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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 

9 

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

05日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 宣教協働区等研修会 教会委員会 

07日（火） 在仙教役者ミーティング 

10日（金) 教役者会 

11日（土) 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

 ハラスメント防止・対策委員会 

13日（月） 教区展望会議 

17日（金） 主事会議 

18日（土） 奉仕職養成グループ会議 

 教区展望会議主催 第 2回意見交換会 

19日（日） 秋田聖救主教会 巡回 

21日（火） 在仙教役者ミーティング 

 常置委員会 

25日（土） 横浜教区北総宣教協議会 キリスト教勉強会  ＜Web＞ 

26日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

27日（月） 東日本宣教協働委員会 

28日（火） 管区共通聖職試験委員会 

9月 

07日（火）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

08日（水）11:00 十和田湖畔施設活用グループ会議   ＜十和田・大館＞ 

08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＞ 

10日（金）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

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

11日（土）15:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

13日（月）18:00 教区展望会議      ＜Web会議＞ 

16日（木）17:30 協働グループ会議     ＜Web会議＞ 

17日（金）15:30 主事会議      ＜Web会議＞ 

18日（土）13:30 奉仕職養成グループ会議    ＜Web会議＞ 

18日（土）16:00 教区展望会議主催 第 2回意見交換会   ＜Web会議＞ 

21日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

22日（水）18:00 執行機関拡大部門長懇談会「しゃべり場」  ＜Web会議＞ 

25日（土）13:30 宣教強化資金運用グループ会議   ＜盛岡＞ 

27日（月）10:00 教区 会計検査     ＜教区事務所＞ 

10月 

02日（土）13:30 各教会会計担当者会     ＜Web会議＞ 

05日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

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＞ 

19日（火） 常置委員会      ＜時間・場所未定＞ 

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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公  示 
 

 

救主降生 2021年 08月 19日 

 日本聖公会東北教区主教 

  主教 ヨハネ 吉田 雅人 ○印  

 下記の人事異動を発令します。 

記 

主教 ヨハネ  吉田 雅人 

2021年 08月 19日付 室根聖ナタナエル教会管理牧師の任を解く。 

司祭 ステパノ 越山 哲也 

2021年 08月 20日付 室根聖ナタナエル教会管理牧師に任命する。 

以 上 
 

  

公  示 
 

 

 日本聖公会東北教区第 105（定期）教区会を下記のように招集いたします。 

 

救主降生 2021年 09月 01日 

 日本聖公会東北教区会議長 

  主教 ヨハネ 吉田 雅人 ○印  

記 

日 時 2021年 11月 23日（火）午前 9時から午後 5時まで 

場 所 盛岡聖公会  礼拝堂  

  盛岡市中央通 3－14－14 

 アートホテル盛岡 

  盛岡市大通 3－3－18 

 

書記を下記のように指名いたします。 

書記 司祭 林 国秀 ・ 司祭 渡部 拓 

 

以 上 
 

 

1．報告事項 

◇主教報告：動静報告及び今後の予定について。

新型コロナウイルスによる東北地方への「まん

延防止等重点措置」適用に伴う公開の主日礼拝

休止状況および「交換説教」（9/5）の延期につ

いて報告。 

◇常置委員長報告：東日本大震災余震被害による

修繕費取りまとめ状況について報告。 

◇主事会議報告：各主事主幹報告。あわせて 11月

3 日実施予定の記念礼拝の担当について、礼拝

式文を教区主教、教育主事が、当日の予定を宣

教主事が、予算（会計）を総務主事、財政主事が

担当することを確認。教区財務状況報告。 

2．主教諮問事項 

◇「宗教法人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」

を次期教区会へ議案提出することについて。 

3．協議事項 

◇研学資金申請について：去る 6 月 23 日に実施

された教役者会の「宣教協働区についての学び」

研修についての費用について申請を適当と認め

承認。 

◇第 105（定期）教区会について：公示日を 9 月

1日（水）にすること、主会場をアートホテル盛

岡とすること（予定）を確認。 

◇宣教協働区における東北教区の宣教実践に関す

る今後の進め方について：宣教 130 周年記念礼

第 12 回常置員会報告（8 月 19 日） 
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拝（11/3）、定期教区会を広く教区民の学びの機

会と捉え、その内容について協議。本件の東北

教区としての取り組み」、ことに主教選挙につ

いての教区における分かち合いをどのように進

めるかを協議。 

◇慶弔規程制定について：規則・規程グループか

らの案について協議検討。継続して調整してい

くことを確認。 

1．報告事項 

◇常置委員会報告①室根聖ナタナエル教会と教区

の合併について、次期定期教区会に議案を提出。

②11月 3日、教区宣教 130周年記念礼拝・研修

会を予定。ライブ配信も視野に入れる。 

◇総務主事主管報告：①教区事務所：感染症対策

による勤務態勢について。②教区成立 100 周年

記念誌編纂プロジェクト：記念礼拝までに完成

の予定。③史料保全・編纂グループ：史料室につ

いて、全体のビジョンを練り、仙台基督教会と

の兼ね合いも考慮し整理に入る予定。④規則・

規程グループ：諸規程の見直しについて。 

◇教育主事主管報告：①教区保育連盟総会につい

て。②奉仕職養成グループ：「奉仕職に召される

人が与えられるため」祈りのカードを作成、配

付。Web懇談会「奉仕のススメ」実施について。

③教育・保育グループ・青年部門：今後の室根聖

ナタナエル教会活用について考える「室根プロ

ジェクト（仮称）」の方向性を分かち合う予定。

Webによる青年懇親会を企画。④教育・保育グ

ループ・保育部門：保育連盟と共同で作成する

「保育の道しるべ・2022年度版」について。 

◇宣教主事主管報告：①宣教 130 年記念プログラ

ム「交換説教」ポスター・趣意書を配付。②広報

グループ：協働グループ作成の「教区代祷表・テ

ジョン教区教会紹介」をホームページに掲載。

教区 YouTubeチャンネル（礼拝ライブ配信・ア

ーカイブ配信）をホームページにリンク。③十

和田湖畔施設活用グループ：ヴァイアル山荘改

築工事は順調、9 月末に完成、10 月に落成式を

予定。ヴァイアル山荘募金状況について。8月 6

日「平和の祈り」実施について。④東日本大震災

被災者支援プロジェクト：「震災証言集」は 9月

11 日に発行予定。新型コロナ感染拡大のため、

現在活動は休止中。来年度以降については、閖

上・広畑の活動は 100 回を迎える 2022 年 3 月

を区切りに、水曜喫茶は利用者や地元で活動し

ている方と意見交換をしながら、徐々に活動を

終えていく予定。原発問題との関わりを深めて

いく。 

◇渉外主事主管報告：①協働グループ：「教区代祷

表・テジョン教区教会紹介」を毎月作成し、配付

する。 

◇財政主事主管報告：①今年度収支見込と来年度

予算原案を策定中。②宣教強化資金運用グルー

プ：援助金のあり方、長期的な運用計画策定に

ついて協議予定。 

2．協議事項 

◇11月 3日に行う教区宣教 130周年記念礼拝・研

修会の準備について。 

◇「宣教協働区・伝道協働区」について、東北教区

の方向性を継続して審議する。 

◇感染症拡大（まん延防止等重点措置）により、

「交換説教」の日程の再検討を行うこととした。 

◇主教巡回日の信施は「主教資金」に用いられま

す。当日の信施金は、直接教区事務所にお送り

ください。 

◇今秋に予定した「宣教 130周年記念プログラム・

交換説教」は、新型コロナウイルス感染拡大に

より、9月 5日、12日の実施を延期することに

なりました。変更日程については、決まり次第

お知らせいたします。 

◇10月 2日（土）に盛岡にて開催を予定していた

会計担当者会は、コロナ禍の状況を鑑みオンラ

イン開催となりました。詳細は各教会へお送り

している案内をご確認ください。 

◇奉仕職養成グループより、「祈りのカード『奉仕

職に召される人が与えられるため』の文中の『肢』

の読み方についてのお願い」の文書をお送りい

たします。各教会にて掲示され、ご周知くださ

いますようお願いいたします。 

◇司祭 アタナシオ 笹森伸兒師の納骨式は、10月

1日（金）に行われる予定です。なお、コロナ禍

の影響を鑑み、親族のみにて行われる予定です。 

  

諸 連 絡 

第 8 回主事会議報告（8 月 18 日） 
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◇主事会議（再掲載） 

「主の祈り」を東北教区第 5代主教 村上達夫主

教が描かれた温かみのあるイラストとともに収

めたカード。2011年に作成されたカードを、教

区成立 100 周年を記念して末永くご使用いただ

けるようポストカードサイズに再編し、裏面に

は宛名・メッセージが書ける仕様にしました。 

1セット 10枚 500円（制作費）でお譲りしてお

りますので、お求めの方は教区事務所までお問

い合わせください。 

 

 

 

 

 

◇九州教区第 116(臨時)教区会 

9月 4日（土）＜Web開催＞ 

 議案：主教座聖堂・教区センター・福岡聖パウ

ロ教会、久留米聖公教会に関する基本財産変更

の件 

◇「2021年人権セミナー」 

9月 8日（水）～9日（木）＜Web開催＞ 

 ※教区より、人権担当 林国秀司祭、管区原発問

題プロジェクト委員長 長谷川清純司祭が参加

します。 

◇各教区宣教担当者の集い 

9月 9日（木）～10日（金）＜Web開催＞ 

 ※教区より、宣教主事 越山哲也司祭、総務主事

浅原和裕氏が参加します。 

◇東京教区聖職按手式 

10月 2日（土）＜聖アンデレ主教座聖堂＞ 

 執事按手 ヤコブ 荻原 充 聖職候補生 

※参列者を限定して行います。 

新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、 

10月 5日（火）に合わせて行う予定です。 

職位     教名・氏名     逝去年月日 

宣教師 Miss Ellen McRae 1921年 09月 06日 

執事       森
もり

 録
ろく

次郎
じ ろ う

 1934年 09月 10日 

司祭       結城
ゆ う き

 光雄
み つ お

 1973年 09月 10日 

司祭  James Chappell 1954年 09月 16日 

主教  コルネリオ 田崎
た ざ き

 安男
や す お

 2009年 09月 22日 

伝道師 ルツ   高橋
たかはし

 菊代
き く よ

 1954年 09月 23日 

司祭       志賀
し が

 清光
きよみつ

 1935年 09月 25日 

司祭  ルカ   釜萢
かまやち

 東祐
とうすけ

 2002年 09月 27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 

緊急事態宣言発出を受け、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：8月 18日（水）～9月 12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。 

※ 開所時間に変更はありません（9時～17時）。 

9 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

諸グループ・委員会から 管区・他教区 


