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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 

10 

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

02日（土） 各教会会計担当者会 

03日（日） 若松諸聖徒教会 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 

 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

10日（日) 仙台聖フランシス教会 巡回・堅信式 

11日（月) 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

 教区展望会議 

12～14日(火～木) 第 244（定期）主教会     ＜札幌＞ 

15日（金） 教役者会 

16日（土） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

 教区展望会議主催 第 3回意見交換会 

17日（日） 八戸聖ルカ教会 巡回 

19日（火） 常置委員会 

20日（水） 主事会議 

 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

22日（金） 釜石神愛教会 巡回 

23日（土） ヴァイアル山荘落成式 

24日（日） 福島聖ステパノ教会 巡回 

26日（火） 聖公会神学院評議員会 

31日（日） 青森聖アンデレ教会 巡回 

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＞ 

06日（水）10:00 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

18日（土）13:30 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議  ＜Web会議＞ 

07日（木）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜Web会議＞ 

09日（土）16:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

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＞ 

15日（金）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

16日（土）10:00 規則・規程グループ会議    ＜Web会議＞ 

18日（土）16:00 教区展望会議主催 第 3回意見交換会   ＜Web会議＞ 

19日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

20日（水）15:30 主事会議      ＜Web会議＞ 

23日（土）13:00 ヴァイアル山荘落成式     ＜ヴァイアル山荘＞ 

30日（土）13:30 宣教強化資金運用グループ会議   ＜仙台＞ 

 

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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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。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う教区内各教

会の対応、ルイジアナ教区ハリケーン被害につ

いて等報告。 

◇常置委員長報告：東日本大震災余震被害による

修繕費について、地震保険金と公的補助金で賄

える金額を差し引いた額は約 1,400 万円である

こと、東日本宣教協働区に関する北海道教区・

東北教区合同常置委員懇談会以降の動きについ

て報告。 

◇主事会議報告：各主事主幹報告。あわせて教区

会、会計担当者会に向けての方針報告、 教区宣

教 130周年記念礼拝と研修準備進捗状況、教区

財務状況報告。 

2．協議事項 

◇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：大館聖パウロ教会管理牧師と聖公

会聖パウロ学園理事長が陪席し、表記計画の基

本方針と懸案事項を協議、次期教区会に「基本

財産処分の件」、「境内地変更の件」、「無償貸

与の変更の件」の議案を提出することを承認す

ると共に、教区からの検討事項を伝達。 

◇第 105（定期）教区会について：書記局提案の諸

委員について、また常置委員会（関連）提出議案

の確認。 

◇慶弔規程制定、旅費規程の改正案について：修

正案について継続協議。 

◇東日本大震災被災者支援 PJ の今後の活動につ

いて：諸ブログラムの「終え方」について、広畑

お茶会は 100 回を迎える時期を 2022 年 3 月頃

としていたが、コロナ禍で活動休止している現

況から多少ズレ込むこと、閖上買い物支援、水

曜喫茶も同様であることをあらためて確認。時

期が決まれば教区ホームページに載せて周知を

図ることとした。 

◇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：「宣教 130 周年記

念礼拝」の際に、さらに 11月 23日の定期教区

会の際にも宣教協働区についての共通理解を深

め、来年主教選挙を行うのか否かという課題に

重点を置いて、教区全体でこの課題に取り組ん

でいけるよう研修を計画することを確認。 

◇教区業務組織及び業務分掌規程改正の検討につ

いて：懸案となっていた主事、グループの改廃

について協議。組織（図）を可能な限り効率的か

つコンパクトにした方が良いとの改正主旨に則

って改正案をまとめ、結論の出なかった点につ

いては次回常置委員会において継続審議するこ

とを確認。 

1．報告事項 

◇議長報告：各部門長意見交換会「しゃべり場」に

ついて、今後は毎月第 4水曜日に開催。 

◇総務主事主管報告：①総務主事：鉛山聖救主礼

拝堂用地使用更新手続きについて。②教区事務

所：感染症対策による勤務態勢について。③教

区成立 100 周年記念誌編纂プロジェクト：校正

作業および印刷業者選定を継続中、10月末納品

を予定。④規則・規程グループ：諸規程の制定・

見直しについて。 

◇教育主事主管報告：①教育主事：11月 3日予定

「宣教 130 周年記念礼拝」後の研修「宣教協働

区・伝道教区について」の内容、趣旨を確認。②

奉仕職養成グループ：8月 28日「Web懇談会－

奉仕のススメ」を実施、発題内容の広報を検討

中。③教育・保育グルーブ青年部門：ヴァイアル

山荘、室根聖ナタナエル教会を青年活動拠点と

して活用すること、青年企画に様々な世代層が

参加することを検討する。④教育・保育グルー

プ保育部門：教区保育連盟に今秋開催される同

連盟「秋の研修会（Web）」との共同を提案中。 

◇宣教主事主管報告：①宣教主事：感染症拡大に

よる「交換説教」プログラム日程変更について。

②十和田湖畔施設活用グループ：ヴァイアル山

荘改築工事は 9 月中に完工、10 月 23 日落成式

を予定。利用促進の広報について。③東日本大

震災被災者支援プロジェクト：宮城県の新型コ

ロナ特別措置法・福島県の感染拡大により、地

域支援活動は休止中。 

◇渉外主事主管報告：①協働グループ：協働グル

ープ：ハリケーン「アイダ」によるルイジアナ教

区被災状況を確認中。 

◇財政主事主管報告：①財政主事：10月 2日に予

定している「各教会会計担当者会」の開催を web

に変更。教区一般会計の 2020 年度収支決算総

括、2021 年度収支見込み、2022 年度予算案骨

子・教区分担金案について。各部門の予算編成

の在り方について提案を行う。②宣教強化資金

運用グループ：グループの働きと目的の整理、

資金運用の在り方、長期的な資金計画について。 

2．協議事項 

◇教区宣教 130 周年記念礼拝・研修会について、

新型コロナ感染状況により集合が叶わない場合

も想定し 2 案で準備する。最終決定は 10 月 20

日開催の主事会議で行う。 

  

第 13 回常置員会報告（9 月 21 日） 

第 9 回主事会議報告（9 月 17 日） 
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◇第 105（定期）教区会が開催されます。関係各位

におかれましては、教区会書記より送付の諸連

絡・日程等をご確認の上、ご出席ください。報告・

議案、調査回答等、提出期限の厳守をお願いいた

します。報告の締切は 10 月 14 日（木）、議案

の締切は 10月 24日（日）です。 

交通については教区事務所宛 FAX でご回答を

お願いいたします。10月 22日（金）必着です。 

◇教役者のインフルエンザ予防接種補助について、

下記要項により補助をいたします。新型コロナ

ウイルス感染症拡大も鑑み、適宜接種をお受け

くださいますようお願いいたします。なお、チ

ャプレンとして幼保園で勤務される方は、幼保

園にて受けてください。 

対象：現職、嘱託、礼拝協力を委嘱され主日勤務

をしてくださる退職教役者。 

補助額：1回分（3,000円～3,500円程度）。 

時期：なるべく 2021年中に接種してください。 

申請方法：病院の領収証（宛名：日本聖公会東北

教区、但し書き：インフルエンザ予防接種）を教

区事務所にお送りください。 

◇司祭 アントニオ 影山博美師の納骨式が、11月

13日（土）13時より仙台・北山墓地にて行われ

る予定です。覚えてご加祷ください。 

◇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に進み、いよ

いよ竣工の運びとなりました。ひとえに、皆様

方からの温かいご支援とご協力のお蔭と衷心よ

り感謝申し上げます。本来であれば多くの皆様

にご参集願い、完成の感謝を共にしたいところ

ではございますが、感染対策を優先させ、大変

残念なのですが人数制限にご理解申し上げます。

それぞれの地におきまして、神様の祝福とお恵

みをお祈りくださいますよう、また引き続きヴ

ァイアル山荘改築のためご支援とご加祷をお願

い致します。 

グループリーダー 司祭 長谷川清純 
 

 

ヴァイアル山荘落成式 

日 時 10 月 23 日（土）午後 1 時 

場 所 ヴァイアル山荘 

（秋田県鹿角郡小坂町十和田湖銀山 13-2） 

司 式 主教ヨハネ吉田雅人 

参列者 近隣教会信徒数名 

    十和田湖畔施設活用グループメンバー 

    設計・建設関係者 
 

◇各教区宣教担当者の集い 

10月 7日（木）～8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。 

◇北海道教区・第 80（臨時）教区会 11月 3日（水） 

＜主教座聖堂札幌キリスト教会＞ 

 次期教区主教選挙が行なわれます。覚えてお祈

りください。 

◇10 月 24 日は「社会事業の日」 

当日の信施は直接管区事務所へお送りください。 

◇主教 ヨハネ 竹田 眞 師（東京教区退職・日本

聖公会第 15 代首座主教）は、去る 9 月 13 日

（月）、逝去されました（91歳）。同師の魂の

平安をお祈りいたします。 

◇司祭 ヨシュア 前田 次郎 師（神戸教区退職）

は、去る 9月 20日（月）、逝去されました（89

歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

10月 5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       駒野
こ ま の

 義夫
よ し お

 1946年 10月 05日 

司祭  William Franklin Draper  1999年 10月 09日 

執事  ヨセフ  山本
やまもと

 清司
き よ し

 2003年 10月 09日 

宣教師 Miss Gladys Gertrude Spencer  1960年 10月 11日 

司祭  ポーロ  滝口
たきぐち

 三郎
さぶろう

 1976年 10月 12日 

伝道師      度会
わたらい

 伝吉
でんきち

 1928年 10月 15日 

伝道師      吉津
き つ

愛一郎
あいいちろう

 1976年 10月 18日 

司祭       宅間
た く ま

 六郎
ろくろう

 1955年 10月 23日 

宣教師 Miss Bessie Mead 1954年 10月 25日 

司祭  ステパノ 木村
き む ら

 兵三
ひょうぞう

 1968年 10月 25日 

司祭  F. C. Meredith 1926年 10月 27日 

伝道師      蛎崎
かきざき

 佐久
さ く

 1904年 10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 連 絡 

10 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

訃  報 

諸グループ・委員会から 

管区・他教区 




