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01日（水） 北海道教区・東北教区合同常置委員懇談会 

03日（金） 管区・祈祷書改正委員会    ＜Web会議＞ 

05日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式・教会委員会 

06〜8日（月〜水） 第 250（定期）主教会     ＜高知＞ 

11日（土） 東日本大震災を覚えて 午後 2時 46分の黙想 

14日（火） 教区関係教役者逝去記念聖餐式 

 奉仕職養成グループ会議 

15日（水） 主事会議 

 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

16日（木） 常置委員会 

19日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式・堅信受領者総会 

23日（木） 東北教区婦人会総会 

26日（日） 鶴岡聖公会 主日聖餐式 

28日（火） 在仙教役者ミーティング 

2月 

01日（水）18:30 北海道教区・東北教区合同常置委員会懇談会  ＜Web会議＞ 

07日（火）10:00 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

07日（火）13:30 東日本大震災被災者支援プロジェクト会議  ＜Web会議＞ 

09日（木）13:00 史料保全・編纂グループ会議    ＜Web会議＞ 

11日（土）10:30 青年グループ会議     ＜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＞ 

14日（火）10:00 教区関係教役者逝去記念聖餐式   ＜主教座聖堂＞ 

14日（火）18:00 奉仕職養成グループ会議    ＜Web会議＞ 

15日（水）15:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

16日（木）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

21日（火）18:30 コラボレーション推進グループ会議   ＜Web会議＞ 

23日（木）10:00 東北教区婦人会総会     ＜主教座聖堂＞ 

3月 

07日（火）10:00 教区関係教役者逝去記念聖餐式   ＜主教座聖堂＞ 

11日（土）14:15 東日本大震災 12周年記念の祈り・講演会 ＜主教座聖堂・東北教区教会＞ 
 

東日本大震災 12周年記念礼拝・講演会 

【日 時】3月 11日（土） 礼拝・午後 2時 15分〜  講演会・午後 3時 10分〜 

【会 場】礼拝：主教座聖堂（ライブ配信）・教区内会場教会  講演：主教座聖堂（ライブ配信） 

【講 師】片岡輝美さん  会津若松市在住、日本基督教団若松栄町教会員。「会津放射能情報センター」

代表。「子ども脱被ばく裁判の会」・「これ以上海を汚すな！市民会議」の共

同代表、「宗教者が核燃料サイクル事業廃止を求める裁判」原告など。 

詳細は各教会にお送りする案内をご覧ください。 
  

教 区 行 事 予 定 

主 教 動 静 
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公  示 

救主降生 2023年 01月 01日 

 日本聖公会東北教区主教 

  主教 ヨハネ 吉田 雅人 ○印  

 

 第 107（定期）教区会の決議により、以下のように教会の合併をします。 

記 

2023年 1月 1日付で、山形聖ペテロ教会と新庄聖マルコ教会を合併し、新教会名を山形聖ペテロ

教会とします。 

2023年 1月 1日付で、山形聖ペテロ教会と鶴岡聖公会を合併し、新教会名を山形聖ペテロ教会と

します。 

2023年 1月 1日付で、盛岡聖公会と室根聖ナタナエル教会を合併し、新教会名を盛岡聖公会とし

ます。 

第 107（定期）教区会の決議により、2023年 1月 1日付で、東北教区の伝道所として、室根聖ナ

タナエル伝道所の設立を認可します。 

以 上 

――――――――――――――――――――――――――――――

日本聖公会東北教区新庄聖マルコ教会礼拝堂の聖別解除の祈りを下記のとおり執り行います。皆様の

ご臨席・ご加祷をお願いいたします。 

―― 記 ―― 

日 時  救主降生 2023年 1月 15日（顕現後第 2主日）午前 11時〜 

場 所  日本聖公会東北教区新庄聖マルコ教会礼拝堂 

     山形県新庄市城南町 2-13 

司 式  主教 ヨハネ  吉田 雅人 

補 式  司祭 ステパノ 涌井 康福 

 

日本聖公会東北教区鶴岡聖公会礼拝堂の聖別解除の祈りを下記のとおり執り行います。皆様のご臨席・

ご加祷をお願いいたします。 

―― 記 ―― 

日 時  救主降生 2023年 1月 19日（顕現後第 2主日の週木曜日）午前 11時〜 

場 所  日本聖公会東北教区鶴岡聖公会礼拝堂 

     山形県鶴岡市本町 3-5-30 

司 式  主教 ヨハネ 吉田 雅人 

以 上 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 下記の人事異動を発令します。 

記 

主教 ヨハネ 吉田 雅人 

2022年 12月 31日付 （旧）鶴岡聖公会管理牧師の任を解く。 

2023年 01月 01日付 （新）山形聖ペテロ教会礼拝協力を委嘱する。 

司祭 ステパノ 涌井 康福 

2022年 12月 31日付 （旧）新庄聖マルコ教会管理牧師の任を解く。 

2023年 01月 01日付 （新）山形聖ペテロ教会礼拝協力を委嘱する。 

司祭 ドミニコ 李 贊熙 

2022年 12月 31日付 （旧）山形聖ペテロ教会管理牧師の任を解く。 

2023年 01月 01日付 （新）山形聖ペテロ教会管理牧師に任命する。 

司祭 ステパノ 越山 哲也 

2022年 12月 31日付 （旧）盛岡聖公会牧師、室根聖ナタナエル教会管理牧師の任を解く。 
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2023年 01月 01日付 （新）盛岡聖公会牧師に任命する。室根聖ナタナエル伝道所管理を命

じる。 

主教 ヨハネ 加藤 博道 

2022年 12月 31日付 （旧）山形聖ペテロ教会礼拝協力の任を解く。 

2023年 01月 01日付 司祭ドミニコ李贊煕のもとで、（新）山形聖ペテロ教会において礼拝

協力を委嘱する。任期を 2023年 3月 31日までとする。 

以 上 

  

公  示 

救主降生 2022年 01月 18日 

 日本聖公会東北教区主教 

  主教 ヨハネ 吉田 雅人 ○印  

 下記の人事異動を発令します。 

記 

主教 ヨハネ 吉田 雅人 

2023年 03月 31日付 若松諸聖徒教会管理牧師および山形聖ペテロ教会礼拝協力の任を解

く。 

定年により退職とする。 

司祭 フランシス 長谷川 清純 

2023年 03月 31日付 青森聖アンデレ教会牧師および弘前昇天教会管理牧師の任を解く。 

2023年 04月 01日付 青森聖アンデレ教会管理牧師に任命する。 

司祭 ステパノ 涌井 康福 

2023年 03月 31日付 秋田聖救主教会牧師および能代キリスト教会管理牧師ならびに山形

聖ペテロ教会礼拝協力の任を解く。 

2023年 04月 01日付 福島聖ステパノ教会牧師および磯山聖ヨハネ教会管理牧師に任命す

る。郡山聖ペテロ聖パウロ教会および小名浜聖テモテ教会ならびに

若松諸聖徒教会協働を命ずる。 

司祭 テモテ 遠藤 洋介 

2023年 03月 31日付 八戸聖ルカ教会副牧師および大館聖パウロ教会ならびに盛岡聖公会

協働の任を解く。 

2023年 04月 01日付 山形聖ペテロ教会牧師および米沢聖ヨハネ教会管理牧師に任命す

る。仙台基督教会西の平聖パウロミッションおよび聖ペテロ伝道所

協働を命ずる。 

司祭 ステパノ 越山 哲也 

2023年 03月 31日付 大館聖パウロ教会管理牧師の任を解く。 

司祭 ドミニコ 李  贊熙 

2023年 03月 31日付 仙台聖フランシス教会牧師および山形聖ペテロ教会管理牧師ならび

に仙台基督教会・2伝道所礼拝協力の任を解く。 

2023年 04月 01日付 弘前昇天教会牧師に任命する。青森聖アンデレ教会および八戸聖ル

カ教会ならびに大館聖パウロ教会協働を命ずる。 

司祭 ヨハネ 八木 正言 

2023年 03月 31日付 磯山聖ヨハネ教会管理牧師の任を解く。 

2023年 04月 01日付 仙台聖フランシス教会管理牧師に任命する。 

司祭 パウロ 渡部  拓 

2023年 03月 31日付 福島聖ステパノ教会牧師および米沢聖ヨハネ教会管理牧師ならびに

山形聖ペテロ教会協働の任を解く。 

2023年 04月 01日付 秋田聖救主教会牧師および能代キリスト教会管理牧師ならびに大館

聖パウロ教会管理牧師に任命する。 
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司祭 ヤコブ 林  国秀 

2023年 03月 31日付 若松諸聖徒教会協働の任を解く。 

2023年 04月 01日付 若松諸聖徒教会管理牧師に任命する。福島聖ステパノ教会および磯

山聖ヨハネ教会協働を命ずる。 

主教 ヨハネ 佐藤 忠男 

2023年 04月 01日付 司祭 フランシス 長谷川清純のもとで、青森聖アンデレ教会におい

て礼拝協力を委嘱する。また司祭ドミニコ李 贊熙のもとで弘前昇天

教会において礼拝協力を委嘱する。ただし、法規第 53条第 2項を準

用し、任期をいずれも 1年間とする。 

主教 ヨハネ 加藤 博道 

2023年 04月 01日付 司祭 ヨハネ 八木正言のもとで、仙台基督教会と 2 伝道所および仙

台聖フランシス教会において礼拝協力を委嘱する。ただし、法規第 53

条第 2項を準用し、任期をいずれも 1年間とする。 

以 上 

 

 

1．報告事項 

◇主教報告：主教動静と今後の予定。2023年 1〜

3 月までの主教巡回希望調査票を各教役者に送

付。海外・各教区・教会、幼稚園用のクリスマス

カード原稿を作成・送付。 

◇常置委員長報告：前回の常置委員会で協議した

2023年度の主事を含む教区諸委員について、各

主事の選任結果の通知、その他の各メンバーに

ついては 15 日に開催された主事会議で報告し

了解を得た。その後、各主事から各グループ等

のリーダーへの通知と各リーダーから新メンバ

ーへの打診を依頼し、執行機関以外の部門を含

めほぼ全員から了解を得たことを報告。 

2．協議事項 

◇旅費規程の交通費ガソリン代について：2023年

1 月 1 日〜6 月 30 日の間は、現状（16 円/㎞）

を維持することを決議。 

◇2023年度信徒奉事者（分餐奉仕協力許可）推挙

について：仙台基督教会、仙台聖フランシス教

会、山形聖ペテロ教会、小名浜聖テモテ教会よ

り推薦された 21名（うち 15名分餐奉仕協力許

可）について、これを適当と認め推挙。 

◇鶴岡聖公会と新庄聖マルコ教会の礼拝堂聖別解

除式の日程について：新庄聖マルコ教会は１月

15 日(日)午前 11 時から、鶴岡聖公会は１月 19

日(木)午前 11時からの日程を承認。 

◇主教按手式教区主教就任式の日程について：武

藤謙一首座主教から 4月 22日（土）に主教按手

式・教区主教就任式を行い、前日の 4 月 21 日

（金）に臨時主教会を行うことの提案を受け、

この日程を承認。 

 

1．報告事項 

◇総主事報告：2023年度予算通知があり、「主事

会議」の 2023年度執行予算は 78万円となった。 

◇総務主事報告：①新庄・鶴岡各教会礼拝堂聖別

解除後の諸手続、解体工事時期・期間等につい

て。②法人一元化に向けた手続上や宗教法人幼

稚園合併等の課題について。教会委員会、信徒

の理解を求め、臨時堅信受領者総会の開催を促

す。③史料保全・編纂グループ：写真史料の整理

を進める。④規則・規程グループ：日本聖公会総

会提出議案及び文化庁対応を、1 月中を目途に

纏める。⑤災害対応デスク：「災害備蓄物資購入

費」予算取得について。 

◇教育主事報告：①青年グループ：中高生プログ

ラムを実施する。新しい繋がりが広がることを

期待。②キリスト教保育グループ：「保育の道し

るべ」の作成を予定中。現場の声を反映し、かつ

多くの聖職も参画できる物にしたい。 

◇宣教主事主管報告：①教区代祷表に北海道教区

各教会牧師名を掲載することについて。②広報

グループ：教区宣教方針「開く」に基づく広報の

あり方について、ホームページ「はじめての方

へ」の内容を検討中。教区内共通リーフレット

発行計画について。③コラボレーション推進グ

ループ：「ワクワク」をテーマに活動を進める。

④十和田湖畔施設活用グループ：維持会員制度

の準備、利用促進プログラムの企画、環境整備

計画、4月以降のリーダー人選が課題。⑤東日本

大震災被災者支援プロジェクト：12周年記念企

画、今後の活動について。 

◇財政主事報告：①2023年各部門予算決定につい

て。②宣教強化資金運用グループ：2023年教区

第 3 回常置委員会議報告（12 月 29 日） 第 2 回主事会議報告（1 月 17 日） 
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予算から各部門宣教プログラム関連費用を「宣

教活動援助金」として計上し、予算案作成の過

程で当グループと共有・審議として財政主事に

答申、当年度に執行する段階においても実行計

画を共有・審議することとした。 

◇教区事務所主事報告：①仙台基督教会建物保守

管理状況、電話設備工事について。②法人一元

化の諸課題について検討を開始。 

2．協議事項 

◇宣教協議会派遣者について、早急に候補者の了

承を得、補欠者も含めて次回会議で決定する。 

◇教区規則・規程集について、「東北教区主教座聖

堂規程」の必要性を検討。 

◇執行機関拡大合同会議の振り返りと課題につい

て。北海道教区との協働を踏まえ、常置委員長 

大町信也司祭を招いて行った。北海道教区がよ

り身近に感じられ、今後の交流や教会紹介ガイ

ドブック送付なども計画中。 

 

 

◇信徒奉事者認可（１月１日付） 

 ※仙台基督教会：13名 

 ※仙台聖フランシス教会：4名 

 ※山形聖ペテロ教会：2名 

 ※小名浜聖テモテ教会：2名 

◇分餐奉仕協力許可（１月１日付） 

 ※仙台基督教会：9名 

 ※仙台聖フランシス教会：4名 

 ※山形聖ペテロ教会：2名 

 

 

 

◇下記書類の提出をお願いいたします。 

・「2022年度統計表」（提出期限：1/31） 

・「2022 年度年齢構成表」（提出期限：1/31） 

・「堅信受領者総会資料」2部 

・「教会委員当選届」（書面・データ） 

・「教区会信徒代議員当選届」 

◇「東北教区宣教強化資金」第 1 回目申請の締め

切りは 3 月 8 日（水）、返済計画書の締め切り

は 2月 21日（火）です。申請を予定されている

教会、返済計画書提出が必要な教会は、期日厳

守にてお願いいたします。 

◇扶養家族の入学・卒業、就・離職等異動がある教

役者は、必ず教区事務所まで届け出てください。 

◇ハンセン病問題啓発の日 2月 12日 

 ハンセン病問題により苦しめられた方々を覚え、

理解が深まるようお祈りください。 

◇聖公会生野センターのための主日 2月 26日 

 大阪市生野区で地域と共に歩む働きを覚え、お

祈りください。当日の信施は管区事務所へお送

りください。 

◇「2022年各教区青年担当者の集い」 

2月 5日（日）＜Web会議＞ 

 教区より青年担当信徒と、管区青年委員越山哲

也司祭が参加いたします。 

◇「第 9回ハラスメント防止・対策委員会」 

2月 23日（木・祝）＜管区事務所・Web＞ 

 教区よりハラスメント防止担当信徒が参加いた

します。 

 

 

 

◇司祭 ヨハネ 中道政昭師（神戸教区・退職）

は、去る 1月７日（水）、逝去されました（96

歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

 

 

 

2月 14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 

伝道師      横田
よ こ た

 秋生
あ き お

 1923年 02月 04日 

宣教師Miss Berta R. Babcock 1943年 02月 04日 

執事       戸所
とどころ

 芳一
ほういち

 1971年 02月 07日 

主教  タビデ  谷
たに

  昌二
しょうじ

 2022年 02月 09日 

主教 Norman Spencer Binsted 1961年 02月 20日 

伝道師      桑野
く わ の

 文子
あ や こ

 1941年 02月 22日 

主教  Shirley Hall Nichols 1964年 02月 25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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月教区関係教役者逝去記念聖餐式 

人  事 

諸 連 絡 

管区・他教区 

訃  報 




