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5月 31日（火）～6月 2日（木）日本聖公会第 67（定期）総会  ＜東京・市ヶ谷＞ 

03日（金） 常置委員・教役者合同会議 

05日（日） 青森聖アンデレ教会 巡回・堅信式 

07日（火） 教区関係教役者逝去記念聖餐式 

 北海道教区・東北教区合同常置委員懇談会 

08日（水） 教役者会 

 仙台基督教会キリスト教入門講座 

11日（土） 東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想 

12日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式・教会委員会 

15日（水） 常置委員会 

19日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

20日（月） 大阪教区教役者研修会「伝道教区制」   ＜Web＞ 

21日（火） 在仙教役者ミーティング 

 白石庵敬神会 評議員会 

22日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

25日（土） 磯山聖ヨハネ教会 巡回 

26日（日） 郡山聖ペテロ聖パウロ教会 巡回 

28～30日(火～木) 第 248（定期）主教会 

30日（木） ナザレ修女会感謝礼拝 

6月 

03日（金）18:00 常置委員・教役者合同会議    ＜Web会議＞ 

07日（火）10:00 教区関係教役者逝去記念聖餐式   ＜主教座聖堂＞ 

10日（火）17:30 北海道教区・東北教区合同常置委員懇談会  ＜Web会議＞ 

08日（水）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

09日（土）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

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＞ 

12日（日）15:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

15日（水）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

18日（土）10:00 規則・規程グループ会議    ＜Web会議＞ 

20日（月）18:00 教区展望会議      ＜Web会議＞ 

7月 

01日（金）16:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

07日（木）18:00 奉仕職養成グループ会議    ＜Web会議＞ 

11日（水）13:00 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（水）17:00 コラボレーション推進グループ会議   ＜盛岡＞ 

19日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

   

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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1．報告事項 

◇主教報告：主教動静報告と今後の予定について

報告。教区の新型コロナウイルス感染症対応に

ついて報告。 

◇常置委員長報告：5 月 7 日に行われた十和田湖

畔ヴァイアル山荘開所式について報告。 

◇執行機関報告：主事会議報告。教区財務状況を

報告。 

2．協議事項 

◇2022年度信徒奉事者推挙：能代キリスト教会よ

り推薦された 2022 年度信徒奉事者 2 名につい

て、これを適当と認め推挙。 

◇宣教強化資金運用グループでの融資申請案件審

議結果の承認について：学校法人聖公会聖パウ

ロ学園大館幼稚園より申請のあった融資につい

て、宣教強化資金運用グループの融資妥当決定

を受け、これを承認。 

◇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 日実施研修会のアンケー

ト結果を分析し、常置委員会としての見解を纏

め、同時に教役者会との意見交換を行い、しか

るべき準備を進めていくことを確認。また北海

道教区とも 6 月 7 日（火）の合同常置委員懇談

会を通して、相互理解を深めていくことを確認。 

1．報告事項 

◇常置委員会報告：①第 67（定期）総会に、室根

聖ナタナエル教会と東北教区合併承認に関する

議案を提出。②教区内各教会宗教法人格の教区

の合併について議論を進め、教区会までに結論

を出す。③2022年度教区内幼保園チャプレン派

遣決定について。④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ついて。 

◇総務主事報告：①宗教法人格所持問題について

調査中。他教区にも聞き取りを行っている。②

災害対応デスク：「二酸化炭素濃度測定器」導入

の提案について。③教区事務所報告：会計事務

にネットバンキングを導入、経費効果と行動効

率化を図る。④史料保全・編纂グループ：１回目

の史料室整理作業を行なっている。2 回目は今

後の進捗により計画。 

◇教育主事主管報告：①教区の「学びの機会」の必

要性について。「教会の歴史」「福音理解」「現

代における教会」等多角的な内容が望ましい。

②奉仕職養成グループ：教役者聖職候補生後援

会会長とグループの協働について相談。北海道

教区聖職養成委員会 司祭大町信也委員長と電

話会談し、聖職養成に係る情報交換、連携を行

うことを確認。「奉仕のススメ懇談会」開催につ

いて協議。③教育・保育グループ保育部門：保育

連盟に「各園連携コーディネーター」を設け、連

携推進を図っている。オンラインによる入職同

年教諭の懇談会開催も計画中。④教育・保育グ

ループ青年部門：室根聖ナタナエル教会を訪問、

今後仙台基督・盛岡の「室根プロジェクト」と協

力し整備を行うことと今後の管理の必要性につ

いて報告。「青年キャンプ」8月 11日～13日盛

岡での開催を計画中。 

◇宣教主事主管報告：①各グループの他部門との

協働の動き、宣教方針の具現化を感じる。②広

報グループ：教区展望会議からの提案を受け、

「初めての方・求道者」に向けた HP や教区内

共通紙媒体リーフレットの作成を検討。③十和

田湖畔施設活用グループ：ヴァイアル山荘開所

礼拝報告と今後の維持管理について。8 月 6 日

開催予定「平和の祈り」について。④東日本大震

災被災者支援プロジェクト：「震災証言集」を

500 冊増刷する。「原発のない世界を求める週

間」オンラインプログラムへ、写真提供等協力

を行う。今後の地域支援活動、被災地施設等情

報提供について。⑤コラボレーション推進グル

ープ：教役者会と協働で「交換説教」を企画。当

委員会の趣旨を念頭に、グループとしての新し

い企画・提案を図る。 

2．協議事項 

◇災害対応デスク提案の「二酸化炭素濃度測定器」

購入・設置を承認、各牧師に配付数を確認する。 

◇信徒奉事者認可（5月 18日付）。 

 ※能代キリスト教会：信徒 2名。 

  

第 7 回常置委員会議報告（5 月 18 日） 

第 6 回主事会議報告（5 月 13 日） 

人  事 
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◇コラボレーション推進グループ・教役者会 

 昨年に引き続き、今年も各教会相互の関係作り

のきっかけとなることを願い、「交換説教」を教

役者会とコラボレーション推進グループの協働

プログラムとして計画いたしました。詳細は日

程表をご覧ください。なお、教役者の配置調整

の関係で今年度交換説教の実施予定のない教会

もあります。ご了承ください。 

◇史料保全・編纂グループ 

 史料室の第 1弾整理は、4月 26日、27日、5月

11 日、13 日、16 日、18 日、20 日の 7 日間、

教区婦人会、仙台基督教会日曜学校教師、仙台

基督教会信徒有志、広報グループおよび教区事

務所の皆さま、延べ 30名の協働により終了しま

した。感謝とお礼を申し上げます。第 2 弾整理

は近々に行います。更なるご協力をお願いいた

します。 

◇十和田湖畔施設活用グループ 

 5月 7日五月晴れの下、山荘に 23名が集い礼拝

を献げて開所式を行いました。新築で気持ち良

い空間と、十和田湖畔の大自然に触れながら憩

いの一時を満喫してください。ご利用について

はホームページやリーフレットをご覧ください。

お申込みをお待ちしています！ 

◇教区で協会けんぽに加入している方は「生活習

慣病予防健診」を受診してください。健診結果

は、「主教親展」で教区事務所まで必ずご提出く

ださい。 

◇「教区事務所だより」では教区の様々な動きを

共有できるよう、各グループ・委員会の働きを

掲載しています。各リーダーの方は活動報告、

情報等を教区事務所までお寄せください。 

◇地球環境のために祈る日 6 月 5 日（日） 

◇原発のない世界を求める週間 6 月 5～11 日 

◇沖縄週間 6 月 19～25 日 

 それぞれ覚えてお祈りください。 

◇日本聖公会第 67（定期）総会・5月 31日（火）

～6月 2日（木）＜東京・市ヶ谷＞ 

◇オンラインフォーラム「原発はやめようよ」 

 6月 5日（日）、11日（土）＜Web開催＞ 

 6月 5日はライブ配信による「公開プログラム」

があります。どなたでも参加できます。詳細は

各教会に届いている案内、または管区ホームペ

ージ内「総会決議による主日」をご覧ください。 

 日時：6月 5日（日）16：00～18：00 

 講演：原発からの命の守り方～「平和のうちに

⽣存する権利」を⼿放さないために私たちがで

きること～ 

 （講師 森松明希子氏・東日本大震災避難者の

会 Thanks＆Dream主宰） 

◇「沖縄週間沖縄の旅」 

6月 22日（水）23日（木）＜Web開催＞ 

 詳細は各教会に届いている案内、または管区ホ

ームページ内「総会決議による主日」をご覧く

ださい。 

◇京都教区教務所は 5 月 30 日より、下記仮事務

所に移転いたします。 

 〒604-0091 京都市中京区丸太町通西洞院東

入梅屋町 171番地 2 

 TEL：075-708-2813／FAX：075-708-2835 

◇５月 14 日に行われたルイジアナ教区次期教区

主教選挙において、シャノン・ロジャース・ダッ

クワース師が選出されました。11 月 19 日、ル

イジアナ教区では女性として初めて、第 12代教

区主教に就任する予定です。覚えてお祈りくだ

さい。 

◇ナザレ修女会は 6 月 30 日、主教会による感謝

礼拝をお献げし閉院いたします。覚えてお祈り

ください。 

◇司祭 パウロ 三澤康二師（北海道教区・退職）

は、去る 5月 11日（水）、逝去されました（97

歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

6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     逝去年月日 

宣教師 Miss Marian Humphreys 1968年 06月 01日 

司祭       山縣
やまがた

 雄杜三
お と ぞ う

 1941年 06月 02日 

司祭       曾根
そ ね

  精
きよし

 1929年 06月 06日 

    Sr. Mariya Margaret 1994年 06月 06日 

司祭  テモテ  中山
なかやま

  眞
まこと

 2019年 06月 08日 

司祭  ダビデ  横田
よ こ た

  豊
ゆたか

 2004年 06月 19日 

司祭  パウロ  山崎
やまざき

 正雄
ま さ お

 1998年 06月 25日 

伝道師      桑野
く わ の

  倭
わか

 1936年 06月 29日 

司祭  ペテロ  宅間
た く ま

 信基
のぶもと

 1984年 06月 30日 

伝道師 ルツ   小笠原
おがさわら

 あい 2001年 06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。 

 

管区・他教区 

6 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

諸 連 絡 

訃  報 

諸グループ・委員会から 
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