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Diocese of TOHOKU Nippon Sei-Ko-Kai 

日 本 聖 公 会 東 北 教 区 

教区事務所だより 

〒980-0803 仙台市青葉区国分町 2-13-15 
TEL 022-223-2349  MAIL do-sec@nskk-tohoku.com 
FAX 022-223-2387  URL https://nskk-tohoku.com/

2022 

10 

 

01日（土） 聖ペテロ伝道所 主日聖餐式 

 各教会会計担当者会 

02日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式・教会委員会 

03日（月） 北海道教区・東北教区合同常置委員会   ＜Web会議＞ 

04日（火） 教区関係教役者逝去記念聖餐式 

04～06日(火～木) 第 249（定期）主教会     ＜仙台・福島＞ 

06日（木） 主事会議 

09日（日） 能代キリスト教会 巡回 

11日（火） 東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想 

 教役者会 

12日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

14日（金） 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議 

 奉仕職養成グループ会議 

16日（日） 八戸聖ルカ教会 巡回 

18日（火） 常置委員会 

23日（日） 仙台聖フランシス教会 巡回 

26日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

30日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

10月 

01日（土）10:00 教役者聖職候補生後援会    ＜仙台・会議室＞ 

01日（土）13:30 各教会会計担当者会     ＜仙台・ホール＞ 

02日（日）16:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

03日（月）19:00 北海道教区・東北教区合同常置委員会   ＜Web会議＞ 

04日（火）10:00 教区関係教役者逝去記念聖餐式   ＜主教座聖堂＞ 

04日（火）10:00 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

16日（木）16:00 主事会議      ＜仙台・会議室＞ 

18日（土）16:00 規則・規程グループ会議    ＜Web会議＞ 

11日（火）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＞ 

04日（火）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

14日（金）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜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＞ 

14日（水）18:00 奉仕職養成グループ会議    ＜Web会議＞ 

15日（土）10:00 広報グループ内部研修会    ＜仙台・会議室＞ 

16日（日）18:00 教区展望会議      ＜Web会議＞ 

18日（火）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

19日（水）13:30 第 106（臨時）教区会書記局会   ＜仙台・会議室＞ 

27日（木）13:30 第 107（定期）教区会書記局会   ＜仙台・会議室＞ 

29日（土）13:00 ヴァイアル山荘閉所式     ＜十和田・山荘＞  

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。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：山形聖ペテロ教会牧師館居住

者の今後の動向について。 

◇執行機関報告：主事会議、教区財務状況報告。 

2．協議事項 

◇奉仕職養成グループから申請された研学資金申

請について：せみなりお青葉シリーズ 3「礼拝と

祈祷書」出版費用（1000部）83,475円に研学資

金の充当を承認した。 

◇コラボレーション推進グループから申請された

研学資金申請について：今後の大田教区との宣

教協働の具体的方策について担当者等と打合せ

を行い、両教区の協働プログラムの実践を模索

するため、李 贊煕司祭が大田教区を訪問する渡

航費に研学資金の充当を承認した。 

◇東日本大震災余震で被災した教区内建物の修復

工事費用について：昨年分 8,626,859 円と今年

分を合わせた 12,335,209 円を管区へ援助申請

することを承認した。 

◇宣教強化資金運用グループの審議結果につい

て：学校法人聖公会聖パウロ学園大館幼稚園融

資申請と社会福祉法人聖公会東北福祉会釜石神

愛幼児学園返済猶予申請を共に承認した。 

◇教区会常任委員について：書記局から提案され

た常任委員に一部修正を加え承認した。 

◇教区会常置委員会関連議案について：協議し、

関係部門へ連携を要請した。 

1．報告事項 

◇常置委員会決議等連絡事項報告：鶴岡聖公会、

新庄聖マルコ教会、若松諸聖徒教会礼拝堂、西

の平聖パウロミッションの今後の課題について。 

◇総務主事主管報告：①鶴岡聖公会、新庄聖マル

コ教会の今後について、9 月 1 日関係者間で協

議を行った。②史料保全・編纂グループ：史料室

整理を 9月 13日～15日実施予定。 

◇教育主事主管報告：①首座主教、正義と平和委

員長、管区事務所総主事名で発出された「安倍

元首相の国葬に対する反対声明」について教区

保育連盟会長と相談し、日本聖公会としての姿

勢を紹介する意味で加盟園に配信。②教育・保

育グループ保育部門：各園連携コーディネータ

ーが加盟園での研修会、「Zoomカフェ」を実施。

③教育・保育グループ青年部門：コロナ感染症

拡大により中止となった「青年キャンプ」の代

替として、10月に仙台を会場に日帰りプログラ

ム開催を予定。中高生プログラムはクリスマス

前後の開催を検討中。 

◇宣教主事主管報告：①教区代祷表は 10月より宣

教主事が担当し、内容についても今後検討する。

ルイジアナ教区・西ルイジアナ教区との今後の

関係を検討する。「主教選挙のための祈り」を用

いることについて教役者会で検討する。②十和

田湖畔施設活用グループ：8 月 9 日大雨により

ヴァイアル山荘周辺の沢で土砂が崩れ、山荘の

断水が発生。水道の復旧、土砂の撤去は完了し

た。また、大雨によりえぐれた斜面溝を埋める

作業を、ボランティアを募集して実施する予定。

災害対応デスク、教育主事、教育・保育グルーブ

へも応援を要請した。ヴァイアル山荘の今期閉

所式は 10月 29日の予定。③東日本大震災被災

者支援プロジェクト：定期主教会が 10 月 4 日

～6 日仙台で行われ、主教会より原発事故の現

状を知るためのフィールド研修の協力要請があ

り、プロジェクトで対応する。9月 30日広畑お

茶会が第 100回を迎える。④コラボレーション

推進グループ：各教会、執行機関に実施した協

働に関するアンケートの回答を集計中。 

◇財政主事主管報告：①来年度予算原案、分担金

原案を各教会へ送付、10月 1日に各教会会計担

当者会を開催し調整を図り、予算案と分担金案

を策定。②宣教強化資金運用グループ：8月 27

日会議を開催。融資に関する協議を行い、常置

委員会の承認を受けることとした。各執行機関

から提出された来年度行事関連の予算申請につ

いて、「宣教強化資金」から拠出する意味を理解

し当該グループで協議を深められるよう申請用

紙を刷新し、執行機関合同会議で広く周知する

こととした。コラボレーション推進グループ実

施のアンケートについて、建築のためだけでは

なく宣教強化に資する資金であること、その使

い方を発信していく提案を回答することとした。 

2．協議事項 

◇2023 年日本聖公会宣教協議会は平日を含んだ

日程となることを考慮し、参加者の人選を急ぎ、

事前打ち合わせによる共通理解が必要。 

◇2023 年 1 月に開催する執行機関拡大合同会議

開催に向けて、各機関メンバーの人選を進め 12

月常置委員会で決定する。本会議が「教区の宣

教会議」であることを明確にし、定期教区会後

の処理事項、主教選挙後の教区の流れ、宣教協

議会準備進捗状況、ランベス会議報告、幼保園

の現状などを含めた情勢認識を深めるものとす

る。各機関から、宣教課題、方針、目標を発表。 

第 11 回常置委員会議報告（9 月 16 日） 

第 9 回主事会議報告（9 月 9 日） 
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3．意見交換 

◇「宣教協働区・伝道教区」に関する件について、

今後は教区の諸課題の解決を図る。当面の大き

な課題は各教会法人格所持について。 

◇宗教法人附属幼稚園における責任役員会の役割

について。 

◇十和田湖畔施設活用グループ 

 3日、幸いにも雨があがった曇空の下で、ヴァイ

アル山荘 8 月水害復旧作業が行われました。ボ

ランティアに災害対応デスク、教育・保育グル

ープメンバー、教育主事、八戸聖ルカ教会の若

者たち、青森、八戸、弘前の信徒たちとグループ

メンバーが総勢 20名も集まりました。大人数の

手によって作業は思いの外捗り、10時半頃から

始めて午後 2 時前には完了しました。お陰様で

大きく深くえぐられた水路は土のう袋と砕石で

詰められ、坂道入口と道路脇に土のう袋が並べ

られ、また山荘建物周辺も整地されて完璧に復

旧されました。主に感謝です。 

（リーダー長谷川司祭） 

◇コラボレーション推進グループ 

 教区の皆さんを対象に行った「東北のみんなが

ワクワクするアイデア募集」のアンケートに、

ご協力いただきましてありがとうございました。

教会、諸部門、個人と、それぞれから心躍る考え

や奇想天外な発想もいただきました。今後、い

ただいた多くのワクワクを集計し公表したいと

思います。ご期待ください！   （リーダー） 

◇第 106（臨時）教区会が 11月 3日（木・祝）に、

第 107（定期）教区会が 11 月 23 日（水・祝）

に開催されます。関係者は書記局より送付の諸

連絡・日程等をご確認の上、ご出席ください。 

臨時教区会に係る主教選挙候補者推薦書の提出

期限は 10月 14日（金）です。 

定期教区会に係る報告の締切は10月14日（金）、

議案の締切は 10月 24日（月）です。 

両教区会とも、交通手段回答の締切は 10 月 21

日（金）です。 

◇2023年度執行機関拡大合同会議は 2023年 1月

14 日（土）11 時～16 時、仙台基督教会を会場

に予定しております。 

◇教役者のインフルエンザ予防接種補助について、

下記要項により補助をいたします。新型コロナ

ウイルス感染症拡大も鑑み、適宜接種をお受け

くださいますようお願いいたします。なお、チ

ャプレンとして幼保園で勤務される方は、幼保

園にて受けてください。 

対象：現職、嘱託・礼拝協力を委嘱された教役

者。 

補助額：1回分（3,000円～3,500円程度）。 

時期：なるべく 2022年中に接種してください。 

申請方法：病院の領収証（宛名：日本聖公会東北

教区、但し書：インフルエンザ予防接種）を教区

事務所にお送りください。 

◇社会事業の日 10月 23日（日） 

 当日の信施は直接管区事務所へお送りください。 

◇第 249（定期）主教会 

10月 4日（火）～6日（木）＜仙台・福島＞ 

 仙台を主会場に行われ、2 日目は主教会の意向

により福島県浪江町などを訪問する予定です。 

◇「2022年人権セミナー」 

10月 12日（水）～13日（木）＜Web開催＞ 

 教区より人権担当林国秀司祭が参加いたします。 

◇沖縄教区聖職按手式 

11月 3日（木）＜三原聖ペテロ聖パウロ教会＞ 

 執事按手 聖職候補生ウリエル仲宗根遼祐 

10月 4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 

司祭       駒野
こ ま の

 義夫
よ し お

 1946年 10月 05日 

司祭  William Franklin Draper  1999年 10月 09日 

執事  ヨセフ  山本
やまもと

 清司
き よ し

 2003年 10月 09日 

宣教師 Miss Gladys Gertrude Spencer  1960年 10月 11日 

司祭  ポーロ  滝口
たきぐち

 三郎
さぶろう

 1976年 10月 12日 

伝道師      度会
わたらい

 伝吉
でんきち

 1928年 10月 15日 

伝道師      吉津
き つ

愛一郎
あいいちろう

 1976年 10月 18日 

司祭       宅間
た く ま

 六郎
ろくろう

 1955年 10月 23日 

宣教師 Miss Bessie Mead 1954年 10月 25日 

司祭  ステパノ 木村
き む ら

 兵三
ひょうぞう

 1968年 10月 25日 

司祭  F. C. Meredith 1926年 10月 27日 

伝道師      蛎崎
かきざき

 佐久
さ く

 1904年 10月 29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。 

10 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 

管区・他教区 




