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03日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式 

04日（月） 管区常議員会      ＜Web会議＞ 

05日（火） 教区教役者逝去者記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

07日（木） 主事会議 

09日（土） 研修会「わたしたちの進むべき道」 

 ハラスメント防止・対策委員会 

10日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

11日（月) 東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想 

 北海道教区常置委員会     ＜Web会議＞ 

15日（金） 聖金曜日（受苦日）礼拝司式・説教   ＜主教座聖堂＞ 

17日（日） 仙台基督教会 復活日聖餐式 

 鶴岡聖公会 復活日聖餐式 

19日（火） 在仙教役者ミーティング 

 常置委員会 

20日（水） 釜石神愛教会 巡回 

 奉仕職養成グループ会議 

22日（金） 臨時主教会      ＜札幌＞ 

23日（土） 北海道教区主教按手式・教区主教就任式  ＜札幌キリスト教会＞ 

24日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

4月 

03日（日）15:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

05日（火）10:00 教区教役者逝去者記念聖餐式    ＜主教座聖堂＞ 

06日（水）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

06日（水）17:30 コラボレーション推進グループ会議   ＜Web会議＞ 

07日（木）16:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

09日（土）13:00 研修会「わたしたちの進むべき道」   ＜仙台・Web＞ 

09日（土）15:30 ハラスメント防止・対策委員会   ＜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＞ 

19日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

20日（水）18:00 奉仕職養成グループ会議    ＜Web会議＞ 

22日（金）18:00 教区会計検査      ＜教区事務所＞ 

26～27日(火～水) 史料保全・編纂グループ作業    ＜仙台・史料室＞ 

27日（水）18:00 執行機関拡大部門長懇談会「しゃべり場」  ＜Web会議＞ 

5月 

10日（火）13:30 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議  ＜Web会議＞ 

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

14日（土）13:30 宣教強化資金運用グループ会議   ＜盛岡＞ 

18日（水）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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公  示 

 

救主降生 2022年 03月 09日 

 日本聖公会東北教区主教 

  主教 ヨハネ 吉田 雅人 ○印  

 

 下記の人事異動を発令します。 

記 

司祭 ヨハネ 八木 正言 

2022年 04月 01日付 願いにより、東京教区からの転入を許可する。 

 

司祭 パウロ 松本 正俊 

2022年 04月 01日付 司祭 ヤコブ 林 国秀のもとで、小名浜聖テモテ教会において嘱

託司祭として勤務することを委嘱する。ただし、法規第 53条第

2項に基づき、任期を 1年間とする。 

 

主教 ヨハネ 佐藤 忠男 

2022年 04月 01日付 司祭 フランシス 長谷川清純のもとで、青森聖アンデレ教会お

よび弘前昇天教会において礼拝協力を委嘱する。また司祭 ステ

パノ 越山哲也のもとで、大館聖パウロ教会において礼拝協力を

委嘱する。ただし、法規第 53条第 2項を準用し、任期をいずれ

も 1年間とする。 

 

主教 ヨハネ 加藤 博道 

2022年 04月 01日付 司祭 ヨハネ 八木正言および司祭 ドミニコ 李 贊熙のもと

で、仙台圏における礼拝協力を委嘱する。また、司祭 ドミニコ 

李 贊熙のもとで山形聖ぺテロ教会において礼拝協力を委嘱す

る。ただし、法規第 53条第 2項を準用し、任期をいずれも 1年

間とする。 

 

以 上 

  

1．報告事項 

◇主教報告：主教動静と今後の予定について。教

区の新型コロナウイルス感染症対応について。

人事関係について。管区総会公示について報告。 

◇常置委員長報告：2月 28日（月）開催の東日本

宣教協働区協働委員会について。前期常置委員

会からの引き継ぎ事項への取り組みについて。 

◇執行機関報告：主事会議報告。教区財務状況報

告。 

2．協議事項 

◇2022 年 4 月 1 日付け人事異動に関する教区主

教諮問について：公示日を 3 月 9 日とすること

を確認、その他内容を適当と認め推挙。 

◇2022年度信徒奉事者（分餐奉仕協力許可）推挙

について：仙台基督教会より 1 名が推薦されこ

れを適当と認め推挙。 

◇次期主教選挙を行うかどうかの意見集約への道

程に関する件：4月 9日（土）13時～15時、仙

台基督教会を会場として研修会を開催する。教

会代議員、教役者は原則仙台に集合とする。同

時にWebを用いた参加も出来るようにする。ま

たそれ以外の希望者の参加も受け付ける。以上

のことを決定し、案内を発送することした。 

1．報告事項 

◇常置委員会報告：宣教協働区に関する共通理解

と主教選挙に関する今後の進め方について。教

区会代議員対象の研修会を実施、対象者以外の

参加希望者にも対応する。研修会後にアンケー

トを行い多くの意見を収集、5 月に北海道教区

との合同常置委員会開催後 6 月に 2 回目の研修

第 5 回常置員会報告（3 月 9 日） 

第 4 回主事会議報告（3 月 3 日） 
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会実施の上、教区の結論を出す。手続上は常置

委員会が最終判断する前提で進める。 

◇総務主事報告：①ガソリン価格を継続的に調査

中。②各教会の宗教法人格所持について調査。

③史料保全・編纂グループ：史料室整理、史料保

存について。④規則・規程グループ：「災害補償

規程」改正を 3 月定期常置委員会に上程。⑤災

害対応デスク：二酸化炭素濃度検知器を教区事

務所で試用中。 

◇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」の「年主題」

「月主題」を決定。現場の声を反映させるため、

聖クリストファ幼稚園、聖ルカ幼稚園の教諭の

方に参加を頂き、構成を決定。②教育・保育グル

ープ青年部門：青年キャンプの他、中高生向け

プログラムの開催を検討。教会訪問の再開に向

けて、幼保園との関わり等も考慮し候補地と開

催方法を検討。夏のキャンプは 8 月の日程で調

整し、6月初旬に第１回の案内を配布予定。教区

「青少年活動を覚え支える主日」の献金額、献

金教会数が年々低下しているため、呼びかけを

強化する。東京教区主催・東日本宣教協働区青

年対象「青年プログラム」への参加呼びかけに

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：ヴァイアル山荘利用案内を作成中、復活

日頃配布予定。②東日本大震災被災者支援プロ

ジェクト：大震災 11 周年記念礼拝準備につい

て。③コラボレーション推進グループ：グルー

プの活動方針について。 

◇財政主事主管報告：宣教強化資金運用グループ：

融資金申請見込みについて。 

2．協議事項 

◇今年度の修養会は、「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」に特

化し実施することとした。 

◇史料保全・編纂グループ 

下記の日程により、仙台基督教会 3階「史料室」

の整理を行います。 

 4／26～27 史料の運び出し、大分類・仕分け 

 5／11～19 関係グループに分別依頼 

 5／20   史料室戻し 

 このため、4 月 26 日～5 月 20 日は 3 階「会議

室」は使用できなくなります。皆様のご理解、ご

協力をお願いいたします。 

 

 

◇所轄庁提出書類の期限は、４月末日となってお

ります。早急にご提出ください。提出が遅れま

すと、１万円以下の過料に処されます。なお、書

類は必ず教会に備え付けてください。 

◇ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて、

日本キリスト教協議会は防災・人道支援組織

「ACT Japanフォーラム」を通じて、緊急募金

を呼びかけています。詳細は、ACT Japanフォ

ーラムのホームページをご覧になるか、牧師・

管理牧師にお尋ねください。 

 

八戸聖ルカ教会副牧師 テモテ 遠藤洋介司祭は、

4 月 21 日（木）13 時から、吉田雅人教区主教司式

のもと、八戸聖ルカ教会で聖婚式を挙げられます。 

ご聖婚おめでとうございます！ 

 

◇信徒奉事者認可・分餐奉仕協力許可（2月 16日

付） ※仙台基督教会：1名 

 

◇ウイリアムス神学館入学礼拝  4月 6日（水） 

＜京都教区主教座聖堂＞ 

 入学予定者 ヴェロニカ 薦田久美子（大阪教区） 

◇北海道教区主教按手式・教区主教就任式 

4月 23日（土）＜主教座聖堂札幌キリスト教会＞ 

 主教被選者 マリア・グレイス 笹森田鶴師 

◇九州教区聖職按手式・4月 29日（金） 

＜主教座聖堂福岡聖パウロ教会＞ 

 司祭按手 セシリア 塚本 祐子執事 

 

◇主教 ヤコブ 宇野 徹師（大阪教区・退職）

は、去る 3月 8日（火）逝去されました（83歳）。

同師の魂の平安をお祈りいたします。 

◇マーガレット 柴田 綾子氏（元盛岡聖公会信

徒代議員）は、去る 3月 12日（土）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。 

◇グレース 吉田 満氏（吉田雅人主教ご母堂）

は、去る 3 月 26 日（土）逝去されました（90

歳）。同氏の魂の平安をお祈りいたします。 

 

 

  

管区・他教区 

訃  報 

諸 連 絡 

人  事 

諸グループ・委員会から 
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※公祷休止のため、3月と合同 

4月 5日（火）10時～  主教座聖堂   司式：教区主教   説教：主教 吉田雅人

職位     教名・氏名     逝去年月日 

司祭  ヨハネ  落合
おちあい

 吉之助
きちのすけ

 1942年 04月 01日 

司祭       稲垣
いながき

 陽一郎
よういちろう

 1949年 04月 01日 

宣教師 Miss Gladys V. Gray 1978年 04月 02日 

主教  John McKim 1936年 04月 04日 

司祭       田井
た い

 正一
しょういち

 1927年 04月 06日 

司祭  ヨシュア 大野
お お の

 敏之
としゆき

 1971年 04月 08日 

司祭       松田
ま つ だ

 輝
き

三
さ

雄
お

 1977年 04月 10日 

伝道師      織間
お り ま

 小太郎
こ た ろ う

 1934年 04月 15日 

宣教師 Miss Georgie Suthon 1941年 04月 15日 

司祭 イスラエル・ヤコブ 加藤
か と う

 泰治
た い じ

 1970年 04月 16日 

職位     教名・氏名     逝去年月日 

執事       北沢
きたざわ

 繁
しげ

松
まつ

 1934年 04月 21日 

司祭       森
もり

 滉
ひろし

 1934年 04月 22日 

伝道師 マリヤ・マクダレン 神﨑
かんざき

 ゆき 2007年 04月 23日 

司祭       早川
はやかわ

 喜四郎
き し ろ う

 1943年 04月 23日 

執事 Dorothea V. Carlson 1928年 04月 27日 

司祭       小林
こばやし

 彦五郎
ひこごろう

 1944年 04月 29日 

司祭  Robert W. Andrews 1962年 04月 29日 

伝道師 マリア  鈴木
す ず き

 八重
や え

 1991年 04月 29日 

宣教師 Mrs. Lora Gladys Clifford 1929年 04月 30日 

司祭  John Gage Waller 1943年 04月 30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。 

 

 

 

 

教区事務所は 5月 2日（月）、6日（金）の 2日間、年間計画年休（計画的な年次有休消化）を

実施いたします。ご不便をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。 

4 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 


