
2022.9.1 発行 No.801 

- 1 - 

Diocese of TOHOKU Nippon Sei-Ko-Kai 

日 本 聖 公 会 東 北 教 区 

教区事務所だより 
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TEL 022-223-2349  MAIL do-sec@nskk-tohoku.com 
FAX 022-223-2387  URL https://nskk-tohoku.com/

2022 

9 

 

02日（金） 在仙教役者ミーティング 

04日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式・教会委員会 

05日（月） 第 107（定期）教区会書記局会 

06～08日(火～木) 祈祷書改正委員会     ＜東京・ナザレ＞ 

09日（金） 主事会議 

10日（土） 奉仕職養成グループ主催Web研修会「奉仕のススメ」 

11日（日） 福島聖ステパノ教会 巡回 

13日（火） 教区関係教役者逝去記念聖餐式 

14日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

16日（金） 常置委員会 

18日（日） 秋田聖救主教会 巡回 

24日（土） ハラスメント防止・対策委員会 

25日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

28日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

9月 

03日（土）13:00 十和田湖畔施設活用グループ会議   ＜ヴァイアル山荘＞ 

05日（月）13:00 第 107（定期）教区会書記局会   ＜仙台・会議室＞ 

16日（火）10:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

09日（金）16:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

10日（土）13:00 奉仕職養成グループ主催Web研修会「奉仕のススメ」 ＜Web研修会＞ 

11日（日）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＞ 

11日（日）16:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

12日（月）18:00 教区展望会議      ＜Web会議＞ 

13～15日(火～木) 史料保全・編纂グループ 書庫整理   ＜仙台・史料室＞ 

13日（火）10:00 教区関係教役者逝去記念聖餐式   ＜主教座聖堂＞ 

13日（火）18:00 コラボレーション推進グループ会議   ＜Web会議＞ 

16日（金）17:30 常置委員会      ＜仙台・会議室＞ 

17日（土）10:00 規則・規程グループ会議    ＜Web会議＞ 

24日（土）14:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜仙台・会議室＞ 

28日（水）18:00 執行機関拡大部門長懇談会「しゃべり場」  ＜Web会議＞ 

10月 

01日（土）13:30 2022年各教会会計担当者会    ＜仙台・ホール＞ 

06日（木）16:00 主事会議      ＜仙台・会議室＞ 

14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＞ 

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 
 

 

 日本聖公会東北教区第 106（臨時）教区会を下記のように招集いたします。 

 

救主降生 2022年 08月 31日 

 日本聖公会東北教区 

 教区会議長 

  主教 ヨハネ 吉田 雅人 ○印  

記 

日 時 2022年 11月 3日（木）午後 1時から午後 5時まで 

場 所 日本聖公会東北教区主教座聖堂 仙台基督教会 礼拝堂  

  仙台市青葉区国分町二丁目 13－15 

議題 東北教区主教選挙 

 

 「日本聖公会主教選挙規則」第 5 条の定めにより、主教選挙候補者推薦管理委員を置

き、委員を下記のように任命します。 

司祭 李 贊煕 ・ 赤坂 有司 ・ 浅原 和裕 

 

書記局を下記のように指名いたします。 

書記長  司祭 林 国秀 ・ 書記  司祭 渡部 拓 

 

以 上 
 

  

公  示 
 

 

 日本聖公会東北教区第 107（定期）教区会を下記のように招集いたします。 

 

救主降生 2022年 09月 01日 

 日本聖公会東北教区 

 教区会議長 

  主教 ヨハネ 吉田 雅人 ○印  

記 

日 時 2022年 11月 23日（水）午前 9時から午後 5時まで 

場 所 日本聖公会東北教区 盛岡聖公会  礼拝堂 

  盛岡市中央通 3－14－14 

 アートホテル盛岡 

  盛岡市大通 3－3－18 

 

書記局を下記のように指名いたします。 

書記長  司祭 林 国秀 ・ 書記  司祭 越山哲也 

 

以 上 
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1．報告事項 

◇主教報告：主教動静報告。教区の新型コロナウ

イルス感染症対応について。 

◇常置委員長報告：7月 30日「常置委員会主催報

告会」に係る今後の対応について。 

◇執行機関報告：主事会議報告。教区財務状況に

ついて。10 月 1 日開催会計担当者会について。 

2．協議事項 

◇聖公会生野センター設立 30 周年記念感謝礼拝

出席者及び教区内での募金と祈りについて：教

区から常置委員長の出席を決定。今後の各教区

の対応を見つつ出席人数等を調整していくこと、

教区会計からお祝い金を持参することを承認。 

◇教区諸規程改正について：業務組織及び業務分

掌規程改正について、第 3 条第 3 項として「各

主事のもとに、分掌業務の遂行を補佐する、主

査をおくことができる。主査は、主事会議の議

を経て推薦され、教区主教が常置委員会に諮り

委嘱する。」を追加することを承認。以上を規

則・規程グループに答申。 

◇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：7月 30日の常置委員会主催報告

会について、当日のプレゼンテーションを文書

化しさらに修正したものを、東京教区・北関東

教区の必要各所に送付することを承認。 

◇主教選挙実施に向けた準備について：第 106（臨

時）教区会を 11月 3日（木・祝）13時～17時

の日程で、仙台基督教会を会場として実施。書

記長は林国秀司祭、書記は渡部拓司祭。公示日

は 8月 31日（水）。教区主教選挙候補者推薦管

理委員を設置し、同委員を李贊煕司祭、赤坂有

司氏、浅原和裕氏へ委嘱することを承認。 

1．報告事項 

◇常置委員会決議等連絡事項：①鶴岡聖公会と新

庄聖マルコ教会の今後について、関係者間で打

ち合わせに入った。②教区内の各教会宗教法人

格と教区の合併について、9 月常置委員会で課

題等を検討、次期定期教区会に一定の方向性を

出す③7月 30日開催の常置委員会報告会で主教

選挙を行うことを報告。主教選挙のための臨時

教区会は 11月 3日となる予定。 

◇総務主事主管報告：①3月 16日福島県沖地震被

害について、各工事の進捗状況を確認し、9月中

には管区に申請する援助希望額を決定。②史料

保全・編纂グループ：有効利用のためのスペー

ス確保と書棚の残りの整理のため、史料室整理

第３弾を 9 月中旬に実施する予定。③規則・規

程グループ：常置委員会承認を得、改正版「災害

補償規程」を 7 月 20 日付で施行。「教区会細

則」「業務組織及び業務分掌規程」改正を審議

中、次期定期教区会に議案提出予定。④災害対

応デスク：CO2濃度測定器を希望する 10教会に

配付、今後アンケート等を取り利用を促進する。 

◇教育主事主管報告：①8月 3日「2022年度日本

聖公会東北教区保育連盟総会」をWebにて開催、

議案はすべて可決、次期役員は今期のままの留

任が承認。規約の改訂を検討することとなった。

②奉仕職養成グループ：「せみなりお青葉シリ

ーズ 3『礼拝と祈祷書』」（吉田主教著）発行。

③教育・保育グループ保育部門：奉職 1年～2年

目教諭対象「Zoom カフェ」を 8 月 8 日に実施

予定、今後も対象者を変え継続。「保育の道しる

べ」を各園での年間カリキュラム等に反映させ

るため、次年度のカリキュラムを組む 2 月頃に

発行することを検討。④教育・保育グループ青

年部門：「青年キャンプ」は新型コロナウイルス

の影響により、中止とした。参加予定者への今

後のフォローについて検討。 

◇宣教主事主管報告：①広報グループ：各教会で

用いる教区共通の案内リーフレット作成企画、

教区ホームページの「はじめて来た方」を対象

にしたメッセージ掲載企画について。②十和田

湖畔施設活用グループ：新型コロナウイルスの

影響により、8 月 6 日開催を予定していたコン

サートは中止、平和の祈りは原則グループメン

バー限定で行う。ヴァイアル山荘追加工事、今

後の利用予定について。③東日本大震災被災者

支援プロジェクト：「2022原発のない世界を求

める週間オンラインフォーラム」への協力につ

いて。地域支援活動休止の判断基準は、原則主

教指針 No.9に従い、また気象警報発令時は中止

し、メンバー、現地利用者にも周知が必要。④コ

ラボレーション推進グループ：各教会、執行機

関に協働のアイデアに関するアンケートを実施。 

◇財政主事主管報告：①2023年度管区分担金が確

定し通知された。②宣教強化資金運用グループ

は、各部門から提出された 2023 年度行事等実

施計画および予算を検討し、部門間協働の可能

性を探りながら、教区から宣教強化プログラム

への援助を含めた来年度予算額について財政主

事に答申。財政主事はその答申を基に予算を編

成、常置委員会の承認を受け教区会に議案を提

出。多数が参画することで予算策定の透明性を

諮り、全体の理解を深めることを目的とする。 

2．協議事項 

第 10 回常置委員会議報告（8 月 18 日） 

第 8 回主事会議報告（8 月 3 日） 
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◇各主事下に「主査」を新設する件について。 

◇史料保全・編纂グループ 

 史料保全・編纂グループは、9 月 13 日より 15

日の 3 日間に渡り史料室整理第３弾を実施しま

す。書架の整理は進んできております。今回の

主な目的は史料室内のスペースを確保するため

のものです。教区の歴史を感じつつ、なお感謝

の念を持って進めます。（総務主事） 

◇奉仕職養成グループ 

 日頃から、奉仕職養成グループのためお祈りと

ご協力を感謝申し上げます。当グループの最重

要課題は、信徒の奉仕職の活性とあわせ「聖職

志願者の発掘と養成」が最重要と考えています。

教区の組織改革の中で名称の変更がありました

が、働きの原点は変わっていないと思います。

昨年には「奉仕職に召される人が与えられるた

め」の祈りのカードを作成、皆さまに配付させ

ていただきました。引き続きお祈りのご協力を

お願い申し上げます。また、「せみなりお青葉シ

リーズ」の出版も当グループの働きの一つとな

っています。過日、吉田雅人主教著「礼拝と祈祷

書」を発刊し配布いたしましたので、どうぞ各

教会で豊かにご活用ください。そして「奉仕の

ススメ」も 9 月に予定しています。皆さまのご

参加をお願いいたします。詳細はポスターチラ

シでご確認ください。他のグループ同様、コロ

ナ禍にあって活動がままならない状況が続いて

おりますが、み心にかなう、本来の活動ができ

ればと願っています。（リーダー 司祭 林国秀） 

◇十和田湖畔施設活用グループ 

 新型コロナウイルス感染第 7 波の影響で、8 月

6 日(土)ヴァイアル山荘を会場に予定していた

平和コンサートは中止としました。2，3日前の

大雨で十和田湖周辺も土砂崩れ一時通行止め箇

所が発生しましたが、当日は快晴の下、平和の

祈りはグループメンバーを中心に、吉田雅人主

教司式説教により鉛山聖救主礼拝堂で献げられ

ました。ウクライナ戦争、広島と長崎原爆を覚

えながらの礼拝となり、信施は ACTジャパンを

通じてウクライナのために献げました。ヴァイ

アル山荘は大館幼稚園年長組お泊まり会など月

1、2組がご利用です。とっても心地良いスペー

スになっていますから、皆様も是非休息にいら

してください。（リーダー 司祭 長谷川清純） 

◇2022 年各教会会計担当者会が 10 月 1日（土）

13時半より、仙台基督教会を会場に開催されま

す。各教会より会計担当者 1 名の出席をご予定

ください。 

◇各教会でのプログラムの実施について、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。 

◇大館幼稚園は建替工事のため、来年 3 月まで下

記の仮園舎に移転いたします。 

〒017-0034 大館市下代野字天下道下 1-150 

TEL 0186-59-6822 FAX 0186-59-6823 

（FAXは大館聖パウロ教会共通です） 

◇東京教区牛込聖公会聖バルナバ教会礼拝堂聖別

解除の祈り 9月 3日（土） 

※参列者を制限して行う場合があります。 

◇京都教区第 118（臨時）教区会 9月 24日（土） 

＜主教座聖堂聖アグネス教会＞ 

◇東京教区聖職按手式・10月 1日（土） 

＜聖アンデレ主教座聖堂＞ 

 執事按手：聖職候補生 ウィリアムズ 藤田 誠 

 ※参列者を制限して行う場合があります。 

◇エレノア R ハナマン師（米国聖公会元宣教師）

は、去る 8 月 5 日（金）、米国ペンシルバニア

州ランカスターにて逝去されました（91 歳）。

同師は 1958年～2000年在日、香蘭女学校、立

教小学校、聖路加国際病院などで英語教師やボ

ランティアとしてお働きくださいました。同師

の魂の平安をお祈りいたします。 

◇主教 古本純一郎師（神戸教区退職主教）は、去

る 8月 30日（火）、逝去されました（88歳）。

同師の魂の平安をお祈りいたします。 

9月 13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 

宣教師 Miss Ellen McRae 1921年 09月 06日 

執事       森
もり

 録
ろく

次郎
じ ろ う

 1934年 09月 10日 

司祭       結城
ゆ う き

 光雄
み つ お

 1973年 09月 10日 

司祭  James Chappell 1954年 09月 16日 

主教  コルネリオ 田崎
た ざ き

 安男
や す お

 2009年 09月 22日 

伝道師 ルツ   高橋
たかはし

 菊代
き く よ

 1954年 09月 23日 

司祭       志賀
し が

 清光
きよみつ

 1935年 09月 25日 

司祭  ルカ   釜萢
かまやち

 東祐
とうすけ

 2002年 09月 27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 

9 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 

訃  報 




