
2021.11.1 発行 No.791 

- 1 - 

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 

11 

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

01日（月） 教区展望会議 

02日（火） 教区教役者逝去記念聖餐式 

03日（水） 東北教区宣教 130周年記念礼拝・研修会 

05日（金） 在仙教役者ミーティング 

06日（土） 奉仕職養成グループ会議 

07日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 墓参の祈り 

10日（水) 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

11日（木) 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

12日（金） 常置委員会 

14日（日） 米沢聖ヨハネ教会 巡回 

15日（月） 主事会議 

16日（火） 教役者会 

20日（土） Web研修会～み言葉の礼拝を学ぶ～「奉仕のススメ」part2 

21日（日） 大館聖パウロ教会 巡回 

23日（火） 第 105（定期）教区会 

24日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

28日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

11月 

01日（月）18:00 教区展望会議      ＜Web会議＞ 

02日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

03日（水）13:00 東北教区宣教 130周年記念礼拝・研修会  ＜教区内 6会場＞ 

06日（土）14:00 奉仕職養成グループ会議    ＜Web会議＞ 

09日（火）10:00 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

10日（水）11:00 教区成立 100周年記念誌編纂プロジェクト会議  ＜Web会議＞ 

11日（木）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜仙台・会議室＞ 

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＞ 

12日（金）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

13日（土）13:00 十和田湖畔施設活用グループ会議   ＜大館聖パウロ教会＞ 

13日（土）16:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

15日（月）15:30 主事会議      ＜Web会議＞ 

16日（火）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

20日（土）14:00 奉仕職養成グループ主催研修会「奉仕のススメ」part2 ＜Web研修会＞ 

23日（火）09:00 第 105（定期）教区会    ＜盛岡聖公会・アートホテル盛岡＞ 

12月 

04日（土）15:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

07日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

11日（土）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＞ 

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。

主教会協議事項についての報告。 

◇常置委員長報告：東日本宣教協働区協働委員会

における今後の動向について、現時点での東日

本 4教区協働メッセージ発信について報告。 

◇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 

◇2020年度教区収支決算及び 2022年度予算案並

びに各教会分担金案について：公開の礼拝休止

期間が長期間に及んだものの、収支差額は若干

の予算比減で次年度繰越金を確保した決算及び

2022 年度予算案並びに会計担当者会で理解を

得て“共助”が盛り込まれた各教会分担金案を

承認。 

◇教役者給与規程、教区事務所職員給与規程につ

いて：宣教協働区への移行に伴い、夏冬の手当

と扶養手当について、日本聖公会の平均水準程

度まで引き上げる改正本案について承認。 

◇第 105（定期）教区会への常置委員会提出議案

について：慶弔議案、室根聖ナタナエル教会の

東北教区への法人合併議案、大館聖パウロ教会

に関する議案、慶弔規程制定、教区会細則改正

の各議案について協議しこれを承認。 

◇旅費規程の改正について：改正案について承認

し常置委員会追加報告として教区会へ報告する。 

◇教区業務組織及び業務分掌規程の改訂につい

て：人的現況に鑑み渉外主事は廃すること、「災

害対応デスク」は、情報収集の把握や蓄積の環

境を考えれば総務主事管轄に変更すること、「不

動産活用グループ」は廃止し、案件が発生した

際には都度プロジェクトとして立てること、「協

働グループ」は、宣教協働区協働委員の働きが

始まり、同名グループとしてあることでの混乱

を避けるため、名称を「コラボレーション推進

グループ」に変更して、活動を教区内の各教会

やグループ等の連携も推進していくことについ

て承認。 

1．報告事項 

◇常置委員長報告：2 月に発生した大震災余震被

害について、約 670万円を管区に援助申請する。 

◇総務主事報告：①総務主事：各主管グループの

教区会報告案件と提出議案内容の確認を行って

いる。②教区事務所主事：感染症対策の勤務態

勢を、10月 1日より通常に戻した。③教区成立

100周年記念誌編纂プロジェクト：記念誌は 11

月 15日までに発行の見込み。④史料保全・編纂

グループ：史料の電子保存に必要なスキャナー

を購入。⑤規則・規程グループ：教区会に報告・

議案提出する規程改正について。 

◇教育主事主管報告：①教育主事：教区会報告に、

今後に向けた「キリスト教共育と保育」につい

ての一文を記載する。②奉仕職養成グループ：

「研修会・奉仕のススメ」第１回の発題原稿の

広報と、第 2 回開催について。③教育保育グル

ープ青年部門：年末の交流プログラム実施につ

いて。メンバー構成の再考について。④教育保

育グループ保育部門：11 月 10 日に開催される

教区保育連盟主催研修会に共催として参画の予

定。幼保園に保育連盟と本部門が連携している

ことをアピールしたい。 

◇宣教主事主管報告：「日本聖公会宣教担当者の

集い」第 2 回目が実施され、宣教協議会開催に

向けての意見交換が行われた。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完了、

10月 13日施主検査・建物引き渡し完了、10月

23日落成式予定。教区会にて募金報告および今

後の利用について説明する。③東日本大震災被

災者支援プロジエクト：「震災証言集」が完成。

ウイリアムス神学館訪問団が 11 月に被災地を

巡るために来訪、受け入れ対応を行う。各教会・

幼保園に原発関連の署名活動協力を呼び掛ける。

地域支援活動を再開。④広報グループ：奉仕職

養成グループから依頼された「奉仕のススメ」

発題原稿の広報について検討。 

◇渉外主事主管報告：①協働グループ：ルイジア

ナ教区・西ルイジアナ教区ハリケーン被害、近

況について。来年度実施のプログラム企画につ

いて。 

◇財政主事主管報告：①財政主事：10月 2日実施

した各教会会計担当者会報告。②宣教強化資金

運用グループ：10月 30日会議開催予定。 

2．協議事項 

◇「教区宣教 130 周年記念礼拝・研修」実施方法

について、6会場分散開催とする。 

◇2022年度執行機関メンバーについて。 

◇2022 年執行機関合同会議について、1 月 15 日

開催予定。 

  

第 14 回常置員会報告（10 月 18 日） 

第 10 回主事会議報告（10 月 19 日） 



2021.11.1 発行 No.791 

- 3 - 

◇第 105（定期）教区会が、11月 23日（火）、盛

岡聖公会・アートホテル盛岡を会場に開催され

ます。関係各位におかれましては、教区会書記よ

りお送りいたします連絡事項をお読みの上、ご

準備くださいますようお願いいたします。 

◇「東北教区宣教 130周年記念礼拝と研修」は教

区内 6 会場にて分散開催で行われることとなり

ました。主教座聖堂での礼拝は、「東北教区

YouTubeチャンネル」にて配信いたします。 

日時：11月 3日（火）13:00～15:00 

会場：主教座聖堂 仙台基督教会、青森聖アンデ

レ教会、盛岡聖公会、秋田聖救主教会、山形聖ペ

テロ教会、郡山聖ペテロ聖パウロ教会 

◇2022 年度信徒奉事者の１月１日付認可を希望

される教会は、12月開催の定例常置委員会まで

に、推薦書をご提出ください。任期は 2022年１

月１日～12 月 31 日となります。署名は自署で

お願いいたします。 

◇越山健蔵司祭は下記へ転居されました。 

〒074-0031 深川市あけぼの町 8-28 

なお、「2022年度聖公会手帳」同司祭住所欄記

載の番地に誤りがありました。訂正をお願いい

たします。 

 

◇東日本大震災被災者支援プロジェクト 

東日本大震災発生から 10年が経った今、「震災

証言集」を編集発行することができましたお恵

みを、主に感謝いたします。 

あの日の地震と津波、そして東京電力福島第一

原子力発電所爆発事故の体験と、それからの 10

年を記録し、この世界と次世代に伝えていくこ

とは私たちの使命なのだと考えます。各教会へ

送付しておりますので、是非、執筆者のさまざ

まなお気持ちに思いを寄せていただければ有り

難いと存じます。 

グループリーダー 司祭 長谷川清純 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇各教区教区会 

 北海道教区・第 80（臨時） 11月 03日（水） 

      第 81（定期） 11月 23日（火） 

＜主教座聖堂 札幌キリスト教会＞ 

 北関東教区・第 89（定期） 11月 20日（土） 

＜志木聖母教会＞ 

◇東京教区・第 139（定期） 11月23日（火） 

＜教区会館及び各議場教会＞ 

 横浜教区・第 83（定期） 11月 23日（火） 

＜横浜聖アンデレ教会他 6会場（Web）＞ 

 中部教区・第 93（定期） 11月 23日（月） 

＜オンライン（会場調整中）＞ 

 京都教区・第 117（定期） 11月 10日（水）

～23日（火）の期間内に伝道区ごとに分散開催。 

 大阪教区・第 127（定期） 11月 23日（月） 

＜主教座聖堂 川口基督教会＞ 

 神戸教区・第 91（定期） 11月 23日（火） 

＜主教座聖堂及び各教会（Web）＞ 

 九州教区・第 117（定期） 11月 23日（火） 

＜教区センター及び後日指定会場（Web）＞ 

 沖縄教区・第 71（定期） 

11月 22日(月)～23日(火)＜教区センター＞ 

◇11 月 28 日は「人権活動を支える主日」 

当日の信施は直接管区事務所へお送りください。 

 

11月 2日（火）10時～      主教座聖堂 

司式：教区主教   説教：司祭 加藤博道 

職位     教名・氏名     逝去年月日 

主教  ライト  前川
まえかわ

 眞
しん

二郎
じ ろ う

 1953年 11月 01日 

宣教師 Miss Bessie McKim 1973年 11月 05日 

司祭       西村
にしむら

 敬太郎
けいたろう

 1971年 11月 07日 

司祭  マルコ  植松
うえまつ

 金蔵
きんぞう

 1975年 11月 07日 

伝道師      松下
まつした

 一郎
いちろう

 1918年 11月 10日 

司祭       大野
お お の

 要蔵
ようぞう

 1938年 11月 11日 

司祭  ヨハネ  伴
ばん

  君
きみ

保
やす

 1956年 11月 11日 

司祭 ガブリエル 稲沢
いなざわ

 忠信
ただのぶ

 1988年 11月 12日 

司祭       今井
い ま い

  献
けん

 2007年 11月 27日 

伝道師      白石
しらいし

 村
むら

治
じ

 1929年 11月 28日 

女執事 Miss Anna Love Ranson 1969年 11月 28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 

11 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 
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① 聖公会生野センターのための主日 02 月 27 日  （3月 1日に近い主日） 

② 神学校のために祈る主日 05 月 08 日  （復活節第 4主日） 

③ 海の主日    07 月 10 日  （7月の第 2主日） 

④ 日本聖公会青年活動のための日 08 月 07 日  （8月の第 1主日） 

⑤ 社会事業の日    10 月 23 日 

（特定 25を用いる主日＝10月 26日に最も近い主日） 

⑥ 人権活動を支える主日  11 月 27 日  （11月最後の主日） 

上記①～⑥は、2019～2022年の期間定められています。当日の信施を管区事務所にご送金ください。

⑦ 大斎節    03 月 02 日～04 月 16 日 

2019～2022年の期間定められています。大斎克己献金は、管区事務所にご送金ください。 

⑧ 受苦日信施    04 月 15 日（エルサレム教区のため） 

上記はランベス会議の要請によります。当日の信施を管区事務所にご送金ください。

⑨ ハンセン病問題啓発の日 02 月 13 日 

（顕現後第 6主日、第 6主日がない年は、大斎節前主日の１週前の顕現後主日） 

⑩ 地球環境のために祈る日 06 月 05 日    （期間：2019年～2022年） 

⑪ 原発のない世界を求める週間 06 月 05 日～11 日 

（「地球環境のために祈る日」から始まる 1週間  期間：2020年～2022年） 

⑫ 沖縄週間    06 月 19 日～25 日 

（慰霊の日 6月 23日を含む 1週間  期間：2019年～2022年） 

上記 ⑨～⑫は、信施、献金は伴いません。

 

＜NCC及び関連組織が定める日＞ 

① キリスト教一致祈祷週間  01 月 18 日～25 日  （毎年この期間） 

② 世界祈祷日    03 月 04 日  （NCC女性委員会主催、3月の第 1金曜日） 

③ アジア・サンデー   05 月 29 日  （昇天後主日） 

④ アジア・エキュメニカル週間 05 月 29 日～06 月 04 日 

（昇天後主日=アジア・サンデーから聖霊降臨日の前日まで） 

⑤ エキュメニカル・サンデー 06 月 05 日  （聖霊降臨日） 

⑥ キリスト教教育週間   10 月 16 日～23 日（10月の第 3日曜日から第 4日曜日まで） 

⑦ 障害者週間    11 月 13 日～19 日 （11月の第 2日曜日から始まる 1週間） 

⑧ バイブル・サンデー   12 月 04 日  （降臨節第 2主日） 

 

＜その他＞ 

① 世界人権デー    12 月 10 日  （国連が定めた日、毎年この日） 

 

2022 年度「総会によって定められた主日」等 


