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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/
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01日（土） 仙台基督教会 主イエス命名の日礼拝 

02日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

04日（火） 教区教役者逝去記念聖餐式 

09日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 

11日（火) 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

14日（金） 常置委員会 

15日（土） 執行機関拡大合同会議 

17日（月） ウイリアムス主教記念基金委員会   ＜東京＞ 

18日（火） 在仙教役者ミーティング 

19日（水） 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議 

20日（木） 教役者会 

30日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

1月 

04日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

07日（金）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

11日（火）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＞ 

13日（木）10:00 第 105（定期）教区会書記会    ＜仙台・会議室＞ 

13日（木）17:00 コラボレーション推進グループ会議   ＜Web会議＞ 

14日（金）17:00 常置委員会      ＜仙台・会議室＞ 

15日（土）10:00 執行機関拡大合同会議     ＜仙台・ホール＞ 

17日（月）18:00 教区展望会議      ＜Web会議＞ 

19日（水）14:30 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議  ＜Web会議＞ 

20日（木）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

 

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の感染者数の推移を継続し

て注視。11 月 18 日（木）に主日礼拝ならびに

教区宣教活動のための指針（No.8-2）を教区内

各教会に送付。北海道教区主教選挙について、

笹森田鶴司祭は主教就任受諾、主教被選者に。 

◇常置委員長報告：教会の宗教法人解散・合併に

ついて、前期常置委員会からの引き継ぎについ

ての報告を確認。 

◇執行機関報告：教区財務状況の報告があり、第

105（定期）教区会の会計報告、その他教区会計

取扱事項について報告。各教会の分担金納入状

況について報告。 

◇2021 年降誕日礼拝の教役者配置について報告。 

2．協議事項 

◇宣教強化資金運用グループ審議結果の承認につ

いて：同グループの審議案件の結果を承認。 

◇2022年度信徒奉事者推挙：仙台聖フランシス教

会、山形聖ペテロ教会、郡山聖ペテロ聖パウロ

教会より推薦された 2022年度信徒奉事者 11名

（うち 6 名分餐奉仕協力許可）について、これ

を適当と認め推挙。 

◇宣教協働区委員について：継続して八木正言司

祭・赤坂有司氏の担当を承認。 

◇第 105（定期）教区会期の教区諸委員について：

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 

第 2 回常置員会報告（12 月 8 日） 
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総務主事：浅原和裕氏、教育主事：八木正言司祭

宣教主事：越山哲也司祭、財政主事：赤坂有司氏 

を選任。総主事は他職と兼任をせずに担当する

適任者不在のため空位とする。その他各グルー

プ長及びメンバーについても、各主事からの推

挙を確認し、委嘱することを承認。 

◇教区事務所職員規程の改正等について：給与規

程と就業規則についての改正案を承認。 

◇昨今のガソリン価格高騰を受けての旅費規程見

直しについて：総務主事からの調査事項を協議、

検討することで一致。さらに詳細を詰めること

を確認。 

◇下記書類の提出をお願いいたします。 

・「2021年度統計表」（提出期限：1/31） 

・「堅信受領者総会資料」2部 

・「教会委員当選届」 

・「教区会信徒代議員当選届」 

◇2022 年度信徒奉事者の認可を希望される教会

は、推薦書をご提出ください。任期は 2021 年

12 月 31 日までとなります。署名は自署でお願

いいたします。 

◇教区事務所の新年の執務は１月 5 日（水）より

行います。 

◇教区成立 100 周年記念誌編纂プロジェクト 

2020 年 7 月に発足した「教区成立 100 周年記

念誌編纂プロジェクト」によって編集が進めら

れてきた『東北教区成立 100年の歩み』が、こ

の程ようやく完成し、納品されました。コロナ

禍の中、原稿執筆者の皆さま、編集校正担当の

皆さまはじめ教区全体の思いが込められた記念

誌となりました。どうぞ、皆さまご一読くださ

いますように。     リーダー 西 重明 

◇東日本大震災被災者支援プロジェクト 

当プロジェクトのメールアドレスは廃止となり

ました（sien.tohoku@nskk.org）。 

今後当プロジェクト宛のご連絡は教区事務所ま

でお願いいたします。 

◇信徒奉事者認可（1月 1日付）。 

 ※仙台聖フランシス教会：信徒 4名。 

 ※山形聖ペテロ教会：信徒 2名 

 ※郡山聖ペテロ聖パウロ教会：信徒 5名。 

◇分餐奉仕協力許可（1月 1日付） 

 ※仙台聖フランシス教会：信徒 4名。 

 ※山形聖ペテロ教会：信徒 2名。 

◇「2022年各教区宣教担当者の集い」 

1月 10日（月）＜Web会議＞ 

 教区より青年担当と、管区青年委員越山哲也司

祭が参加いたします。 

◇「各教区正義と平和担当者会」 

1月 11日（火）～12日（水）＜管区事務所＞ 

 教区より正義と平和担当 渡部拓司祭が参加い

たします。 

◇北海道教区 教会合併・伝道所認可 

2021 年 11 月 23 日付で旭川聖マルコ教会と稚

内聖公会は合併し、新教会名は「旭川聖マルコ

教会」となりました。同日付で稚内聖公会は教

区伝道所として認可されました。 

2021 年 11 月 23 日付で釧路聖パウロ教会と厚

岸聖オーガスチン教会は合併し、新教会名は「釧

路聖パウロ教会」となりました。12 月 13 日付

で厚岸聖オーガスチン教会は釧路聖パウロ教会

の伝道所として認可されました。 

◇パウロ 園部孝雄氏(元秋田聖救主教会信徒代

議員）は、去る 12月 6日（月）、逝去されまし

た（91歳）。同氏の魂の平安をお祈りいたしま

す。 

1月 4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 

執事  ヨハネ  福島
ふくしま

 政
まさ

美
み

 2003年 01月 01日 

執事 アタナシウス 佐々木
さ さ き

康一郎
こういちろう

 2020年 01月 03日 

司祭  サムエル 秋山
あきやま

 久之
ひ さ し

 2020年 01月 07日 

    Mrs. Waller 1939年 01月 09日 

司祭  ステパノ 宮城
み や ぎ

 俊彦
としひこ

 1995年 01月 13日 

司祭  ペテロ  細貝
ほそかい

 岩夫
い わ お

 1985年 01月 17日 

司祭  E. R. Harrison 1937年 01月 19日 

司祭  Charles H. Evans 1955年 01月 20日 

司祭  アンデレ 青木
あ お き

 伊八
い は ち

 1966年 01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 

 

1 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 

訃  報 

諸 連 絡 

人  事 


