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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/
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01日（火） 教区関係教役者逝去記念聖餐式 

03日（木） 第 106（臨時）教区会 

06日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式・教会委員会・墓参 

09日（水） 教役者会 

 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

11日（金） 東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想 

 常置委員会 

13日（日） 米沢聖ヨハネ教会 巡回 

14日（月） 主事会議 

15日（火） 在仙教役者ミーティング 

16日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

20日（日） 西の平聖パウロミッション 巡回 

22日（火） 第 107（定期）教区会 書記局会 

23日（水） 第 107（定期）教区会 

26日（土） 元神戸教区主教古本純一郎師 逝去記念聖餐式 説教 ＜神戸＞ 

27日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

29日（火） 奉仕職養成グループ会議 

11月 

01日（火）10:00 教区関係教役者逝去記念聖餐式   ＜主教座聖堂＞ 

03日（木）13:00 第 106（臨時）教区会     ＜主教座聖堂＞ 

08日（火）10:00 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

04日（火）16:00 教役者会      ＜Web会議＞ 

11日（金）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（金）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

14日（月）16:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

19日（土）16:00 教育・保育グループ青年部門会議   ＜Web会議＞ 

22日（火）17:00 第 107（定期）教区会 書記局会   ＜盛岡聖公会＞ 

23日（水）09:00 第 107（定期）教区会   ＜盛岡聖公会・アートホテル盛岡＞ 

29日（火）18:00 奉仕職養成グループ会議    ＜Web会議＞ 

12月 

03日（土）13:00 奉仕職養成グループ主催研修会「奉仕のススメ」 ＜Web研修会＞ 

06日（火）10:00 教区関係教役者逝去記念聖餐式   ＜主教座聖堂＞ 

07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＞ 

07日（水）18:00 教区展望会議      ＜Web会議＞ 

  

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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1．報告事項 

◇主教報告：主教動静と今後の予定、主教会関連

について。 

◇常置委員長報告：聖公会生野センター30周年記

念感謝礼拝について。管区常議員会で東日本大

震災余震被害修復工事費用として、12,212,889

円の支援金が決定したことについて。 

◇執行機関報告：主事会議、教区財務状況報告。 

2．協議事項 

◇ヴァイアル山荘水害復旧作業協力参加者の経費

補助について：9 月 23 日（金・祝）に行われ、

ヴァイアル山荘水害復旧作業に参加された方々

の経費（交通費・宿泊費）を災害支援資金から援

助することを承認した。 

◇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：教区内の教会・施設の修復

工事費用合計額 12,335,209円に対し、管区の支

援金残高が 12,212,889 円だったため、不足分

122,320 円を教区特別会計災害支援資金から拠

出することを承認した。 

◇主教座聖堂（小聖堂）講壇用聖書購入について：

講壇用聖書（聖書協会共同訳／旧約聖書続編付

き）について、仙台基督教会と主教座聖堂が折

半で購入することについて承認した。 

◇教区諸規程改正について：提案された宣教強化

資金運用規程改正、研学資金運用規程改正、経

理規程改正について、これを可決承認した。 

◇第 107（定期）教区会の日程等について：常置委

員会関連議案について協議し、一部を除き承認。

引き続き準備を進めることとした。 

1．報告事項 

◇常置委員会決議等連絡事項報告：教区内各教会

宗教法人格と東北教区宗教法人格の一法人化に

ついて、教区会で教区の方針を示すことを確認。 

◇総務主事主管報告：①教区会提出議案について、

常置委員長と打ち合わせを行った。②史料保全・

編纂グループ：10 月 14 日史料室整理を行う。

今後の作業課題は書架と写真類の分類整理。③

教区成立 100周年記念誌編纂プロジェクト：製

作経緯の記録方法について検討。 

◇教育主事主管報告：①奉仕職養成グループ：「奉

仕のススメ」（9月 16日開催）は 10教会 39名

が参加し、好評を得た。②教育・保育グループ青

年部門：十和田湖畔施設活用グループからのヴ

ァイアル山荘豪雨被害復旧ボランティア呼びか

けを受け、5名参加。中止となった「青年キャン

プ」の代替プログラムを 10月 29日に実施予定。

中高生プログラムを 2023年 1月 21日に開催予

定。全国 U26集会（9月 17～19日・Web）に、

教区から仙台基督教会の青年 1 名が参加。全国

青年大会（2023年 8月 31日～9月 3日・東京）

の青年スタッフとして、教区から仙台聖フラン

シス教会の青年を推薦。 

◇宣教主事主管報告：①十和田湖畔施設活用グル

ープ：ヴァイアル山荘豪雨被害復旧作業を 9 月

23 日に実施、ボランティアを含め 20 名参加。

ヴァイアル山荘の今年度閉所式を 10月 29日に

行う。②東日本大震災被災者支援プロジェクト：

広畑お茶会は 9月 30日で 100回目、12月で終

了予定。10月 5日、主教会プログラム協力とし

て福島県原発事故被災地（希望の牧場、請戸小

学校震災遺構）の案内を行った。③コラボレー

ション推進グループ：大田教区と宣教協働につ

いて打ち合わせを行う。 

◇その他報告：執行機関部門長懇談会「しゃべり

場」にて、ルイジアナ教区・西ルイジアナ教区と

の今後の交流の在り方について意見交換がなさ

れた。 

2．協議事項 

◇2023年執行機関拡大合同会議のテーマは「協働

（コラボ）」とし、開催に向け準備を進める。 

3．常置委員会への報告事項 

◇ルイジアナ教区主教按手式にお祝いメッセージ

を送付。 

◇教育主事より主幹組織変更の申し出があり、承

認した。「教育・保育グループ」を「青年グルー

プ」と「キリスト教保育グループ」に分割、専任

リーダーを置く。 

◇ヴァイアル山荘豪雨被害復旧作業経費援助につ

いて、各参加者の負担が不平等にならないよう

配慮する。 

◇室根聖ナタナエル教会の有効活用のために、「室

根山麓施設活用プロジェクト」を設置。 

◇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。 

◇2023 年度信徒奉事者の１月１日付認可を希望

される教会は、12月開催の定例常置委員会まで

に、推薦書をご提出ください。任期は 2023年１

月１日～12 月 31 日となります。署名は自署で

お願いいたします。 

  

第 12 回常置委員会議報告（10 月 18 日） 

諸 連 絡 

第 10 回主事会議報告（10 月 6 日） 
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◇各教区教区会 

 北海道教区・第 82（定期） 11月22日(火)～23

日(水)  ＜主教座聖堂 札幌キリスト教会＞ 

 北関東教区・第 90（定期） 11月 23日（水） 

＜志木聖母教会＞ 

 東京教区・第 141（定期） 11月19日（土） 

＜聖アンデレ主教座聖堂＞ 

 横浜教区・第 84（定期） 11月 23日（水） 

＜横浜聖アンデレ教会他 7会場（Web）＞ 

 中部教区・第 94（定期） 11月 23日（水） 

＜中部教区センター他 3会場（Web）＞ 

 京都教区・第 119（定期） 11月 23日（水） 

＜主教座聖堂・京都ガーデンパレス＞ 

 大阪教区・第 129（定期） 11月 23日（水） 

＜主教座聖堂 川口基督教会＞ 

 神戸教区・第 92（定期） 11月 23日（水） 

＜主教座聖堂及び各教会（Web）＞ 

 九州教区・第 118（定期） 11月 23日（水） 

＜教区センター及び後日指定会場（Web）＞ 

 沖縄教区・第 72（定期） 

11月 22日(火)～23日(水)＜教区センター＞ 

◇11 月 27 日は「人権活動を支える主日」 

当日の信施は直接管区事務所へお送りください。 

◇司祭 ステパノ 髙橋正平師（神戸教区・退職）

は、去る 9 月 11 日（日）逝去されました（75

歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

 

◇司祭 アンデレ 佐藤徹師（神戸教区・退職）

は、去る 10 月 4 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。 

◇司祭 ルカ 伊神努師（神戸教区・退職）は、去

る 10 月 8 日（土）逝去されました（78 歳）。

同師の魂の平安をお祈りいたします。 

◇幸田政嗣氏（元小名浜聖テモテ教会信徒代議員）

は、去る 10月 12日（水）逝去されました（82

歳）。同氏の魂の平安をお祈りいたします。 

11月 1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 

主教  ライト  前川
まえかわ

 眞
しん

二郎
じ ろ う

 1953年 11月 01日 

宣教師 Miss Bessie McKim 1973年 11月 05日 

司祭       西村
にしむら

 敬太郎
けいたろう

 1971年 11月 07日 

司祭  マルコ  植松
うえまつ

 金蔵
きんぞう

 1975年 11月 07日 

伝道師      松下
まつした

 一郎
いちろう

 1918年 11月 10日 

司祭       大野
お お の

 要蔵
ようぞう

 1938年 11月 11日 

司祭  ヨハネ  伴
ばん

  君
きみ

保
やす

 1956年 11月 11日 

司祭 ガブリエル 稲沢
いなざわ

 忠信
ただのぶ

 1988年 11月 12日 

司祭       今井
い ま い

  献
けん

 2007年 11月 27日 

伝道師      白石
しらいし

 村
むら

治
じ

 1929年 11月 28日 

女執事 Miss Anna Love Ranson 1969年 11月 28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。

奉仕職養成グループ主催 Web 研修会 

「奉仕のススメ～礼拝と祈祷書について学ぶ～」のご案内 

あらためて礼拝と祈祷書について学んでみませんか？ 

■開 催 日：12月 3日（土）13：00～15：00 

■開催形式：Web（Zoomを用いたオンライン研修会） 

■講  師：吉田雅人主教 

■事前質問：せみなりお青葉シリーズ 3『～礼拝って何だ

ろう？～礼拝と祈祷書～礼拝でなぜ祈祷書を使うの？

～』をご一読いただいた上、11月 21日（月）までに、

下記メールアドレスもしくは郵送、FAX で教区事務所

宛お送りください。 

■申込方法：①お名前、②所属教会を明記の上、

houshishoku@nskk-tohoku.com までメールにてお申

し込みください。申込をされた方には追って「Zoom招

待状」をお送りします。 

メール環境のない方は所属教会牧師にお申し出くださ

い。牧師、管理牧師の方は恐れ入りますがその際のご対

応よろしくお願いいたします。 

■申込締切：11月 28日（月） 

11 月教区関係教役者逝去記念聖餐
式 

管区・他教区 

訃  報 


