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01日（金） 主事会議 

03日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式・臨時堅信受領者総会 

05日（火） 教区関係教役者逝去記念聖餐式 

06日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

07日（木） 奉仕職養成グループ会議 

10日（日） 山形聖ペテロ教会 巡回 

11日（月） 東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想 

16日（土） ハラスメント防止・対策委員会 

17日（日） 大館聖パウロ教会 巡回 

19日（火） 常置委員会 

20日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

21日（木） 教役者会 

24日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

26日（火） 在仙教役者ミーティング 

30日（土） 常置委員会主催報告会「わたしたちがこれから共に進む道」 

31日（日） 小名浜聖テモテ教会 巡回 

7月 

01日（金）16:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

05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）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

06日（水）13:00 史料保全・編纂グループ 史料室整理   ＜仙台・会議室＞ 

07日（木）18:00 奉仕職養成グループ会議    ＜Web会議＞ 

10日（日）16:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜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＞ 

13日（水）17:00 コラボレーション推進グループ会議   ＜盛岡＞ 

16日（土）14:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜仙台・会議室＞ 

19日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

21日（木）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

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＞ 

30日（土）13:00 常置委員会主催報告会「わたしたちがこれから共に進む道」＜主教座聖堂・Web＞ 

8月 

03日（水）13:30 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議  ＜Web会議＞ 

06日（土）11:00 平和の祈り・平和コンサート  ＜鉛山聖救主礼拝堂・ヴァイアル山荘＞ 

11日（木）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＞ 

20日（土）10:00 規則・規程グループ     ＜Web会議＞ 

27日（土）14:00 宣教強化資金運用グループ会議   ＜仙台・ホール＞ 

   

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。10月開催予定の主教会の準備について。 

◇常置委員長報告：管区定期総会（5 月 31 日～6

月 2 日）について。常置委員・教役者意見交換

会、北海道教区・東北教区合同常置委員会につ

いて。 

2．協議事項 

◇室根聖ナタナエル教会の居住者との契約等につ

いて：覚書の内容を一部変更し、契約を更新し

ていくことを承認。 

◇教区諸規程改正について：教区会細則、業務組

織及び業務分掌規程の修正案を規則・規程グル

ープに答申する。 

◇第 106（定期）教区会について：日程を 11月 23

日（水）9時～16時とし、公示日は 9月 1日と

することを承認。 

◇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：研修会アンケート内容や教役者

会との意見交換など、これまでの経緯を踏まえ

た常置委員会の基本方針を周知する報告会を 7

月 30日（土）13時～15時に仙台基督教会を会

場に開催する。代議員には原則出席をお願いす

る。ハイブリッドでの配信形式は教区事務所と

相談。内容の詳細については、次回常置委員会

で検討する。また 6 月末の教区発送物に併せて

お知らせを送付する。 

◇史料保全・編纂グループ 

 第 2弾史料室整理について：前回 4月 26日～5

月 11 日の第 1 弾史料室整理におきましては多

くの方々、グループのご協力をいただき、整理

を進めることができましたことを感謝申し上げ

ます。 

この度、7月 6日（水）から 7月 15日（金）ま

での間、仙台基督教会 3F 会議室において標記

整理を行うこととなりました。 

日程は、7 月 6 日午後 1 時、グループ打ち合わ

せの後、史料室から資料（今回は書棚に力点を

おきます）の運び出し、7月 7日は分類・整理、

そして 7 月 15 日に史料室に返却するという日

程です。 

ご多用のところとは存じますが、関係ポジショ

ンの皆様にもご協力よろしくお願い申し上げま

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。 

◇各教会での夏季プログラム、日曜学校キャンプ、

バザー等の実施について、新型コロナウイルス

感染拡大を鑑み、「3つの密（密閉・密集・密接）」

が避けられない行事はできる限り中止してくだ

さい。また「外」から人が参集する行事も、当面

は実施を控えてください。 

 

◇海の主日 7 月 10 日（日） 

 当日の信施は管区事務所へお送りください。 

◇7 月 26 日（火）～8 月 8 日（月）第 15 回ラン

ベス会議がイギリス・カンタベリーにて開催さ

れます。覚えてお祈りください。 

 

P.057 右段上から 4行目 

   （誤）司祭 横山 豊師 

   （正）司祭 横田 豊師 

P.043 年表下から 6行目 

   （誤）仙台「北厨川幼稚園」 

   （正）盛岡「北厨川幼稚園」 

P.144 年表下から 9行目 

   （誤）青森 聖パウロ幼稚園 

   （正）盛岡 聖パウロ幼稚園 

 

7月 5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 

司祭       松島
まつしま

  篤
あつし

 1943年 07月 05日 

司祭  ペテロ  片岡
かたおか

 常吉
つねよし

 1973年 07月 11日 

司祭  ヨハネ  野村
の む ら

 義雄
よ し お

 1962年 07月 14日 

司祭 William F. Madeley 1939年 07月 22日 

司祭  ペテロ  佐藤
さ と う

 公平
こうへい

 1981年 07月 26日 

司祭 James Hubard Lloyd 1951年 07月 27日 

執事  ペテロ  林
はやし

  国男
く に お

 2010年 07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 

第 8 回常置委員会議報告（6 月 15 日） 

7 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

諸 連 絡 

諸グループ・委員会から 

『東北教区成立 100 年の歩み』訂正 




