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01日（火） 教区教役者逝去記念聖餐式 

 祈祷書改正委員会     ＜Web会議＞ 

02日（水） 主事会議      ＜Web会議＞ 

 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

05日（土） ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

06日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 

08～10日(火～木) 第 245（定期）主教会     ＜大阪＞ 

11日（金) 「東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想」 

13日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

14日（月） 常議員会      ＜東京＞ 

16日（水） 常置委員会      ＜Web会議＞ 

17日（木） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

20日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 堅信受領者総会 

22日（火） 教役者会      ＜Web会議＞ 

24日（木） 在仙ミーティング 

 日韓合同主教会     ＜Web会議＞ 

25日（金） 宣教協議会 ぶどうの枝分科会   ＜Web会議＞ 

27日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

28日（月） 東日本宣教協働区協働委員会    ＜Web会議＞ 

2月 

01日（火）10:00 教区教役者逝去記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

01日（火）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

02日（水）16:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

03日（木）18:00 コラボレーション推進グループ会議   ＜Web会議＞ 

05日（土）13:00 教育・保育グループ・青年部門会議   ＜Web会議＞ 

07日（金）15:00 ハラスメント防止・対策委員会会議   ＜Web会議＞ 

10日（木）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜Web会議＞ 

11日（金）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＞ 

16日（水）17:00 常置委員会      ＜Web会議＞ 

19日（土）13:30 十和田湖畔施設活用グループ会議   ＜Web会議＞ 

22日（火）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

23日（水）18:00 執行機関拡大部門長懇談会「しゃべり場」  ＜Web会議＞ 

 

教区事務所勤務態勢変更のお知らせ 

新型コロナウイルス感染者急増による通勤時の感染リスク軽減のため、1 月 26 日（水）～2 月 20 日

（日）の期間、時差出勤・在宅勤務を行います。 

状況経過により、開所時間を変更する場合もあります。（通常：月～金曜日、9時～17時） 
 

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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1．報告事項 

◇主教報告：主教動静と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。 

◇常置委員長報告：第 2 回常置委員会で決定した

教区諸委員に関して、各部門長へメンバーの変

更等について確認し、委嘱状を送付。 

◇執行機関報告：1月 7日に開催された主事会議、

並びに教区財務状況について報告。 

2．協議事項 

◇2022年度教区諸委員選任について：教区展望会

議からの要望により、信徒 1 名に展望会議メン

バーの委嘱を承認。 

◇旅費規程の運用について：総務主事からの調査

報告に基づき、自動車による旅費燃料費を 1 月

1日に遡及して 1円上げて 16円／ℓとする。 

◇次期主教選挙に対する意見集約への道程につい

て：主教選挙実施か伝道教区への移行かを選択

するための根拠とするべく、オープン・ディベ

ートの場を常置委員会が準備することを確認。 

◇北海道教区・東北教区合同常置委員懇談会につ

いて：1月 25日（火）17:30からオンラインに

て開催することを確認。北海道教区との積極的

な宣教協働促進のための意見交換を予定。 

1．報告事項 

◇総務主事報告：①常置委員会より、旅費規程ガ

ソリン単価の見直し、各教会の宗教法人格所持

についての歴史背景とデメリット等調査研究、

規則・規程グループへ「教区会細則」「業務分掌

規程」に関する審議要請の検討指示があった。

②教区成立 100 周年記念誌編纂プロジェクト：

記念誌は 12月 15日納品、12月 17日より発送

を開始した。③教区事務所：会計年度末を見据

え、処理事項を確認。④史料保全・編纂グルー

プ：史料室整理、史料保存について。⑤規則・規

程グループ：「宗教法人『日本聖公会東北教区』

規則」改正進捗状況の確認と今後の動きについ

て。 

◇教育主事主管報告：①教育主事：教区の「教育・

共育活動」をどう展開していくか模索中。教育・

保育グループの青年部門、保育部門の円滑な活

動推進のため、グループの再編についても検討

していきたい。保育連盟役員会に新しい役割を

設けるのにあわせ、保育部門との連携強化に取

り組みたい。奉仕職養成グループ主催諸プログ

ラムを継続して開催し、その後のフォローアッ

プに傾注したい。②教育・保育グループ保育部

門：2022年度「保育の道しるべ」発行予定。紙

面構成にプラスアルファを検討したい。 

◇宣教主事主管報告：①十和田湖畔施設活用グル

ープ：5 月の開所・利用開始に備え「利用ガイ

ド」、備品などの準備を進める。②東日本大震災

被災者支援プロジェクト：仙台聖フランシス教

会内にあるサテライトオフィスを閉鎖する。大

震災 11周年記念礼拝概要を決定、2022年 3 月

11日 14時 15分から各教会を会場とし、礼拝後

に 1時間程度の講演会を行う（ライブ配信併用）。 

◇財政主事主管報告：①財政主事：1月開催の執行

機関拡大合同会議に向け、各部門の予算決定通

知書を作成中。②宣教強化資金運用グループ：

実行済み融資金の未使用による全額返還処理に

ついて。 

◇その他報告：2022 年 11 月開催予定（於 清里）

であった「日本聖公会宣教協議会」は、2023年

11月開催に 1年延期した。 

2．協議事項 

◇主事会議の招集者に宣教主事越山哲也司祭を選

出。 

◇1月 15日開催の「執行機関合同拡大会議」につ

いてプログラム・発題内容を確認。執行機関相

互の「協働」が中心となるよう、事前に準備、呼

びかけを行う。 

1．報告事項 

◇総務主事報告：①1 月 4 日現在のガソリン価格

調査を行なった。②教区成立 100 周年記念誌編

纂プロジェクト：発行後の事務処理を行い、総

括と会計報告を次期定期教区会に報告する。 

◇教育主事主管報告：①教育・保育グループ保育

部門：2022年度「保育の道しるべ」はメンバー

に仙台圏の幼稚園教諭を加え編集会議を行い作

成する方向で調整中。②教育・保育グループ青

年部門：12 月 29 日「オンライン青年交流会」

を開催、教会青年・幼稚園教諭計 11名が参加し、

今夏開催を予定している「青年キャンプ」への

良き分かち合いの会となった。また、有志発案

による個人企画にも期待したい。 

◇財政主事主管報告：宣教強化資金運用グループ：

2022年度前期融資申請案内を準備中。今年度は

大口融資申請案件が予定されているため、各教

会や幼保園に今年度以降の計画の有無を伺い、

資金運用に支障がないよう努める。 

2．協議事項 

◇ガソリン価格調査を基に、旅費規程ガソリン代

支給単価を臨時措置として半年間（1～6 月）1

第 4 回常置員会報告（1 月 14 日） 

第 1 回主事会議報告（12 月 21 日） 第 2 回主事会議報告（1 月 7 日） 
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円上げることを常置委員会に提案することとし

た。 

◇前期第 7回常置委員会（4月 20日）の協議によ

り、定住教役者のいない牧師館の貸し出しのガ

イドライン策定が求められていることを改めて

確認し、規則・規程グループへ策定を指示する。 

◇1月 15日開催の「執行機関合同拡大会議」につ

いて内容を確認。各執行機関・委員会の協働連

携の推進を目指す。 

◇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） 

・「2021 年度年齢構成表」（提出期限：1/31） 

・「堅信受領者総会資料」2部 

・「教会委員当選届」（書面・データ） 

・「教区会信徒代議員当選届」 

◇「東北教区宣教強化資金」第 1 回目申請の締め

切りは 3 月 8 日（火）、返済計画書の締め切り

は 2月 28日（月）です。申請を予定されている

教会、返済計画書提出が必要な教会は、期日厳

守にてお願いいたします。 

◇扶養家族に入学・卒業、就・離職等の異動がある

教役者の方は、必ず教区事務所まで届け出てく

ださい。 

◇教区展望会議：信徒 1名をメンバーに委嘱（1月

14日付）。 

◇北海道教区・主教被選者 マリア・グレイス笹森

田鶴司祭の主教按手式・教区主教就任式は、4月

23日（土）に行われます。同師、同教区のため、

お祈りください。 

◇総会によって定められた主日 

ハンセン病問題啓発の日 2 月 13 日 

ハンセン病問題により苦しめられた方々を覚え、

理解が深まるようお祈りください。 

聖公会生野センターのための主日 2 月 27 日 

大阪市生野区で地域と共に歩む働きを覚え、お

祈りください。当日の信施は管区事務所へお送

りください。 

◇伝道師 クララ 村瀬 都師（神戸教区・退職）

は、去る 1月 16日（日）、逝去されました（90

歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

◇執事 アンデレ 小野里俊一師（東京教区・退

職）は、去る 1月 16日（日）、逝去されました

（80歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

2月 1日（火）10時～      主教座聖堂 

司式：教区主教   説教：主教 加藤博道 

職位     教名・氏名     逝去年月日 

伝道師      横田
よ こ た

 秋生
あ き お

 1923年 02月 04日 

宣教師Miss Berta R. Babcock 1943年 02月 04日 

執事       戸所
とどころ

 芳一
ほういち

 1971年 02月 07日 

主教 Norman Spencer Binsted 1961年 02月 20日 

伝道師      桑野
く わ の

 文子
あ や こ

 1941年 02月 22日 

主教  Shirley Hall Nichols 1964年 02月 25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。 

 

 

 

 

◇東日本大震災被災者支援プロジェクト 

 東日本大震災が発生してから 2022 年 3 月 11

日をもって 11周年を迎えます。今年は幼稚園・

保育園からの参加も期待し、教区内の複数教会

において礼拝をお献げいたします。 

 また、礼拝後には講師を招き「東日本大震災後

を生きる」をテーマに、震災以降に経験された困

難とそれを如何に乗り越えてこられたかという

お話を伺います。主教座聖堂の礼拝と講演はラ

イブ配信を行いますので、教会へ足を運ぶこと

が難しい方はご活用ください。どうぞ全国の皆

さまもご参加ください。 

リーダー 司祭 長谷川清純 

2 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 

東日本大震災 11 周年記念の祈り 

3 月 11 日（金）14:15 記念の祈り（諸教会） 

3 月 11 日（金）15:15 オンライン講演会 

3 月 11 日（金）16:45 終了予定 

式文のダウンロード・配信チャンネルの案内など、詳

細は、下記 QR コードより東北教区ホームページを

ご確認ください。 

 

 

日本聖公会東北教区 

ホームページ 

 
https://nskk-tohoku.com/ 


