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第 15 回常置員会報告（11 月 12 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：
教区内外の対応事項について報告。
◇常置委員長報告：東日本大震災余震被害による
修繕費等への援助金について：地震保険と公的
援助金で賄える金額を差し引いた全額を管区へ
援助申請し、10 月 25 日に開催の常議員会での
議を経て承認の旨報告。
◇主事会議報告：各主事取扱事項報告ならびに教
区財務状況報告。
2．主教諮問事項
◇次期教区会期の主教座聖堂信徒参事ならびに会
計監査委員について。「主日礼拝ならびに教区
宣教活動のための指針（No.8）」の加筆修正点
について、①当面の間インティンクションによ
ることを限定に二種陪餐に戻すこと、②茶話会・
愛餐会は引き続き当面の間休止とする。
3．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。
◇第 105（定期）教区会関連事項について：常置委
員会への質問事項について対応を協議。
◇宣教協働区についての共通理解と主教選挙実施
有無についての議論の進め方について：今後の
スケジューリングの確認、現況に鑑み、教区会
での研修実施の確認、これらに関わる教区の予
定等についての方向性を確認。

ムのための意見交換、雰囲気作りを行う。③教
育・保育グループ保育部門：教区保育連盟「秋の
研修会」共催について。
◇宣教主事主管報告：①十和田湖畔施設活用グル
ープ：ヴァイアル山荘落成式報告。定期教区会
にて工事および募金報告、今後の利用について
説明。2022 年 5 月第 1 土曜日開所予定。年間維
持管理費を試算し、維持協力献金の呼びかけを
行う。②東日本被災者支援プロジェクト：「震災
証言集」が完成、全国の教会・関係施設、関係者
に送付した。ウイリアムス神学館訪問団被災地
実習（11 月 11 日～14 日）の応対を行った。
◇財政主事主管報告：2020 年度収支決算案と
2022 年度収支予算案・分担金案は常置委員会の
承認を受け、教区会に議案提出した。東日本大
震災余震被害による修繕費等援助金の管区申請
について。
2．協議事項
◇2022 年度執行機関メンバー異動について確認。
◇執行機関合同会議を 2022 年 1 月 15 日、仙台に
て開催予定。内容は「宣教協働区・伝道教区」に
ついての研修、各グループ・委員会の活動計画・
展望、グループ討議。
◇「宣教協働区・伝道教区」について、継続協議。

諸

連

絡

◇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６日まで、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。
◇2021 年度教区分担金、教区宛献金がある教会・
関係団体は、年内中にご送金ください。
◇「2021 年度統計表」の提出をお願いいたします。
１月末日必着で教区事務所宛お送りください。
期日厳守にてお願いいたします。メールでの提
第 11 回主事会議報告（11 月 15 日）
出 は 、 教 区 事 務 所 主 事 宛 （ do-sec@nskk1．報告事項
tohoku.com）送信ください。
◇主事会議関連報告：教区宣教 130 周年記念礼拝・
記入に際しては「記入の手引」をよくお読みの
研修会を 6 会場にて開催、出席者計 103 名、信
上、記入漏れや記入ミスのないようにお願いい
施金計 108,102 円（ヴァイアル山荘改築のため）。
たします。書式は必ず今回お送りする新しい書
◇常置委員会報告：教区会にて「宣教協働区・伝道
式をご使用ください。古い書式にご記入の場合、
教区について」の研修を実施する。
再提出をお願いしますのでご注意ください。ま
◇総務主事報告：①史料保全・編纂グループ：史料
た「信徒数の部」、「会計の部」など担当者を分
データ保管のため、スキャナーを購入。②教区
けて作成する場合は、一つのファイルを共有し
成立 100 周年記念誌編纂プロジェクト：記念誌
入力してください。教区からの調査票「年齢統
は 12 月中旬発行予定。
計表」も統計表提出にあわせてご回答ください。
◇教育主事主管報告：教育主事主管報告：①教育・
◇2022 年度「教会委員当選届」「教区会信徒代
保育グループの在り方について、保育部門と青
議員当選届」は、選挙が終わり次第、教区事務
年部門の分離を検討している。②教育・保育グ
所宛ご提出ください。牧師・管理牧師の署名押
ループ青年部門：12 月 29 日開催予定プログラ
印、日付、現在堅信受領者数、補欠者名等の記

- 2 -

入漏れのないようお願いいたします。お名前に
は必ずフリガナをふってください。書式は牧
師・管理牧師の方に、メールでお送りいたしま
す。前年度のファイルをご使用の場合、年度の
誤りにご注意ください。なお、署名押印が必要
となりますので、FAX、メールでの提出はでき
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ません。
また、教区事務所のデータ管理のため、今回か
ら「教会委員・信徒代議員名簿」（Excel ファ
イル）の作成もお願いいたします。こちらは
mail にて教区事務所主事宛お送りください。

第 105（定期）教区会報告（11 月 23 日）
◇議案（決議順）
第 01 号議案 招待議員推挙の件
第 02 号議案 国内外の自然災害によるすべての犠牲者、被災者および新型コロナウィルス禍において
孤独と不安のなかにある人々と困難な状況にある世界を覚えて祈る件
第 03 号議案 10 年を経た東日本大震災のすべての被災者支援に携わる方々とその働きに感謝する件
第 04 号議案 祈りの交わりの内にある米国聖公会ルイジアナ教区並びに西ルイジアナ教区に対する
感謝と、2021 年 8 月のハリケーン「アイダ」によって甚大な被害を受けた教会と人々
のために祈る件
第 05 号議案 大韓聖公会大田教区のために祈る件
第 06 号議案 一般財団法人白石庵敬神会に対する感謝の件
第 07 号議案 逝去者記念の件
動議第 01 号 議事日程変更を承認する件
第 08 号議案 「教区会細則」の一部改正を承認する件
第 09 号議案 「業務分掌規程」の一部改正を承認する件
第 10 号議案 「教役者給与規程」の一部改正を承認する件①
第 11 号議案 「教役者給与規程」の一部改正を承認する件②
第 12 号議案 「慶弔規程」新設の承認を求める件
第 13 号議案 宗教法人日本聖公会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
第 14 号議案 学校法人聖公会聖パウロ学園大館幼稚園園舎改築のため、大館聖パウロ教会堅信受領者
総会の決議に基づき、境内地変更を承認する件
第 15 号議案 学校法人聖公会聖パウロ学園大館幼稚園園舎改築事業基本計画に基づき、土地の貸与を
承認する件
第 16 号議案 2020 年度教区決算（貸借対照表及び一般会計収支報告書、特別会計収支報告書）を承
認する件
第 17 号議案 2022 度教区一般会計収支予算案及びそれに伴う各教会分担金割当額を承認する件
動議第 02 号 謝意を表する件
◇信徒代議員選挙 結果
【聖職】 当選 司祭 長谷川清純 【信徒】 当選 赤坂 有司（仙台基督教会）
当選 司祭 越山 哲也
当選 畠山 秀文（弘前昇天教会）
次点 司祭 林
国秀
次点 浅原 和裕（福島聖ステパノ教会）
次々点 司祭 涌井 康福
次々点 坂水 かよ（盛岡聖公会）
◇常置委員選挙 結果
【聖職】 当選 司祭 長谷川清純 【信徒】 当選 赤坂 有司（仙台基督教会）
当選 司祭 八木 正言
当選 畠山 秀文（弘前昇天教会）
当選 司祭 渡部
拓
当選 坂水 かよ（盛岡聖公会）
次点 司祭 越山 哲也
次点 浅原 和裕（福島聖ステパノ教会）
次々点 司祭 涌井 康福
次々点 若生 伸子（仙台基督教会）
教区会後開催の第 1 回常置委員会において、互選により委員長に赤坂有司氏、書記に渡部拓司祭、補
助書記に八木正言司祭を選出。
◇教区会開会聖餐式の信施金 27,300 円は、管区「緊急災害救援資金」へ献げられました。
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諸グループ・委員会から
◇コラボレーション推進グループ（旧協働 G）
当グループから仙台基督教会聖歌隊による卓上
カレンダーの販売について、協力のお願いです。
仙台基督教会聖歌隊は毎年、卓上カレンダーを
作成・販売しています。今年は、売上金をハリケ
ーン・アイダに見舞われた米国聖公会ルイジア
ナ教区にお献げします。ルイジアナ教区と私た
ち東北教区は、50 年以上の間祈りの交わりを続
けおります。
カレンダーは故村上達夫主教さまの、と～って
も素敵な見る人をホッとさせる絵柄で、きっと
皆さまを一年間優しく見守ってくれます！一部
1,200 円です。どうぞお買い求め下さい。プレゼ
ントにも最適です！お問い合わせは仙台基督教
会聖歌隊 竹石・若生（FAX 022-223-2387 教区
事務所気付）までお願いいたします。
グループリーダー 司祭 林 国秀

◇11 月 3 日に開催された北海道教区第 80
（臨時）
教区会・次期教区主教選挙において、候補者 3
名、投票回数 10 回の結果、マリア・グレイス 笹
森田鶴 司祭（東京教区）が当選されました。各
教区主教の同意を経、笹森田鶴司祭はこれを受
諾され、主教被選者となられました。同師のた
め、北海道教区のため、覚えてお祈りください。

訃

報

◇司祭 イザヤ 浦地洪一師（京都教区・退職）
は、去る 11 月 5 日（金）、逝去されました（85
歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。
◇司祭 イグナシウス 相澤守師（京都教区・退
職）は、去る 11 月 10 日（水）、逝去されまし
た（78 歳）。同師の魂の平安をお祈りいたしま
す。

12 月教区関係教役者逝去記念聖餐式
12 月 7 日（火）10 時～
主教座聖堂
司式・説教：教区主教
職位

教名・氏名
ささもり

し んじ

司祭 アタナシオ 笹森 伸兒

逝去年月日

2019 年 12 月 01 日

宣教師 Miss Ethel H. Correll 1920 年 12 月 05 日
司祭

イザヤ

さくらい

たか

櫻井 享
つ ちだ

はくじゅう

き むら

こ うじ

2010 年 12 月 06 日

伝道師 ヨハネ

土田 八九十 1924 年 12 月 08 日

司祭

木村 光二

ヤコブ

1979 年 12 月 09 日

宣教師 Miss Anna Theodora Wall 1917 年 12 月 12 日
司祭 John Cary Ambler

管区・他教区
◇各教区人権担当者会
12 月 11 日（火）＜Web 会議＞
教区より人権担当 林国秀司祭が参加します。
◇東京教区聖職按手式
12 月 18 日（土）＜聖マーガレット教会〉
※参列者を限定して行います。
執事按手 ヒルダ 藤田美土里 聖職候補生
◇中部教区聖職按手式
12 月 18 日（土）＜岐阜聖パウロ教会＞
司祭按手 ヨハネ 相原太郎 執事

なかむら

しんぞう

中村 信蔵

1946 年 12 月 13 日
1969 年 12 月 16 日

主教

テモテ

司祭

Frank Hazlett Moss Jr. 1963 年 12 月 19 日
ちか しげ

司祭

とし ずみ

近重

利澄

さいとう

ゆういち

か ただ

つたごろう

むらかみ

た つお

お おや

けい こう

おくむら

りょう

さくらい

けん

司祭 コルネリオ 斎藤 雄一
主教 ウィリアム 村上 達夫
司祭
司祭

2017 年 12 月 22 日

片田 蔦五郎 1956 年 12 月 24 日

司祭
司祭

1934 年 12 月 22 日

ステパノ 大矢 敬香
ステパノ 奥村
ヨハネ

亮

桜井 健

2016 年 12 月 28 日
1942 年 12 月 30 日
1948 年 12 月 31 日
1979 年 12 月 31 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
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