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05日（日） 若松諸聖徒教会 主日聖餐式・教会委員会 

 ハラスメント防止・対策委員会 

07日（火） 教区関係教役者逝去記念聖餐式 

08日（水） 仙台基督教会 キリスト教入門講座 

09日（木） 教役者黙想会 

10日（金） 東日本宣教協働区協働委員会    ＜Web会議＞ 

11日（土） 東日本大震災 12周年記念の祈り・講演会 

12日（日） 福島聖ステパノ教会 巡回 

13日（月） 常置委員会 

14日（火） 管区共通聖職試験委員会    ＜Web会議＞ 

16日（木） 宣教協議会ぶどうの枝分科会    ＜Web会議＞ 

19日（日） 仙台聖フランシス教会 主日聖餐式 

24日（金） 主事会議 

26日（日） 仙台基督教会 主日聖餐式 

3月 

02日（木）17:30 北海道教区・東北教区宣教協働タスクフォース（チーム北国） ＜札幌＞ 

03日（金）15:00 キリスト教保育グループ会議    ＜Web会議＞ 

04日（土）14:00 教役者聖職候補生後援会会議    ＜仙台・ホール＞ 

05日（日）16:00 ハラスメント防止・対策委員会   ＜Web会議＞ 

06日（月）14:30 広報グループ会議     ＜Web会議＞ 

07日（火）10:00 教区関係教役者逝去記念聖餐式   ＜主教座聖堂＞ 

09日（木）14:00 教役者黙想会      ＜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  ＜各会場教会＞ 

13日（月）17:30 常置委員会      ＜盛岡＞ 

20日（月）14:00 主教按手式準備委員会     ＜仙台・会議室＞ 

24日（金）16:00 主事会議      ＜Web会議＞ 

4月 

05日（水）16:00 十和田湖畔施設活用グループ会議   ＜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＞ 

22日（土）10:00 主教按手式・教区主教就任式    ＜主教座聖堂＞ 

 
   

1．報告事項 

◇主教報告：主教動静と今後の予定。山形聖ペテ

ロ教会と鶴岡聖公会・新庄聖マルコ教会の合併、

盛岡聖公会と室根聖ナタナエル教会の合併、鶴

岡聖公会・新庄聖マルコ教会の礼拝堂聖別解除

の祈りを公示、1 月 1 日付人事異動を公示した

ことを報告。 

◇常置委員長報告：北海道教区との合同常置委員

懇談会の日程を 2月 1日（水）18:30～（Web）

で行うこと。旧鶴岡聖公会と旧新庄聖マルコ教
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会・旧新庄聖マルコ幼稚園舎の解体撤去につい

て、積和建設東北（株）と契約を締結。第 1 回

の支払い（契約金等）を行ったことを報告。 

2．協議事項 

◇教役者人事異動について：吉田主教の退任後、4

月以降の体制を整えるための 4 月 1 日付の教役

者人事異動について、その内容を適当と認め教

区主教に答申し、公示日を 1月 18日とした。 

◇主教按手式教区主教就任式の準備について：主

教按手式・教区主教就任式を 4月 22日（土）10

時から、臨時主教会を 4 月 21 日（金）15 時か

ら、前夕歓迎レセプションを 4月 21日（金）18

時から行うことを確認し、早急に実行委員会を

組織して検討に入る。 

 実行委員会は下記メンバーを推挙し承認した。 

委員長 ：常置委員長 

礼拝担当：八木正言司祭（仙台基督教会牧師）、 

     渡部拓司祭 

総務  ：総務主事、信徒 1名 

案内担当：信徒 1名 

1．報告事項 

◇主教報告：主教会において、4 月 1 日から次期

教区主教就任まで笹森田鶴主教に東北教区管理

主教を委嘱することとし、2月 14日付けで公示

が出された旨報告。 

◇常置委員長報告：北海道教区との合同常置委員

懇談会が 2 月 1 日に開催され、宣教協働のため

にタスクフォースの活動を早急に行う必要を認

め、3 月 2 日に第 1 回タスクフォース「チーム

北国」の会議を開くことを決定。2 月 8 日に第

1回主教按手式実行委員会会議を開催、総務・礼

拝関係について確認・協議したことを報告。 

2．協議事項 

◇2023年度信徒奉事者推挙：盛岡聖公会より推薦

された 7 名について、推薦書の一部修正を求め

た上でこれを適当と認め推挙。 

◇教区内幼保園からの 2023 年度チャプレン派遣

要請について：教区主教より 2023 年度教区内

幼保園へのチャプレン派遣案が提示され、協議

の上で一部修正を加えて教区主教に答申。 

◇大館聖パウロ教会規則の一部変更承認ついて：

宗教法人日本聖公会東北教区大館聖パウロ教会

附属大館幼稚園が学校法人園へと移行したこと、

及び包括法人である宗教法人日本聖公会の規則

が一部改正されたことに伴う規則の改正につい

て、これを適当と認めて承認。 

1．報告事項 

◇常置委員会連絡事項報告：主教按手式は人数制

限を設けて行うこととした。 

◇総主事報告：新主教就任後の諸会議、教区レク

イエム等主教座聖堂礼拝の持ち方について。 

◇総務主事主管報告：①鶴岡・新庄建物の解体工

事着工は降雪により遅れている。②法人一元化

について、各教会の進捗状況を把握し、課題を

分析。各教会堅信受領者総会での議案テンプレ

―ト作成を検討中。③史料保全・編纂グループ：

写真史料の整理について検討中。④規則・規程

グループ：「東北教区主教座聖堂規程」の必要

性、現実性について審議を始める。「業務組織お

よび業務分掌規程」の一部見直しを行う。⑤災

害対応デスク：「トルコ・シリア大地震」支援募

金について教役者に通知。 

◇教育主事主管報告：①奉仕職養成グループから、

神学校体験入学参加に積極的に働きかける。3月

9日教役者大斎黙想会を予定。②青年グループ：

1月 21日仙台聖フランシス教会にて中高生プロ

グラムを実施。参加者から「これから自分たち

でもやりたいことを考えたい」との積極的意見

があった。青年夏季プログラム開催を検討。8月

開催全国青年大会に向け、参加への働きかけを

行う。 

◇宣教主事主管報告：①「しゃべり場」の開催日に

ついて検討、しばらくは現状維持。②広報グル

ープ：ホームページ、あけぼのの内容・フォント

等の改善を検討中。③東日本大震災被災者支援

プロジェクト：12周年記念礼拝の案内、式文に

ついて確認。昨年 12 月で定期的活動を終えた

「広畑お茶会」は今後年 1 回程度の会合を持つ

ことになった。4月からリーダー交代。 

◇財政主事主管報告：宣教強化資金運用グループ：

2023年度 1回目の融資申請案内を行った。宣教

に資するプログラムの申し込みの増加を期待。 

2．協議事項 

◇宣教協議会派遣メンバーについて：教区から参

加予定枠 8名中 6名を決定。 

◇4月から行う教区主教、常置委員長、総主事によ

る定例ミーティングに、適宜総務主事も加わる

よう希望する。 

  

第 3 回主事会議報告（2 月 15 日） 

第 5 回常置委員会議報告（2 月 16 日） 
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◇信徒奉事者認可（2月 16日付） 

 ※盛岡聖公会：5名 

◇「東北教区宣教強化資金」2023年第 1回申請の

締め切りは 3 月 8 日（水）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。 

◇トルコ・シリア地震への支援募金は管区事務所

で受付を行っています。取りまとめて NCC や

海外の聖公会の救援団体に送られます。管区事

務所宛、諸献金の郵便振込用紙に「トルコ・シリ

ア地震支援」などと明記して送金ください。ご

協力をお願いいたします。 

◇協会けんぽの保険料率が、3 月分から変更とな

ります。4月の給与から適用になります。 

健康保険料率 変更前 10.18％→変更後 10.05％ 

介護保険料率 変更前 01.64％→変更後 01.82％ 

◇旧鶴岡聖公会建物解体工事は 3 月 6 日から、旧

新庄聖マルコ教会建物・旧新庄聖マルコ幼稚園

舎解体工事は 3月 3日から始まります。 

 

 

 

 

 

◇大阪教区第 130（臨時）教区会 

3月 19日（日）＜大阪・主教座聖堂＞ 

◇東京教区第 142（定期）教区会 

3月 21日（火）＜東京・主教座聖堂＞ 

◇神学校卒業礼拝が下記の通り行われます。覚え

てお祈りください。 

 聖公会神学院    ※内部関係者のみで開催 

3月 1日（水）＜諸聖徒礼拝堂＞ 

 ウイリアムス神学館 

3月 10日（金）＜京都・主教座聖堂＞ 

◇司祭 パウロ 塚田道生師（中部教区・退職）

は、去る 2月 9日（木）、逝去されました（90

歳）。同師の魂の平安をお祈りいたします。 

3月 7日（火）10時～  主教座聖堂 

司式：教区主教 説教：司祭 八木正言 

職位    教名・氏名      逝去年月日 

司祭  ペテロ  山本
やまもと

 秀
ひで

治
はる

 1978年 03月 03日 

司祭  ペテロ  松坂
まつざか

 勝
かつ

雄
お

 1993年 03月 09日 

司祭  パウロ  村上
むらかみ

 秀
ひで

久
ひさ

 1974年 03月 12日 

宣教師 Miss Flora M. Bristowe 1942年 03月 13日 

司祭  パウロ  林
はやし

  由三
よしぞう

 1970年 03月 15日 

司祭  サムエル 植松
うえまつ

 謙
けん

爾
じ

 1978年 03月 19日 

司祭  テモテ  佐藤
さ と う

 光
こう

道
どう

 2016年 03月 23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。 

 

東日本大震災 12周年記念礼拝・講演会のご案内 

【日時】3月 11日（土） 礼 拝・午後 2時 15分～ 

            講演会・午後 3時 10分～ 

【礼拝】主教座聖堂 仙台基督教会（ライブ配信）、 

    青森聖アンデレ教会、八戸聖ルカ教会、盛岡聖公会、能代キリスト教会、 

    仙台聖フランシス教会、米沢聖ヨハネ教会、福島聖ステパノ教会、 

    郡山聖ペテロ聖パウロ教会、小名浜聖テモテ教会、若松諸聖徒教会、 

    磯山聖ヨハネ教会（3月 12日） 

【講演】「主に喜ばれる生き方を吟味する～福島からのメッセージ」 

    主教座聖堂 仙台基督教会（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」共同代表。「これ以上海を汚すな！市民会議」

メンバー、「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。 

配信 YouTube 

式文ダウンロード 

3 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 


