内
定住教役者がいない中「一人一役」を提唱し教
会の奉仕を考え担ってこられた信徒の方お一人、
聖職として奉仕職を実践してきた司祭お一人に、
「奉仕」について発題いただき、信徒数、教役者
数共に減少傾向にある中でのこれからの『教会
における奉仕職』をご一緒に考える機会です。
各教会の信徒奉事者の方も含め、みなさんの参
加をお待ちしています。

教区事務所は 8 月 7 日（土）から 15 日（日）まで夏期休暇となります。
ご不便をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
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